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米沢市新庁舎建設事業 1
基本設計説明書

東側からの外観パース

「市民に開かれた誰もが利用しやすいコンパクト庁舎」

新庁舎建設の基本理念である「安全・安心で誰もが利用しやすく経済的な庁舎」を実現するため、以下の 4 項目の設計方針を定めました。

1. わかりやすく、開かれた庁舎

2. 災害に強い防災庁舎

3. 米沢市の歴史・文化の継承と利便性・安全性を両立

4. あらゆる市民が気軽に利用できる庁舎

東西に伸びる小間屋テラスを軸として、 まちとつながり、 市民が気軽に立ち寄れる開かれた庁舎をつくります。

耐震性・防火性・豪雨対策など、 災害に対して機能を継続できる庁舎とします。

見通しが良く、安全安心ですべての方々にとって優しく使いやすい庁舎とします。

小間屋テラスにより景観を継承するとともに、 積雪時でも利用者の利便性 ・ 安全性を向上します。

１ 設計方針



米沢市新庁舎建設事業 2
基本設計説明書

1. 計画地 2. 建築概要

計画地周辺の状況 現況都市計画図

計画地広域位置図米沢市位置図
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用途地域：商業地域

建ぺい率：80％

容 積 率：400％

・米沢市は山形県の南東端にあり、最上川の源である吾妻連峰の裾野に広がる米沢盆地に位置し、福島県と県境を
  接しています。北は川西町、高畠町、西は飯豊町、東は福島県福島市、南は福島県猪苗代町、北塩原村、喜多方
  市に接しています。

・米沢市は県南 3 市 5 町からなる置賜地域の中で、行政、産業、教育・文化面で中心的な機能を有する都市です。
  主要道路は山形県の中央を南北に通る日本海側の大動脈である国道 13 号と、米沢市と栃木県益子町を結ぶ国道
  121号です。平成 29 年に開通した東北中央自動車道の利用により米沢～福島間を約 40 分、山形新幹線の利用
  により米沢～東京間を約 2 時間という交通の便が良い場所にあります。

・計画地は現庁舎として利用されている敷地であり、南側の県道と北・西・東側の市道に囲まれた敷地です。敷地
  東側には市内を南北に流れる最上川があり、敷地南側には市営体育館、市営武道館、置賜総合文化センター等
  の公共施設が密集するエリアです。

建物用途：庁舎

建築場所：（住居表示）山形県米沢市金池五丁目2 番 25 号（地名地番）山形県米沢市金池五丁目2-1

敷地面積：23,780.86 ㎡

用途地域：商業地域

防火地域：準防火地域　

日影規制：なし

建ぺい率：80％

容 積 率：400％

道　　路：北側　幅員　10.0 ｍ　市道市役所北通り線

規　　模：地下1階（免震層）/ 地上 4 階 / 塔屋1階

構　　造：鉄骨造（免震構造）

東側　幅員　25.0 ｍ　市道金池五丁目春日四丁目線（都市計画道路　2・3・5 号石垣町塩井線）

南側　幅員   29.3 ｍ　県道米沢環状線

西側　幅員　15.3 ｍ　市道南米沢外ノ内線

容積対象面積
塔屋階
4 階
3 階
2 階
1階
地下1階
計　

130.83
2,357.63
2,627.48
2,555.21
2,671.68

19.84
10,362.67　

㎡

㎡
㎡

㎡
㎡
㎡
㎡

延床面積
塔屋階
4 階
3 階
2 階
1階
地下1階
計　

137.30
2,389.70
2,653.38
2,581.51
2,697.98

19.84
10,479.71

㎡

㎡
㎡

㎡
㎡
㎡
㎡

２ 計画概要



米沢市新庁舎建設事業 3
基本設計説明書

1. 基本的考え方

２. 動線計画

３. 駐車場・駐輪場

①東西に抜ける広場による利用しやすい配置計画

・新庁舎南面に小間屋テラスを配置することで広場空間を形成し、にぎわい空間を創出します。

・メインアプローチ部に庇を設け、 小間屋テラスの庇と連結することで、冬期の利用者の利便性・安全性を向上します。

②敷地の有効活用を図るコンパクトな配置計画

・建物をコンパクトな正形とし、敷地の有効活用を図ります。

・冬期の堆雪スペースを確保し、スムーズな除雪を行うことができる計画とします。

・新庁舎への車でのアクセスは東側道路を出入口、西側は出口専用
  とします。南側については渋滞・事故を考慮し、左折のみの出入
  口とします。

・建物のメインエントランスは駐車場からのアクセスと冬期の季節
  風を考慮し東側に配置します。また歩行者の安全性に配慮し、南
  側道路からの距離が確保できるように建物東面中央部に配置しま
  す。

・職員及び時間外の通用口は北西側に設けます。

・車いす使用者用駐車場からのアクセスを考慮し、北東部分にサブ
  エントランスを設けます。

・南西方向からの歩行者に配慮し、敷地南西交差点側にもサブエン
  トランスを設けます。

・駐車場はエントランスからの距離を考慮し、建物を取り囲むよう
  にＬ字型に配置します。

・車路の方向を東西軸に統一することで、東側の堆雪スペースへ除
  雪しやすい計画とします。

・駐輪場は来庁者用を南側、職員用を北側に配置します。

・バス停は南側の進入口に合わせて西側へ移動します。

融雪範囲を示す

３ 配置計画



米沢市新庁舎建設事業 4
基本設計説明書

1. 基本的考え方

1階平面計画 ２階平面計画

・1・２階に執務室、3 階に市長等エリアと執務室、4 階を議場とする明快な階層構成とします。

・オープンな市民窓口や執務室を南側のエリアにまとめ、個室が中心となる管理諸室を北側に配置することで、来
  庁者にとって見通しがよく、開かれた庁舎とします。

・シンプルな長方形の建物の東西両サイドに上下階の縦動線を設けることで、利便性が高く、避難にも有効な平面
  計画とします。

・メインエントランスがある東側に情報コーナー、2 層吹抜けの市民ホールを配置し、市民の利便性に配慮します。

・執務室は約 52 ｍ×約 29 ｍのオープンフロアとし、見通しのよい空間とします。

・執務室の東西に相談室を集約設置します。

・相談・打合せスペースは通常時は打合せスペースとして使用し、ロビー側の扉を閉めれば、閉庁時のイベント等
  のスタッフルームとして外部から単独で利用することもできるつくりとします。

・外部にはデッキ仕上げの小間屋テラスを設け、建物の花壇と合わせて市民参加型の広場を整備します。

・１階と同様に執務室はオープンフロアとし、執務室の東西に相談室・応接室を集約設置します。

・執務室の中央には1階～３階をつなぐ職員専用階段を設置し、利便性を向上します。

・ロビーの東側には会議室を設置し、市民にもわかりやすい配置とします。スライディングウォールを設置し、　　
  大空間を 4 分割に区切る利用も可能とすることで効率的な会議室の利用を図ります。

