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 近隣と病院にやさしく調和する、「コミュニケーション日本一、緑の丘の庁舎」

1 基本方針

常滑市 新庁舎建設基本設計（案）

1-01 コンセプト

■近隣と病院にやさしく調和する、低層の「緑の丘の庁舎」 ■１フロアにまとまる市⺠窓⼝で「コミュニケーション 
 日本一」の庁舎

■快適な省エネ・病院と連携する BCP・地震に強い庁舎■ロータリーを活かして、庁舎・駐⾞場・病院を接続

・現状のロータリーを活かしながら、⼈と⾞のメイン動     
 線を分離した安全な計画とします。
・庁舎の市⺠窓⼝（2階)、病院玄関(1階)と⽴体駐⾞場
（2階）とを同じレベルにし、プラザでつなぎます。
・⻄側の主進⼊⼝を変えず、周辺の交通の安全性を守り
 ます。

・病院の療養環境や眺望を守り、近隣への圧迫感に配慮 
 した、４階建て低層の「緑の丘の庁舎」とします。
・庁舎の外観デザインは、現在の緑豊かなランドスケー
 プや特徴的なロータリー、病院との調和を⼤切にしま
 す。

・市⺠サービスを向上させるためには、各課の連携が重
 要です。そのために各課が一つにまとまり、互いに⾒
 通しが良く連携しやすい、⼤部屋の事務室とします。

・イニシャル・ランニングコストを抑えるため、効率
 の⾼い省エネ技術により一次エネルギーとライフサ
 イクルコストの低減を目指します。
・庁舎と病院が隣接することにより想定外のリスクに
 備え、危機管理センターとしての機能を果たします。
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２ 建築計画

2-01 計画概要・事業スケジュール

■計画地概要
 工事   名称 常滑市新庁舎建設工事
 建築   主 常滑市
 所在地  愛知県常滑市⾶香台3丁目地内（市⺠病院敷地） 
 都市  計画区域等 都市計画区域
 防火   地域 指定なし
 用途   地域 第１種住居地域（準住居地域に用途変更⼿続き中）
 敷地   面積 約11,500㎡（病院敷地の東部分）
 

■建物概要
 建物   用途 事務所 

 工事   種目 新築
 建築   面積  3,500㎡
 延べ面積  10,400㎡  

   駐⾞台数 建屋              3台
               ⽴駐     約450台
 階数  地上４階
 ⾼さ  基準地盤面(SGL) SGL=TP +25.0m
  1  階床⾼ 1FL=SGL+０.0m(TP+25.0m)
   軒⾼ 17.60m(SGL+17.60m,TP+42.60m)
  最⾼部  ⾼さ SGL+17.8m(TP+42.80m)
 構造  構造種別 S造 基礎免震構造
  基礎地業 杭
   

市⺠病院

常滑市 新庁舎建設基本設計（案）

新庁舎

増築
⽴駐

付近⾒取図 1/3000
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２ 建築計画

2-02 配置計画

 敷地の進⼊⼝及び進⼊方法
■庁舎エリアを拡げるように病院職員通用⼝を東側に移動します

・庁舎のエリアを確保するために、T 字路との離隔距離を取りながら、病院
 職員通用⼝（北進⼊⼝）を東側に移動します。
・北進⼊⼝は左折in左折outを徹底するために職員と公用⾞専用とし、ベイ
 シア側交差点の交通量を緩和させます。

 建物へのアクセスや⼊⼝の位置
■現状のロータリーを活かしながら、⼈と⾞のメイン動線を分離し
 た安全な計画とします
・⽴体駐⾞場に沿ってプラザを設け、病院 （1 階・⾞寄せ・バス停）と同
 じレベルに庁舎の玄関（2 階）を設けます。
・⻄進⼊⼝から駐⾞場へ向かう⾞動線を現状のロータリーと別途設け、歩
 ⾏者デッキとレベルを分け、メイン動線の歩⾞分離を⾏います。また、
 これによりロータリーの交通量を抑えます。
・ロータリーを現状のまま活かすことで、庁舎の工事中も病院へのアクセ
 スを維持します。
・庁舎と駐⾞場を段差やスロープなしで接続できるよう、「連坦建築物設
 計制度」を活用を検討します。