４ 平面計画01



米沢市新庁舎建設事業 5
基本設計説明書

３階平面計画 ４階平面計画

塔屋階平面計画

・中央に執務室とサーバー関係の諸室、東側に会議室や書庫・倉庫を配置します。

・西側を市長等エリアとし、来客動線を待合室、秘書室受付を経由することでセキュリティに配慮します。

・災害時に災害対策本部となる庁議室、会議室は市長等エリアの直近にまとめて配置し、迅速・確実な指令系統を
  確立します。

・議会関連諸室を集約配置します。東側エレベーター、階段の正面に議会事務局を配置することで、受付チェック
  が可能となります。

・議場と委員会室との間はスライディングウォールで区画し、1室で利用することも可能とします。

・傍聴席は階段、エレベーターで約 2.5 ｍ上がった中 4 階に設置し、下部には議場の家具を収納します。

・西側のエリアに機械室・電気室を集約配置します。

・南西エリアに休憩コーナーを設け、市民や職員が安らぐ空間をつくります。

・展望デッキは社会科見学等の際に利用することも可能とします。

・屋上には非常用発電機を設置し、非常時に備えます。

・議場上部には太陽光パネルを設置し、自然エネルギーを活用します。

４ 平面計画02



米沢市新庁舎建設事業 6
基本設計説明書

1. 基本的考え方

・既存庁舎の色彩を継承し、新庁舎の外装色はニュートラルな白を基本とします。

・上層階に上がるにつれて外壁面ラインを後退させ、周辺への圧迫感を軽減する計画とします。

・市民利用エリアの外装はガラスを用いることで、市民活動や賑わいを創出する計画とします。

米  沢  市  役  所

東側立面図

西側立面図

南側立面図
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３. 各部デザイン

・1階待合ロビーは南側の小間屋テラスに面し、広場と視覚的に連続させたつくりとします。待合ロビーと小間屋テラ
  スは伝統的な空間様式である小間屋の機能を現代の形で表現します。南東角部にある市民ホールはカーテンウォー
  ルとし、象徴的な空間として外部に表現します。

・2・3 階南面待合ロビーは長方形の建物形状になじむ横強調の外壁とします。横連窓とすることで明るい市民待
  合空間とします。

・４階南面はガラス面を大きく確保し、眺望の良さを活かした計画とします。

・南面・東面は1階上部に庇を設置し、北面・西面窓は外壁とフラットな納まりとすることで冬季の落雪に配慮します。

２. 外装材料

・メンテナンス性に配慮し、耐久性の高い材料を選定します。

５ 立面計画



米沢市新庁舎建設事業 7
基本設計説明書

・適正階高さの設定や、掘削土量を削減したピットなど、経済性に配慮した合理的な断面計画とします。

・自然採光、自然通風などの自然エネルギーを取り込むことのできる断面計画とします。

・１階南面に設置した庇により、夏季の日射低減など日差しのコントロールを行うことで快適な待合空間とします。

1. 基本的考え方

２. 各部計画

・1階には市民利用の多い主要窓口をもつ執務室を配置し、2・3 階に執務室、3 階一部に市長等エリア、4 階に議
  会機能を配置する計画とします。

・議場は最上階に計画することで、十分な天井高さを確保します。

・災害対策本部や機械室・電気室を上階に配置することで、万一の浸水等災害の際にも市庁舎機能を継続できる計
  画とします。

・外部の涼風を効果的に室内に取り込むため、階段室にエコボイドを設置します。待合ロビーのある南面外壁から
  風を取り込み、階段室を介して屋上に放出することで自然通風の仕組みを作り、建物の空調換気エネルギーの
  削減を図ります。

６ 断面計画



米沢市新庁舎建設事業 8
基本設計説明書

1. 基本的考え方

1階窓口イメージ

4 階議場イメージ1階市民ホールイメージ

1階エントランスイメージ

主要居室の内装仕上げ表

・内装はシンプルなデザインとし、永きにわたり親しまれる庁舎を目指します。

・耐久性に優れた素材を採用します。

・天井は岩綿吸音板、壁面は塗装をベースとし、遮音性とメンテナンス性に配慮します。

・1階市民ホールの天井と壁、1階執務室の柱、4 階議場の壁面に地場産木材を使用し、市民ホールには木複合サッシ
  を使用します。特徴ある空間に集中的に木材を採用することで、地場産木材の使用を強調できる計画とします。

岩綿吸音板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 井天 壁 上仕床 名室

エントランス・市民ホール 花崗岩ＪＰ
石膏ボード、塗装 

一部木製ルーバー 

岩綿吸音板 

一部木製ルーバー 

通路・待合 ロビー 石膏ボード 、塗装 岩綿吸音板 

執務室等 タイルカーペット 石膏ボード、塗装 

議場 
化粧杉板 

一部化粧塩ビシート 
岩綿吸音板 

正副議長室・応接室等 ビニルクロス 岩綿吸音板 

管理エリア 化粧石膏ボード

 主要居室の内装仕上表 

岩綿吸音板 

タイルカーペット 

タイルカーペット 

タイルカーペット 

長尺ビニル床シート 石膏ボード、塗装 

７ 内装計画



米沢市新庁舎建設事業 9
基本設計説明書

・庁舎にふさわしい機能性、安全性、居住性、および耐久性を備えた空間の実現と、経済性や工期短縮にも配慮した
  構造計画とします。

・建物に作用する自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震、その他の振動及び衝撃に対し、構造耐力  
  上の安全性を確保します。

1. 基本的考え方

■ 維持管理について

■ 耐震設計について

2. 計画概要

■ 架構計画

■ 免震装置の選定

 
免震構造計画概要 
□免震装置の種類 
・免震構造の特徴は、最下階の柱下と基礎との間に⽀承（アイソレータ）と呼ばれる鉛直⽅向に固く、⽔平⽅向に柔らか

い部材を配置して、建物を⽀えながら、建物が揺れる周期を延ばし、地震による加速度を⼤幅に低減させることにある。 
・アイソレータだけでは地震による揺れが収まりにくいため、ダンパーと呼ばれる減衰装置を併⽤して使⽤する。 
・アイソレータには、地震後に建物を元の位置に戻そうとする復元⼒を有するものと、復元⼒を持たずに単に建物を⽀え

るだけの機能のものがある。前者の代表が積層ゴム⽀承であり、後者の代表がすべり⽀承や転がり⽀承である。 
・ダンパーは、建物が⽔平に揺れる際の変位や速度に応じて減衰⼒を発揮し、地震のエネルギーを吸収するものである。

変位に応じて減衰⼒を発揮するものに、鋼材ダンパーや鉛ダンパーがあり、速度に応じて減衰⼒を発揮するものに、オ
イルダンパーがある。また、アイソレータの中⼼部分に円柱状の鉛や錫といったダンパーが内蔵されるものもある。 

・免震構造のシステムとしては、1 種類の免震装置で構成する場合と、複数の免震装置で構成する場合があり、敷地で想
定される地震の特徴や、建物の構造的な特性、または経済性や施⼯性などの⾯から、総合的に判断して採⽤するシステ
ムを決定する。 

免震部材の種類 

種 類 特 徴 免震部材の形状(代表例) 

天然ゴム系積層ゴム 
アイソレータ 

・天然ゴムと鋼板を薄く多層に重ね合わせ、鉛直
⽅向に⾼い剛性と、⽔平⽅向に柔らかい剛性を有
している⽀承である。 
・エネルギー吸収能⼒はないので、他のダンパー
と組合せる必要がある 

 

錫プラグ⼊り積層 
ゴムアイソレータ、 
鉛プラグ⼊り積層 
ゴムアイソレータ 

・積層ゴムの中央に設けられた円形の中空孔に、
鉛や錫を封⼊して、⽔平変形時にその塑性変形に
よりエネルギーを吸収するダンパー内蔵型の積層
ゴム⽀承である。 
・ダンパーが⼀体型であるため、省スペースで施
⼯上の利点がある 

 

⾼減衰ゴム系積層 
ゴムアイソレータ 

・ゴム⾼分⼦に特殊な充填材を加えて、ゴム材料
⾃体に⾼いエネルギー吸収性能を与えた積層ゴム
である。⼤変形前後でせん断応⼒が低下するため、
若⼲扱いにくい 
・ダンパー機能を有するため、省スペースで施⼯
上の利点がある 

 

弾性すべり⽀承 

・端⾯にテフロン（四フッ化エチレン）樹脂のす
べり材がついた積層ゴムとすべり板（ステンレス
板に表⾯処理したもの）を組合せた⽀承である。 
・復元⼒機能は無く、免震層の変形量に応じてす
べり板が⼤きくなり、スペースが必要となる。 
・摩擦係数が⼤きなものは、ダンパー機能を有す
る。 

 

球⾯すべり⽀承 

・球⾯状に加⼯した鋼板表⾯にステンレス製のす
べり板を取付け、フッ素樹脂製のすべり材がつい
たスライダーを挟み込むことで、振り⼦の原理で
⻑周期化を図る⽀承である。 
・曲⾯に応じた復元⼒を有し、摩擦係数が⼤きな
ものは、ダンパー機能を有する。 

 

転がり⽀承 

・ボールベアリングを⽤いたスライダーを⼗字に
組み合せたもので、摩擦係数が極めて⼩さく免震
層の⻑周期化を図れるが、復元⼒をもつ部材と併
⽤する必要がある。 
・引抜き抵抗⼒があるため、引抜きが⽣ずる箇所
にも使⽤できる 

 

鋼材ダンパー 

・鋼板をＵ型に加⼯したものを４本 ８本組合せ
たもので、鋼材の塑性変形によりエネルギーを吸
収するダンパーである。 
・積層ゴム⽀承の周囲にダンパーを取り付けた⼀
体型もある。 

 

オイルダンパー 
・オイルが密閉されたシリンダーの中を、ピスト
ンが押し引きされることで減衰⼒が発⽣し、エネ
ルギーを吸収するダンパーである。 

 

増幅機構付き 
減衰装置(減衰こま) 

・ボールネジを利⽤した増幅部と、回転筒を内包
して間隙に粘性体を充填した減衰部との間で減衰
⼒が発⽣し、エネルギーを吸収するダンパーであ
る。 

 

 
 
 
 
 
 

 
免震構造計画概要 
□免震装置の種類 
・免震構造の特徴は、最下階の柱下と基礎との間に⽀承（アイソレータ）と呼ばれる鉛直⽅向に固く、⽔平⽅向に柔らか

い部材を配置して、建物を⽀えながら、建物が揺れる周期を延ばし、地震による加速度を⼤幅に低減させることにある。 
・アイソレータだけでは地震による揺れが収まりにくいため、ダンパーと呼ばれる減衰装置を併⽤して使⽤する。 
・アイソレータには、地震後に建物を元の位置に戻そうとする復元⼒を有するものと、復元⼒を持たずに単に建物を⽀え

るだけの機能のものがある。前者の代表が積層ゴム⽀承であり、後者の代表がすべり⽀承や転がり⽀承である。 
・ダンパーは、建物が⽔平に揺れる際の変位や速度に応じて減衰⼒を発揮し、地震のエネルギーを吸収するものである。

変位に応じて減衰⼒を発揮するものに、鋼材ダンパーや鉛ダンパーがあり、速度に応じて減衰⼒を発揮するものに、オ
イルダンパーがある。また、アイソレータの中⼼部分に円柱状の鉛や錫といったダンパーが内蔵されるものもある。 

・免震構造のシステムとしては、1 種類の免震装置で構成する場合と、複数の免震装置で構成する場合があり、敷地で想
定される地震の特徴や、建物の構造的な特性、または経済性や施⼯性などの⾯から、総合的に判断して採⽤するシステ
ムを決定する。 

免震部材の種類 

種 類 特 徴 免震部材の形状(代表例) 

天然ゴム系積層ゴム 
アイソレータ 

・天然ゴムと鋼板を薄く多層に重ね合わせ、鉛直
⽅向に⾼い剛性と、⽔平⽅向に柔らかい剛性を有
している⽀承である。 
・エネルギー吸収能⼒はないので、他のダンパー
と組合せる必要がある 

 

錫プラグ⼊り積層 
ゴムアイソレータ、 
鉛プラグ⼊り積層 
ゴムアイソレータ 

・積層ゴムの中央に設けられた円形の中空孔に、
鉛や錫を封⼊して、⽔平変形時にその塑性変形に
よりエネルギーを吸収するダンパー内蔵型の積層
ゴム⽀承である。 
・ダンパーが⼀体型であるため、省スペースで施
⼯上の利点がある 

 

⾼減衰ゴム系積層 
ゴムアイソレータ 

・ゴム⾼分⼦に特殊な充填材を加えて、ゴム材料
⾃体に⾼いエネルギー吸収性能を与えた積層ゴム
である。⼤変形前後でせん断応⼒が低下するため、
若⼲扱いにくい 
・ダンパー機能を有するため、省スペースで施⼯
上の利点がある 

 

弾性すべり⽀承 

・端⾯にテフロン（四フッ化エチレン）樹脂のす
べり材がついた積層ゴムとすべり板（ステンレス
板に表⾯処理したもの）を組合せた⽀承である。 
・復元⼒機能は無く、免震層の変形量に応じてす
べり板が⼤きくなり、スペースが必要となる。 
・摩擦係数が⼤きなものは、ダンパー機能を有す
る。 

 

球⾯すべり⽀承 

・球⾯状に加⼯した鋼板表⾯にステンレス製のす
べり板を取付け、フッ素樹脂製のすべり材がつい
たスライダーを挟み込むことで、振り⼦の原理で
⻑周期化を図る⽀承である。 
・曲⾯に応じた復元⼒を有し、摩擦係数が⼤きな
ものは、ダンパー機能を有する。 

 

転がり⽀承 

・ボールベアリングを⽤いたスライダーを⼗字に
組み合せたもので、摩擦係数が極めて⼩さく免震
層の⻑周期化を図れるが、復元⼒をもつ部材と併
⽤する必要がある。 
・引抜き抵抗⼒があるため、引抜きが⽣ずる箇所
にも使⽤できる 

 

鋼材ダンパー 

・鋼板をＵ型に加⼯したものを４本 ８本組合せ
たもので、鋼材の塑性変形によりエネルギーを吸
収するダンパーである。 
・積層ゴム⽀承の周囲にダンパーを取り付けた⼀
体型もある。 