 公共交通機関（知多バス・市北部バス）のアプローチ
■バス停は現状の位置とし、庁舎・病院両方にアプローチしやすい
 計画とします

・バス停は現状の病院庇位置に設け、バスは⻄進⼊⼝からロータリーを経
 てアプローチします。バス停からは庁舎や病院の玄関がひと目で分かる 
 計画とします。

 駐⾞場計画（病院利用者・職員との利用の関係）
■駐⾞場は、利用者の利便性を向上する集中配置とします

・既存⽴体駐⾞場のすぐ東側へ⽴体駐⾞場（３層４段）を増築し、来庁
 者および職員用の駐⾞場とします。
・思いやり駐⾞場は新庁舎１階玄関付近へ設けます。
・公用⾞駐⾞場は、屋外駐⾞場とし、東側⾞路に沿って集約配置します。
・増築⽴体駐⾞場と庁舎２階玄関を結ぶ、庁舎の玄関と風除室を兼ねた
 歩⾏者用ブリッジを設けます。

敷地条件（⾼低差や風の影響など）
■庁舎の市⺠窓⼝（2 階 )と病院玄関 (1 階 ) を同じレベルにします
・敷地の⾼低差を利用して、2 階を市⺠窓⼝とし、病院 1 階と同じレベルにします。
・1 階に⾞寄せと玄関を設けます。
・玄関は強い北⻄風を避ける南向きとします。

庁舎２Fレベル 配置図 1/1600

庁舎１Fレベル 配置図 1/1600
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２ 建築計画

2-03 建物構成・動線計画

■市⺠サービスと事務効率を向上する、
 ２階の⼤部屋執務スペース

・市⺠の利用頻度が⾼い窓⼝を玄関正面側（ロータリー側）に、専門
 性の⾼い建設部などの窓⼝を北側に配置します。
・プライバシー性の⾼い福祉系の窓⼝は⻄側に配置し、相談室を設け
 ます。
・市⺠サービスを向上させるためには、各課の連携が重要です。
 そのために各課が一つにまとまり、互いに⾒通しが良く連携しやす
 い、⼤部屋の事務室とします。
・窓⼝業務は⼤部屋の周辺に、方針決定を⾏う幹部席は中央ゾーンに
 まとめ、外廊下式のプランにより、各課の連携を図りやすくします。
 打合せスペースや低書架・コピー機などのオフィスサポートスペー
 スは、中央ゾーンに集約共用化することで、職員の働きやすさを⾼
 めます。

■縦動線の計画（エレベータ・階段）
・動線上に必要な階段・エレベータ(EV)を設けます。
・１階会議室の利用者、2階と3階窓⼝の利用者、３階議場へ⾏く傍聴
 者などの一般来庁者は、主に⽴体駐⾞場から来庁するため、玄関付近
 へ１~３階までの階段・EV１を設けます。
・１階の思いやり駐⾞場から２階と3階窓⼝へのアクセスはEV１で対応
 します。
・３階市⻑エリアへの訪問客は、１階の⾞寄せからEV１を利用します。
・EV２は市⺠交流ゾーンと２階窓⼝、議場をつなぎます。
・４階議会エリアへはEV３を利用します。
・EV３は搬⼊・搬出にも兼用し、１階に搬⼊⾞両の寄付き可能なス
 ペースを設けます。

・1 階に会議室を集中配置し、各課共用とすることで稼働率を向上し、
 効率化を図ります。

■使用勝⼿や時間帯により、共用しやすい１階の会議室

・職員の昼⾷など休憩スペースや、更⾐室・書庫・倉庫などの諸室は、
 来庁者から⾒えない１階に集中配置し、2・３ 階の執務エリアと内部
 階段で結びます。

■職員のプライバシーやセキュリティに配慮した１階の後方諸室

・議場は３階に配置し、２層吹き抜けの開放的な空間とします。
・正副議⻑室、会派室など議会関連の諸室は４階に集約し、独⽴性を持
 たせます。
・議場のマイク配線はコードレス方式とします。