 

オイルダンパー 
・オイルが密閉されたシリンダーの中を、ピスト
ンが押し引きされることで減衰⼒が発⽣し、エネ
ルギーを吸収するダンパーである。 

 

増幅機構付き 
減衰装置(減衰こま) 

・ボールネジを利⽤した増幅部と、回転筒を内包
して間隙に粘性体を充填した減衰部との間で減衰
⼒が発⽣し、エネルギーを吸収するダンパーであ
る。 

 

 
 
 
 
 
 

 

□維持管理の目的 
・免震建築物の安全性が、免震装置の機械的性質に強く依存することから、専門技術者を要する適切な維持管理体制を設

け、免震装置の継続的な点検を通じて所定の免震機能を維持する必要がある。 
 1）日常又は経年変化による建物の使用性や免震機能の不具合の防止 
 2）災害（地震、強風、火災、水害）に起因する建物の使用性や免震機能の不具合の防止 
 

□維持管理体制 
 免震建築物を継続的に機能させるため、維持管理組織（建物所有者、建物管理者、建物設計者、免震建物点検技術者）

により、点検及び検査、必要な処置及び対策の協議を必要に応じて実施する。 
 

維持管理体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□点検種別 
・免震建築物として、免震部材が所定の機能を維持するために、異常の早期発見と適切な処置や対策が必要となる。 
・点検の種類として、竣工時検査、定期点検１、定期点検２、応急点検、詳細点検、更新工事後点検がある。 
・点検の結果、対策が必要な場合は、維持管理体制で協議するほか、必要に応じて専門家を交えて対策を施すこととなる。 
 

点検種別 

点検種類 目的 実施者 実施時期 

竣工時検査 竣工後、定期点検1、定期点検2、応
急点検の初期値を測定 

施工者（*1） 
免震建物点検技術者 建物竣工時 

定期点検１ 
定期的に異常の有無を検出する目的
で、建物周辺の見回りと免震層の目
視検査を定期的に行う 

建物管理者 
免震建物点検技術者 

建物周辺見回りは常時 
目視検査は 1 年に 1 回 

定期点検２ 機能的異常の発見と耐久性に関する
性能を計測検査にて実施する（*2） 

免震建物点検技術者 
建物竣工後 5年、10 年、
以後 10 年毎 

応急点検 

災害に迅速に対応する目的で、当該
敷地で震度５弱以上の地震や平均風
速 30ｍ/s 以上の暴風が発生した場
合、また火災や浸水の影響が免震層
に及んだ場合、被災直後に目視を中
心とした見回りを実施する 

免震建物点検技術者 

震度５弱以上の地震、
平均風速 30m/s 以上
の暴風、火災､浸水など
の災害を受けた直後 

詳細点検 

定期或いは応急点検で免震材料の異
常が認められた場合に原因の把握と
対応を検討するために、計測を含め 免震建物点検技術者 定期点検や応急点検で

異常が認められた場合 

更新工事後点検 
免震層や建物外周部で免震機能に関
係する工事を行った場合、竣工時検
査に準じた点検を行う 

免震建物点検技術者 更新工事の際 

*1：工事監理者、監督職員のほか設計者も立会う 
*2：免震装置の性能を追跡する場合は、メーカーから性能試験結果を提供してもらって確認する 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

建物所有者 

建物管理者 免震建物点検技術者 

建物設計者 
相談 

異常時に連絡 

報告 

委託  談相 言助 告報

・定期点検 
・応急点検 
・詳細点検 
・更新工事後点検 

・日常的に建物とその周辺の 
 異常を監視する 

 施実 施実

た詳細な点検を実施する

 

帯がきます。書き込み不可。

□構造計画 
・庁舎にふさわしい機能性、安全性、居住性、および耐久性を備えた空間の実現と、経済性や⼯期短縮にも配慮した構造

計画とします。 
・建物に作⽤する⾃重、積載荷重、積雪荷重、⾵圧、⼟圧、⽔圧、地震、その他の振動及び衝撃に対し、構造耐⼒上の安

全性を確保します。 
・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年版）に準拠し、当敷地で数百年に⼀度程度の確率で発⽣する⼤地

震動（震度 6 強程度）に対しては、構造体の耐震安全性の分類をⅠ類とします。 
 

耐震安全性の⽬標 
部位 分類 耐震安全性の⽬標 重要度係数(I) 

構造体 

Ⅰ類 ⼤地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使⽤できることを⽬
標とし、⼈命の安全確保に加えて⼗分な機能確保が図られている 1.50 

Ⅱ類 ⼤地震動後、構造体の⼤きな補修をすることなく、建築物を使⽤できる
ことを⽬標とし、⼈命の安全確保に加えて機能確保が図られている 1.25 

Ⅲ類 ⼤地震動により構造体の部分的な損傷は⽣ずるが、建築物全体の耐⼒の
低下は著しくないことを⽬標とし、⼈命の安全確保が図られている 1.00 

 
・災害時の防災拠点として、⼤地震時の⼈命保護や、躯体の損傷防⽌、天井の落下や家具・什器の転倒防⽌により、被災

後の初動を迅速化し、復旧活動を幅広く⽀援するために、免震構造を採⽤します。 
・免震構造のシステムは、敷地で想定される地震の特徴や、建物の構造的な特性、または経済性や施⼯性などの⾯から総

合的に判断して決定します。 
 
 

建物重量　Ｗ建物重量　Ｗ

■従来の免震構造■従来の免震構造

■球面すべり支承による免震構造（本計画）■球面すべり支承による免震構造（本計画）
建物の固有周期Ｔ＝2π√Ｗ/Ｋ建物の固有周期Ｔ＝2π√Ｗ/Ｋ

免震層の固有周期Ｔ＝2π√2Ｒ/ｇ免震層の固有周期Ｔ＝2π√2Ｒ/ｇ

免震層の固有周期は建物重量に影響されない免震層の固有周期は建物重量に影響されない
単一の免震部材で長周期化単一の免震部材で長周期化
性能のばらつきがごくわずか性能のばらつきがごくわずか

ゴム
剛性Ｋ
ゴム
剛性Ｋ

球面
半径Ｒ
球面
半径Ｒ

球面すべり支承

・皿状に加工した鋼板表面にステンレス製のす
べり板を取付け、フッ素樹脂製のすべり材がつ
いたスライダーを挟み込むことで、振り子の原
理で長周期化を図る支承。

・曲面に応じた復元力を有し、摩擦係数が大き
なものは、ダンパー機能を有する。

鋼材ダンパー

・鋼板をＵ型に加工したものを 4 本～ 8 本組合
せたもので、鋼材の塑性変形によりエネルギー
を吸収するダンパー。

８ 構造計画

■ 地業計画

・「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年版）に準拠し、大地震動に対しては構造体の耐震安全性の分
  類をⅠ類とします。

・災害時の防災拠点として、大地震時の人命保護や躯体の損傷防止を図るとともに、天井の落下や家具・什器の転倒
  を防止し、被災後の初動を迅速化するため、免震構造を採用します。