■傍聴者の動線から独⽴した４階の議会エリア

１階平面図 1/1200

２階平面図 1/1200

３階平面図 1/1200

４階平面図 1/1200

南北断面図 1/600
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２ 建築計画

2-04 環境計画 2-05 BCP計画※

■負荷の抑制
・断熱性の⾼いガラス（Low-e複層ガラス）の採用、⾼断熱化に
 より建物に侵⼊する負荷の低減を図ります。
・水平庇やルーバー等により、方位に応じた日射遮へいを⾏いま
 す。

■自然エネルギーの有効活用
・中央に吹抜を持つ空間構成を活用し、安定した風の流れを生み
 出す「風の道」を作ることで自然換気を⾏います。空調の使用
 期間を削減し、空調のない時期の室内環境の向上を図ります。
・吹抜け上部のハイサイドライト・トップライトからの自然光利
 用を⾏います。

■⾼効率設備システムの構築
・室の形状や利用時間に配慮した電気/ガス併用の熱源空調方式
 により、ライフサイクルコストの低減を図ります。
・⼤部屋執務室は居住域を効率的に空調する床吹出空調とします。
・外気冷房、CO2制御、全熱交換器により外気負荷を低減します。
・LEDを全館に採用し、⼈感センサ・明るさセンサにより適切な
 照明制御を⾏います。
・節水型器具や井⼾水利用により、水の省資源化を図ります。

 災害時の計画 ・ ライフラインの維持
■庁舎と病院が隣接するメリットを最⼤限に活かします

・それぞれで適切な災害対応を持つ庁舎と病院について、設備 
 の相互監視を⾏うことで、想定外への備えを持つ万全のリスク
 対応を可能とします。
・有事の際に、病院への救急⾞両動線を守れるように、ロータ
 リーと⽴駐への庁舎前動線とを明確に分離可能にします。

■危機管理センターに早変わりする庁舎とします
・防災関連を管轄する安全協働課と幹部会議室を連携しやすい
 配置とし、有事の際に災害対策本部となるように備えます。
・1階の会議室を支援部隊の控室などに活用するなど、危機管
 理センターへ早変わりできる計画とします。
・1階会議室や⽴体駐⾞場で、市⺠や病院への支援物資等の受
 け⼊れも可能とします。

■インフラ途絶に対する適切な備蓄を⾏います。
・インフラの途絶を想定して、機能継続を⾏う上でのバック
 アップ対策を講じます。
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※BCP（事業継続計画）
災害や事故などの予期せぬリスクに対し、「⼈命保護」と「事業の継続性」を図
るための計画。



３ 構造計画

３-01 構造概要、耐震グレード

■ 構造概要

 構造種別 鉄骨造、ブレース付きラーメン構造
 構造形式 基礎免震構造
 基礎形式 杭基礎

■ 耐震グレード
 
 ・建設地において、南海トラフの巨⼤地震が発生した場合や直近の加木屋断層帯において
  地震が発生した場合、最⼤震度6強程度の震度が予想されています。

 ・このような⼤地震の際にも、防災拠点としての機能を維持させるため、耐震グレードは
  隣接する常滑市⺠病院と同等の「免震上級」とします。これは、官庁建物のⅠ類に相当
  するグレードとなります。

 ・本敷地は、平成28年６月に告⽰化された「超⾼層建物等における南海トラフ沿いの巨⼤
  地震による⻑周期地震動」の対象地域（CH2に該当）するため、⻑周期地震動に対して
  も安全性の検討を⾏います。

南海トラフの巨⼤地震による震度分布
(H24.8.29 内閣府発表資料より)

⻑周期地震動の検討が必要な範囲
（中京地区）

３-02 設計荷重の設定

■ 積載荷重

 積載荷重は、建築基準法に定められた値をもとに以下の通り設定します。
 実施設計の中で必要に応じ荷重を再設定し、適切な荷重設定を⾏います。

積載荷重表（単位︓N/m2）

３-03 地盤調査結果の概要

■ 地盤概要

 ・地盤調査結果より、計画地における建物の支持地盤は、地表面-15m以深に分布する常滑塁層
  （Tc1）が妥当であると考えられます。

 ・ボーリングによる無水彫りでは孔内水位は確認されず、計画地は丘陵地上に位置している
  ことから地下水位はかなり深い深度であると考えられます。また、過去の履歴からも液状化
  の発生記録がないことから、⼤地震時に液状化の発生する可能性は極めて低いと考えられます。