・構造種別は免震装置より上部を鉄骨造、下部を鉄筋コンクリート造とします。鉄骨造による建物軽量化により、免
  震装置のコンパクト化や基礎躯体にかかる荷重負担を軽減し、コスト抑制を図ります。

・架構形式は東西方向（Ｘ方向）も南北方向（Ｙ方向）も純ラーメンを基本とし、必要に応じてブレースや間柱を設
  けて剛性を高めます。ロングスパン化により、 議場 ・ 委員会室の無柱空間とフレキシブルな事務室空間を実現しま
  す。

・鉄骨造で長い免震周期を実現可能な免震装置である球面すべり支承  
  を採用し、 要求水準の免震周期５秒以上を確保します。 震度７クラ
  スの大地震が繰り返しても、安定した免震効果を発揮します。
・鋼材ダンバーを併用することで建物が水平に揺れる際の変位や速度  
  に応じて減衰力を発揮し、地震のエネルギーを吸収します。

・地質調査結果から当該地盤は砂質土若しくは砂礫混じりの砂質土で支持力は有するが、震度 6 強を超える大地震　
  が発生した時、地盤の一部に液状化の可能性があることが解析されました。

・庁舎のような災害拠点施設においては、大地震が起きても建物の機能を損なわず業務継続を行う必要があるため、　　
  地盤改良による液状化対策を詳細設計で検討していきます。

・免震建築物として、免震部材が所定の機能を維持するために、異常の早期発見と適切な処置や対策が必要となりま
  す。
・点検の種類として、竣工時検査、定期点検 1、定期点検 2、応急点検、詳細点検、更新工事後点検があります。

・点検の結果、対策が必要な場合は、維持管理体制で協議するほか、必要に応じて専門家を交えて対策を施すことと
  なります。
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・	 照明器具は LED 器具を採用し省エネ化を図ります。

・	 照明器具は集中管理を行うことにより、消し忘れを防止し節電を図ります。

・	トイレ・書庫などは人感センサーによる制御とし、不使用時の消し忘れを防ぎます。

・	 変圧器は省エネ性に優れた油入変圧器（トップランナー変圧器 2014 対応モデル）を採用します。

・	 その他使用する機器、材料は効率機器を選定します。

1. 基本的考え方

■ 省エネルギーに配慮した電気設備計画

・	 電線ケーブルは、焼却時にダイオキシンを発生しないエコケーブルを使用します。

■ 環境に配慮した電気設備計画

・	 日常の保守メンテナンスが容易な設備計画とするとともに、将来の機器更新にも配慮した計画とします。

■ 維持管理に配慮した施設計画

・	 非常用発電機は災害時を考慮し、72 時間運転可能とします。（オイルタンクによる備蓄）

・	 災害時対応並びにピークカットとして太陽光発電システムを採用します。

■ 非常時機能維持計画

・	 受電方式　　　　　　　　　　1回線受電方式（業務用電力）

・	 電気方式　　　　　　　　　　三相 3 線　6600V　50Hz

・	 受変電設備　　　　　　　　　屋内型キュービクルを４階電気室に設置

・	 主遮断器　　　　　　　　　　DS+VCB（真空遮断器）　（電動操作）

・	 高効率変圧器（油入）　　　　　動力設備用　三相三線式　150kVA×1台

     (トップランナー 2014 対応モデル） 　  非常動力用　三相三線式　200kVA×1台　　　　　　　　　　　　　　     

　　　　　　　　　　　　　　     非常電灯用　スコット　　 200kVA×1台

・	 高圧コンデンサー、リアクトル（乾式）SC：53.2kvar×3 台、SR：3.19kvar×3 台

2. 計画概要

■ 受変電設備

    東北電力より業務用電力を高圧にて４階電気室屋内キュービクルへ引き込みます。

    引込柱より建屋までは埋設配管とします。

・	 発電方式　　　　　　　　屋外パッケージ型ディーゼル発電機（超低騒音型　75dB）

・	 発電機容量　　　　　　　高圧　三相 3 線 6.6kV　500kVA×1台

・	 燃料 / 熱費　　　　　　　軽油 /102.7[ L/h ]