地層断面図（赤線が想定支持深さ）
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耐震種別と耐震性能グレード
（JSCA性能設計パンフレットより抜粋）

※官庁建物のⅠ類に
 相当するグレード

※

今回設定するグレード



４ 電気設備計画

基本コンセプト
■災害時の機能維持
 災害時でも建物の機能を維持できるよう重要設備を上階に設置する計画とします。
 発電機運転時間を3日間（72時間）とし、災害時における復旧までの電⼒供給を
 可能とします。

■環境にやさしい庁舎
 省資源化や省エネルギー化に配慮し、⾼効率で⻑寿命な設備機器を選定します。

■設備管理の統合
 病院と設備管理を一元化し、効率的な施設運用・省⼈化が⾏える計画とします。

4-01 電源設備
■ 受変電設備
 ・電⼒会社より⾼圧6.6kV1回線にて、3階電気室の受変電設備まで電⼒を引き込みます。

■ 発電機設備
 ・商用電源の停電時に法定の防災機能及び新庁舎の主要な業務機能を維持するために
  非常用発電機設備を設けます。
 ・原動機は冷却水を循環させるラジエータ式ディーゼル発電機とします。
 ・発電機の燃料は調達や融通を考え、病院と同じ重油とし、運転時間は広域災害の復旧
  時間に配慮して72時間とします。

■ 直流電源設備
 ・商用電源停電時に非常照明への電源供給及び受変電設備操作のために直流電源設備を設
      けます。

4-02 電⼒設備
■ 幹線・動⼒設備
 ・受変電設備より、各階の分電盤・動⼒制御盤等に電源を供給します。配線方法はケー
  ブルラックを主体とし、配線材料はケーブル主体とします。

■ 雷保護設備
 ・建築基準法に基づき、外部雷保護（避雷針）設備及び内部雷保護（避雷器）を設けます。

■ コンセント設備
 ・各種事務機器・通信機器の電源、及び保守・清掃用として適宜コンセントを配置します。

■ 照明設備
 ・照明器具は全館LEDとし、⾼効率器具の採用を⾏います。

電⼒系統図
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発電機電源対象

▶防災設備

消火・排煙設備、非常照明・誘導灯設備
自火報設備、非常放送設備

▶執務室

照明の1/3・重要機器コンセント

▶その他

トイレ自動洗浄、エレベーター
給水・排水ポンプ

分電盤／動力盤
発電機電源有り

1F

2F

3F

4F

発電機（屋上）

電気室

電力会社
商用電力

凡例

電源送電

▶通信機器

サーバー、電話交換機、テレビ増幅器
中央監視・監視カメラ、入室管理



４ 電気設備計画

■ 情報配管配線設備
 ・サーバー室から各階EPSまで配線が敷設できるようケーブルラック・配管を敷設します。

■ 防災無線配管配線設備
 ・広域災害時等の通信⼿段確保のために防災無線システムに対応します。
 ・パラボラアンテナ等の設置スペースを屋上に確保し、必要箇所までのケーブルラック・
  配管・配線を敷設します。

4-03 通信設備
■ 電話設備
 ・３階通信機械室に電話交換機を設置し、電源を確保した上で通信回線用ケーブル
  ラック・配管・配線・電話機を敷設します。

■ 非常放送設備
 ・1階中央監視室に非常・業務兼用放送アンプを設置し、非常放送の他、呼出放送・
  チャイム・BGMを全館に放送できるシステムとします。

■ 議場設備
 ・議場には音響設備、映像設備を設置します。
 ・音響設備は、ワイヤレスマイクを採用します。

■ 出退表⽰設備
 ・議員の出退を表⽰する設備を設置します。

■ 障がい者対応設備
 ・聴覚障がい者対応として、誘導灯を点滅式とし、カウンター型磁気ループシステム
 （備品対応）、議場傍聴席用ループアンテナを設置します。
 ・視覚障がい者対応として白杖使用者向け音声誘導システム、番号案内にバリアフ
  リースピーカーを設置します。