・	 燃料備蓄　　　　　　　　72 時間対応（3日間）、燃料タンク7,000L（地下タンク）、

　　　　　　　　　　　　　  小出槽　（油庫 950L）、 102.7L/h×72ｈ＝7,394.4L ＜7,950L　　

・	 発電機負荷　　　　　　　消火ポンプ、EV、 給水ポンプ、照明・コンセントは100％、空調の一部

■ 非常用発電設備

    消防法に適合する非常電源と停電時、災害時に機能を維持するための自家発電設備を設置します。

    3日間（72 時間）運転可能な燃料を備蓄します。

■ 太陽光発電設備

    ピークカット及び災害時用として、屋上に太陽光パネルを設置します。また、発電量等の表示装置を１階

    エントランスホールに設置します。

■ 電力貯蔵設備
    受変電制御及び非常照明用としての蓄電池設備を設置します。

・	 直流電源装置　　　　　　　　50Ah　　サイリスタ方式

・	 MSE 長寿命形蓄電池

■ 幹線設備
    幹線系統と負荷ゾーニングが明確な配線を行います。

・	 幹線方式　　　　　　　　電灯幹線　　単相 3 線　200/100V　　　  動力幹線　　三相 3 線　200V

・	 配線方式　　　　　　　　ケーブルラック及び配管による配線

・	 WHM（電力量計）　　　 　個別計量が必要な箇所に設置 (ATM、売店等）

■ 動力設備

■ 電灯コンセント設備
・	 電気方式　　　　　　　　単相三線　100/200V

・	 電灯分電盤　　　　　　　原則として EPS に電灯分電盤を設置。分岐回路は JIS 協約型を使用

・	 照明器具　　　    　　　  各室の用途、機能に応じた器具選定及び明るさを設定します。

　　　　　　　　　　　　　  トイレ内洗面鏡に有機 EL 照明を設置します。

・	 照明制御　　　　 　　     トイレ、湯沸室、倉庫等は人感センサー制御を行います。

　　　　　　　　　　　　　  執務室は昼光センサーによる自動調光制御を行います。

　　　　　　　　　　　　　  議場はシーン設定が可能な調光制御を行います。

・	 スイッチ　　　　　　　    居室は個別スイッチ、共用部は集中リモコンとします。

・	 照度設定　　　　　　　   執務スペース、会議室等……600 ～ 750LX（机上面）

　　　　　　　　　　　　　  ホール等……300LX、　廊下、倉庫等……100 ～ 200LX

・	 非常照明・誘導灯　　　    非常照明：電源別置型非常照明

　　　　　　　　　　　　　  誘導灯：電源内蔵型誘導灯

　　　　　　　　　　　　　  階段：人感センサー付階段通路誘導灯

・	 コンセント　　　　　　     コンセントは必要に応じた負荷に対応できるように十分な個数と

　　　　　　　　　　　　　  回路数を計画します。
　　　　　　　　　　　　　  執務室等の OA フロア部は分岐ハーネス方式にて OA タップを設置

■ 雷保護設備

  落雷より建物を保護する避雷針及び棟上げ導体を設置とします。

   ・  保護レベル　　　　　　　Ⅱ

   ・  受雷部　　　  　　　　　 突針（JIS 中型）+ 水平導体

   ・  引下げ導線　　　　　　   建築構造体利用

   ・  接地　　　　  　　　　　 A 型接地極

   ・  雷サージ低減を図る SPD（避雷器）を各電灯分電盤・動力盤及び弱電設備機器に設けます。

・	 引込　　　　　　　　　　架空引込（引込柱以降は埋設管路）

　　　　　　　　　　　　　  MDF を３階ＰＢＸ室に設置し、各ゾーン毎に端子盤を設置します。                   

・	 ケーブル　　　　　　　   TKEV、BTIEV ケーブル

・	 モジュラージャック　     　6 極 4 芯モジュラージャックを設置

・	 工事区分　　　　　　　   本工事：建屋内配線、MDF、端子盤の設置、モジュラージャックの取付

　　　　　　　　　　　　　  インフラ工事は別途通信事業者工事とし、引込管路は本工事

　　　　　　　　　　　　　  電話交換機、電話機等の機器取付及び調整費は別途工事

■ 電話配管配線設備

    施設内線及び外線通話が可能な電話用配管配線を計画します。

    空調、衛生機器等への電源供給及び制御を行います。

９ 電気設備計画01
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・	 配線方式　　　　　　 ケーブル配線　　　　　　　　　　

・	 ケーブル　　　　　　  LAN ケーブル（CAT6a）

・	 工事区分　　　　　　 本工事：建屋内配線、LAN モジュラージャックの取付

　　　　　　　　　　　　インフラ工事は別途通信事業者工事とし、引込管路は本工事

　　　　　　　　　　　　別途工事：サーバー、HUB 等の機器取付呼び調整費

　　　　　　　　　　　　サーバーから各階の中継ラックまでの光ケーブルは通信事業者工事

■ 情報用配管設備

    構内ネットワークに接続可能な LAN 用配管配線を計画します。

・	 防災アンプ　　　　　  1階守衛室に設置

　　　　　　　　　　　　ラック型、アンプ容量 600W、プログラムタイマー、CD-BGM 等

・	 非常リモコン 　　　　  3 階電話交換室に設置　　　　　　　　　

・	 配線方式　　　　　　 ケーブル配線　

・	 放送系統　　　　　　 階別、居室系統、廊下系統、階段及びエレベーター

  ・  スピーカー　　　　　  埋込型、直付型、ホーン型を用途により選択し、設置 

　　　　　　　　　　　　必要居室にはアッテネータを設置

・	 カットリレー　　　　   会議室、議場等 AV 機器を使用する部屋に AV 用カットリレーを設置

■ 非常放送設備
    日常の案内、BGM などの業務放送が可能な非常放送設備を設置します。

■ テレビ共聴設備

    地上波デジタルを視聴可能なシステムを構築します。

    屋上に設置したテレビアンテナで電波を受信し、各テレビ端子まで分配します。

・	 受信アンテナ　　　　  UHF（地上波デジタル）

・	 配線方式　　　　　　 分岐分配方式、ケーブル配線　　　　　　　　　　　

・	 テレビ端子　　　　　  直列ユニット（２端子型）

　　　　　　　　　　　　各執務室、待合ロビー、各会議室、守衛室、議会事務局、委員会室等

■ 誘導支援設備
（1）インターホン設備
    夜間受付用としてカメラ付きインターホンを設置します。

・	 親機　　　　　　　　 カラーモニター付ハンズフリー型　 1階守衛室に設置
・	 子機　　　　　　　　 1階通用口（風除室）脇にカメラ付き子機を計１箇所設置。

（2）トイレ呼出設備

    多目的トイレに緊急呼出釦を設置します。

・	 親機　　　　　　　　 壁掛型表示器を1階守衛室に設置。　　　　　　　　　　
・	 子機　　　　　　　　 呼出釦、復旧ボタン、表示灯を１階２箇所、２階１箇所、３階１箇所、4 階 1箇所設置。

■ 監視カメラ設備

    内外の共用部に防犯監視を目的とした監視カメラを設置します。

・	 監視場所　　　　　　 各階通路、待合ロビー、外部出入口付近等

・	 カメラ　　　　　　　  ドーム型 LAN 用カラーカメラ、ハウジング一体型カメラ

・	 モニター　　　　　　  液晶カラーモニター（守衛室に設置）

・	 録画装置　　　　　　 ハードディスク型レコーダー（１か月の録画可能な容量を選定）

■ 電気時計設備

    館内の必要諸室に電気時計を設置します。

・	 親時計　　　　　 　　年間プログラムタイマー付水晶親時計（1階守衛室に設置）

■ 防犯設備

    ３階秘書室及び１・２階相談室に防犯用押し釦を設置し、守衛室に防犯受信機を設置します。

■ 機械警備配管設備

    機械警備設備に必要な配管及びボックスを設置します。

・	 配管　　　　　　　　 （PF22）空配管

・	 ボックス　　　　 　　 装置、センサー設置部分

■ 自動火災報知設備
    消防法に準拠し、火災時に早期対応が可能な自動火災報知設備を設置します。

・	 受信機　　　　　　　 GR 型受信機を1階守衛室に設置

・	 感知器　　　　　 　　自動試験機能付煙感知器主体に設置 

■ 融雪設備

    建物屋上外周部には、融雪設備（笠木ヒーター）を設置します。発電機周囲に融雪マットを設置します。

■ 空配管設備

    防災無線、デジタルサイネージ等の空配管を行います。

■ 電気自動車急速充電移設
    既設電気自動車用急速充電設備を新庁舎側に移設します。

■ 既設消防庁舎、Ｂ棟への幹線盛替設備
    既設各棟へ新庁舎より幹線（電力、通信）の盛替えを行います。

９ 電気設備計画02
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2. 計画概要

■ 熱源設備

■ 空調設備

■ 換気設備

■ 暖房設備

■ 融雪設備

■ 中央監視・自動制御設備

・ 館内の大空間（執務室・エントランスホール・議場等）には外気負荷処理として「中央熱源方式 + 外調機」を採用し、
建物負荷には個別空調で対応します。

・ 利用者のニーズによって細かな運転制御が必要な小部屋と会議室には「個別空調方式」+「全熱交換機」を採用
します。

・ 室用途、使用時間、利用形態に伴う室内の熱負荷特性、室内負荷の偏在、建築空間の特異性、空調発停および設
定の自由度の確保などに配慮した計画とします。

・ 空調方式はライフサイクルコストが安価となるガスエンジンヒートポンプ（ＧＨＰ）方式を主体とします。

・ 執務室エリア・会議室・議会エリアにはＧＨＰの電源自立型空調を採用し、ガスが供給されている間は停電時でも
空調運転を可能としてます。

・ 温湿度、臭気、塵埃などを対象として、換気設備を設置します。

・ シックハウス対策として、全ての居室は 24 時間換気（0.3 回 / ｈ以上）が義務付けられています。外調機・全熱
交換機等の換気設備を夜間も運転することで、24 時間換気設備を兼用します。

・ 外調機を用いない居室は、全熱交換機を採用して、冷暖房の排熱回収を行い、省エネ性に配慮した計画とします。

　【自然通風】

・ 外部の涼風を効果的に、室内に取り込むため、エコボイドを利用した自然通風の仕組みを作り、建物の空調換気の　
エネルギーの削減を図ります。

・ 冷房時期に夜間の冷やされた空気を効果的に取り込み、翌朝の冷房エネルギー使用量を低減させる

　”夜間通風（ナイトパージ）“の仕組みをつくります。

　【クール・ヒートトレンチ】

・ 外気より夏は冷たく、冬は暖かい免震ピットに、換気ファンで空気を送り、地盤熱を利用して空気を予熱・予冷す
るクール・ヒートトレンチを導入します。

・ トイレ・消火ポンプ室・ろ過機械室等に電気式のパネルヒーターを設置します。

・ 窓面が大きいペリメーターエリアにはコールドドラフト・結露防止用にペリメーターヒーターを設置します。

・  井水を利用して無散水融雪を行います。使用した井水は地下に還流します。　

・  省力化、省エネルギー化、安全性の確保、快適環境の実現を目的とし、空調設備・衛生設備・電気設備等の各所
   機器の総合的、効率的な管理、監視、制御を行います。

・ 維持管理を容易にするため、メーカー制約を受けないオープンシステムの中央監視盤（デスクトップ型）を守衛室
に設置し集中管理します。

■ 給水設備

■ 給湯設備

■ 排水通気設備

■ 衛生器具設備

■ ガス設備

■ 消火設備

■ さく井設備

■ 雨水利用設備

• 上水（市水）、雑用水（雨水・市水）の２つの給水源を有効に利用した計画とします。

• 上水系統受水槽（2 槽式・ＳＵＳ製　緊急遮断弁付　有効容量 11.0㎥）は１階受水槽室に設置し、雑用水
系統受水槽（有効容量 51.0㎥）は免震ピットの外部の躯体を水槽に利用します。両系統とも加圧給水方式
により供給します。

• 災害時のインフラ途絶時を想定して、4 日分の給水量の確保を想定します。

• 給湯室など、比較的少量の給湯が必要な箇所は、飲雑兼用貯湯式電気温水器から給湯します。

• トイレの洗面器は貯湯式電気温水器から給湯します。

• 比較的継続して給湯が必要となるシャワー系統には、LP ガスを利用したガス瞬間湯沸器から給湯します。

• 建物内は汚雑排水・機械排水・雨水系統による分流とし、建物外は汚水・雨水分流とします。

• 汚雑排水は自然放流を基本とします。

• 災害時に公共下水道が断絶した場合でも排水機能を維持するために、“災害時汚水貯留槽”を設置します。

• 災害時汚水貯留槽（有効容量 87.0㎥）は免震ピット外部に 7 日間の汚水を貯留可能とします。

• 清潔感に優れた節水型衛生器具を選定します。

• 空調熱源、ガス瞬間湯沸器用として、地上式 2,900kg バルク貯槽を 2 基設置し系統を分けて供給します。

• 1 週間分の容量を確保し、災害時の対応として災害時対応バルクシステムとします。

  消防法施行令別表第 1 の 15 項の「その他事業所」に該当するため、消防法及び所轄消防指導に準拠した

  消火設備を設置します。

• 消火器：全館

• 屋内消火栓設備：全館

• 不活性ガス消火設備：サーバー室（パッケージ型）

• 屋内消火栓用水槽：5.2㎥（免震ピット内に設置）

• 移動式粉末消火器：屋上（GHP 室外機用）

• 既設井戸を再利用しポンプ（口径 50 Ａ）を更新し、地下水を揚水します。

• 還元井戸を新規に１本掘り、融雪設備で利用した井水を還元井戸に戻します。

• 揚水した地下水は、融雪設備および渇水時や非常時の断水時に雑用水の水源として利用します。

• 庁舎屋上に降った雨を雨水槽へ集水し、雑用水として利用します。

• 雑用水源として利用する雨水中のゴミ・汚れ等を除去するため、ろ過滅菌設備を設置します。

• ろ過能力 は 6㎥ /h とし、雑用水１日の必要水量を 5 時間で処理し、雨水貯留槽は有効容量 30㎥とします。

1. 基本的考え方

・ 夏冬の寒暖の差が大きく、寒冷地、多雪という米沢市の気候条件を踏まえ、快適な温熱環境、空気環境を実現する。

・ 部屋用途、使用時間等を考慮した空調・換気ゾーニングを実現する。

・ 災害時の活動拠点施設となるため、水や燃料の備蓄を含め、必要な機能維持性を実現する。

１０ 機械設備計画



米沢市新庁舎建設事業 13
基本設計説明書

１１ 防災計画

1. 基本的考え方

・災害発生時、市民の生活を守る防災拠点としての機能を維持できる庁舎とします。

①災害（地震・水害・台風・火災等）に強い建築計画

②災害時に機能を維持・継続できる設備計画

③災害時に迅速な活動が可能となる機能の整備

 

 

北広島市新庁舎建設基本設計 概要版 

ＢＣＰ計画（非常時機能持続計画） 10 

 

 

 地震時の被害の防止対策メニュー 分野 対策内容 

耐震性の強化 全般 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準により、構造体はⅠ類（重要度係数 1.5 倍）、建築非構造部材は A 類、建築設備は甲類とする。 

天井の落下防止 建築 
天井が落ちない様、天井下地（LGS ハンガー、クリップ）を補強する。 

天井と壁にクリアランス（隙間）を設けた「エキスパンジョイント」を採用する。 

照明器具、空調機の落下防止 電気・空調 照明器具、空調フェースはワイヤー等で天井下地と結び、落下を防止する。 

空調機の落下防止 空調 
天井内空調は吊りボルトを短くし、空調機の振動を抑える。 

吊りボルトが 1ｍ以上の場合は、耐震振れ止めを設置する。 

配管・ダクトの落下防止 空調・衛生 建築設備耐震設計・施工指針に従う。 

物の壁・床からの転倒防止 電気・空調・衛生 床置き機器、家具、什器は設計水平震度に応じたアンカーで固定する。 

サッシ層間変位・ガラスの破損対策 建築 サッシ形状は適切な層間変位を確保する。 

重要設備機器に対する対策 建築 免震構造を採用する。 

   

地震発生後からの運用時の対策メニュー 分野 対策内容 

電気の確保 電気 

停電時、自家発電設備が自動起動により稼働する。 

自家発電設備の燃料は、オイルタンクから供給する。備蓄量は、3 日間分を確保する。 

太陽光パネル 10ｋＷ 

給水の確保 衛生 
飲用水：緊急遮断弁付受水槽を利用する（災害時のインフラ途絶時を想定して、4 日分の給水量の確保）。 

雑用水：トイレ洗浄水として利用する（4 日分の確保）。 

汚水の排水 衛生 地下ピットに汚水貯留槽を設置する（7 日分の確保）。 

エレベーター災害時対応 エレベーター 災害後のエレベーターは自家発電により運転を可能とする。 

排煙 建築 自然排煙できるサッシ構造とする。 

   

地震以外の災害の対策メニュー 分野 対策内容 

水害・浸水対策 建築 
非常用発電機等の重要設備は最上階に設置する。 

1F レベルを周辺地盤レベルから 50cm 上げる。 

台風対策 建築 ガラスの耐風性能を確保する。 

火災対策 建築 避難階段は、分散配置し、安全な 2 方向避難経路を確保できる計画とする。 

雪害対策 建築・電気・機械 

除雪しやすいように車路を東西軸に配置した駐車場配置とする。 

雪庇対策として建物屋上外周部には、融雪設備（笠木ヒーター）を設置する。 

建物外周部通路は融雪設備を設置する。 
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１２ 省エネルギー計画

免震層を利用したクール・ヒートトレンチ

雨水利用

庇（小間屋）

エコボイドによる自然採光

高断熱ガラス

外壁の高断熱化

自然換気

エコボイド エコボイド

エコボイドによる
自然換気・ナイトパージ

太陽光発電屋根の高断熱化
高効率変圧器
全熱交換器

エレベータのインバータ制御
全館ＬＥＤ照明
照明スイッチの細分化
自動照明制御

自然換気・ナイトパージ

■ 外部負荷の抑制

■ 再生可能エネルギーの利用

■ 高効率システムの採用

・外壁・屋根の高断熱化、断熱サッシ、高性能ガラスの採用、庇（小間屋）の設置により、外部からの負荷を最小限に抑える計画とします。

・屋上に10ｋＷの太陽光パネルを設置します。

・雨水槽を設け、雨水を利用します。

・地盤熱を利用して空気を予熱・予冷するクール・ヒートトレンチを導入します。

・自然採光・自然換気を積極的に行うとともに、エコボイドを利用したナイトパージを行います。

・全館ＬＥＤ照明、照明スイッチの細分化、自動照明制御、人感センサーの採用により、経済的かつ効率的な照明計画とします。

1. 基本的考え方
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１３ バリアフリー計画 １４ サイン計画

1. 基本的考え方

・ユニバーサルデザインの考え方に基づき、車いす利用者やベビーカー・シルバーカーの利用者など、すべての人
がわかりやすく利用しやすい施設を目指します。

1. 基本的考え方

・来庁者にわかりやすく、快適に施設を利用できる計画とします。

・庁舎全体のサイン形状、色彩、書体、マーク等について統一感のあるデザインを用います。

・米沢らしさを持たせたデザインとし、市民にとって親しみと愛着の持てる計画を行います。

2. サインの表示・誘導

・色・アルファベット・数字を使用し、外国人や色覚異常の方、高齢の方にもわかりやすいサイン表示とします。

・不特定多数の方が利用する市民エリアのサインはフロア別にテーマカラーを設定します。視認しやすい鮮やか
  なテーマカラーをたどることによって、スムースに導くサイン計画としていきます。

2. 動線計画

①屋内

・1階の各エントランスはフラットにアクセス可能な計画とします。

・各階は、原則として段差の無いフラットな床とします。

・正面玄関からわかりやすい位置に階段・エレベーターを配置します。

②屋外

・駐車場や歩道はフラットにアクセス可能な計画とします。

・歩車分離を原則とし、歩行者と自動車の交錯は極力避ける計画とします。

3. 安全性への配慮

・多数の利用が想定される東側通路、南側通路・待合ロビー通路幅は1.8 ｍ以上とします。

・多数の利用が想定される東側のＡ階段は幅140ｃｍ以上、けあげ 16ｃｍ以下、踏面 30ｃｍ以上とします。

・避難階となる1階には、出入口以外にも外部へ出ることのできる扉を設置します。

4. 駐車場計画

・車いす利用者等用駐車場を1階出入口近傍に設置します。

・車いす利用者等用駐車場には庇を設け、駐車場から建物入口までスムーズな移動経路を確保します。

5. エレベーター計画

・全ての方が利用できるよう下記の項目を整備します。

・手すり　・鏡　・車いす利用者用操作盤　・点字名板　・音声アナウンス装置　・車いす対応だけでなく、ストレッ
チャーにも対応できるエレベーターを配置します。

6.トイレ計画

・各階には一般トイレのほか、車いす利用者等が利用しやすい多目的便所（オストメイト対応）を設置します。

7. 開かれた議会に相応しいバリアフリーな環境整備

・傍聴席（中 4 階）にもエレベーターを停止させ、車いす利用者が容易にアクセスできる計画とします。

・車いす利用者が段差なしで傍聴できるスペースを設置します。

8. 誰でも利用しやすい窓口カウンター

・窓口にはハイカウンターとローカウンターを設け、利用目的に適したカウンターを配置します。

9. その他

・「バリアフリー新法　建築物移動等円滑化基準」「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」に基づき、誰もが使　　
  いやすい施設を計画します。

3. 使用書体

4. ピクトグラム（絵文字）

5. 米沢らしさがあり愛着をもてるサイン

・色・アルファベット・数字を使用し、外国人や色覚異常の方、高齢の方にもわかりやすい書体とします。

・直感的に情報を理解するうえで有効かつ、子供や外国人など文字を理解しにくい方にとっても有効なピクトグ
  ラムを使用します。

・建築・インテリアデザインを考慮し、空間と調和したピクトグラムを使用します。

・各課の窓口仕切板に米織を使用し、米沢らしさがあり愛着を持てる計画とします。

・フロア毎に統一されたテーマカラーを取り入れながら各課ごとに柄を変える等の工夫を施し、米沢らしさと伝統
  を継承し愛着あるわかりやすいサインとします。

6. だれにも優しいサインデザイン

・高齢者の視界黄変化に配慮し、明度差の大きな配色計画とします。また、寒色系の併用、白と黄色の組合せを
  避けた計画とします。

・誰もが見やすい位置にサインを設置します。

・近距離で視認するサインについては、立位の人及び車いす利用者両者の視点の中間となる高さに設置します。

・エレベーター、階段手すり、案内板など点字による誘導を行います。

・誘導ブロックについては、わかりやすい単純な誘導となるよう配慮します。

・サインの重要度や目的を考慮したサインデザインとします。また、外国人の利用者を想定し、適切に多言語併
  記を行います。
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１５ 概算事業費

項　目　

■概算事業費（平成３１年度当初時点）

基本計画

（億円）

基本設計

（億円）

建設工事費
（設計・施工　ＤＢ発注分）

外構工事費
（広場、駐車場、樹木移植等）

現庁舎解体工事費

附帯工事費

（防災、情報通信等）

備品整備

その他

（各種申請、事務費等）

予備費

（事業調整額）

54.3　

  1.6　

  5.0　

  1.9　

  2.6

  3.0

  0.5　

  2.1

43.5(46.7)

  1.6

  5.0

  1.7　

  4.4　

  3.0

  1.2

10.6(7.4)

合　計　 71.0 71.0

※1

※1　平成 31年度当初時点の概算額であり、各項目の金額は詳細設計の進捗に応じ
        変動します。また、基本設計と並行して進めた地質調査の結果を受け、地盤改
        良工事の増工を予定しています。
※２　現工事請負代金額。（　）内は、地盤改良工事を含んだ金額。

※ 3　石綿（アスベスト）含有量や産廃処理費用により変動します。

事業管理支援業務
（ＣＭ業務）

※ 2

※ 3