■ 監視カメラ設備
 ・外部⼊⼝及び２階執務室窓⼝等に監視カメラを設置し、1階中央監視内モニタで監視
  ができるシステムとします。

■ ⼊室管理設備
 ・⼊室管理は非接触型カードリーダを設置し、1階中央監視室にて監視できるシス
  テムとします。

■ 自動火災報知設備
 ・１階中央監視室に受信機を設け、全館の防災管理を⾏います。
 ・病院の総合操作盤に火災移報を⾏い、監視を共有します。

■ テレビ共同受信設備
 ・ケーブルテレビの受信が可能な設備とすると共に、災害時に備え、屋上にアンテナ
  （地上波デジタル、BS、CS、FM、AM ）を設置し、各所に送信します。

■ インターホン設備
 ・インターホンを、２階⼊⼝用（ハートビル法対応）、休日・夜間通用⼝に設け、
  1階中央監視室との通話及び総合窓⼝の相互連絡を⾏います。
   

■ 受付番号案内表⽰設備
 ・2階市⺠窓⼝課に番号案内表⽰設備を設置し、情報表⽰可能なモニターを設置します。

■ トイレ呼出表⽰設備
 ・多目的トイレと２階⼊⼝のトイレにはトイレ呼出ボタンを設置し、トイレ⼊⼝に
  ブザーを設置すると共に、1階中央監視室内のトイレ呼出表⽰器にて常時監視を可
  能とします。

■ 電波時計設備
 ・執務室等に電波時計を設置します。

議場システム図（例）
■ 映像音響設備
 ・1階⼤会議室及び協議会室には音響設備、映像設備を設置します。
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5-01 熱源設備計画
■室の形状や利用時間等に配慮して、中央熱源方式と個別空調方式の併用方式とします。
 ・中央熱源方式は、信頼性の⾼い中圧ガスBを利用したガス焚冷温水機およびマイクロコージェネからの
  排熱利用を可能とする排熱投⼊型冷温水機により、夏は冷水・冬は温水を空調機に供給します。
 ・個別空調方式は電気式（EHP）・ガス式（GHP）の併用とし、間⽋運転となる室は電⼒デマンドの抑制に
  配慮してGHP、その他室はEHPとし、室毎にON/OFFができる対応とします。
 ・電気室等の24h365日空調が必要な室は、電気式の単独パッケージ空調方式とします。

５ 空調設備計画

基本コンセプト

■庁舎内の負荷特性に適した熱源・空調システム
 ・室の形状／利用時間／電⼒デマンド等に配慮した熱源・空調方式とし、ライフサイクルコストの
  低減を図ります。
 
■環境にやさしい庁舎
 ・断熱性の⾼いガラス（Low-e複層ガラス等）や庇による日射遮へい等により、負荷抑制を図ります。
 ・吹抜を利用した自然換気、トップライトを利用した自然採光等、自然エネルギーを積極的に利用します。
 ・⾼効率機器、CO2制御、外気冷房等により、⾼効率な設備システムを構築します。

■設備管理の統合
 ・病院と設備管理を一元化し、効率的な施設運用・省⼈化に対応可能な計画とします。

5-02 空調設備計画
■運用に配慮して空調方式を選定します。
 以下の条件となる室はパッケージ空調方式とします。
  ①年間24h冷房が必要となる室（サーバー室、電気室、通信機械室等）
  ②災害時に利用する室（幹部会議室等）
  ③計量が必要となる室（組合等）
  ④時間外利用がある室（会議室、中央監視室、宿直室等）
 上記以外のエリア（主として⼤部屋の室）は、メンテナンス・運用が容易な単一ダクト空調方式とします。
 
 ＜主なエリアの空調方式＞
  ・執務室 ︓2管式空調機による単一ダクトVAV方式（天井の⾼いエリアのみ床吹出空調）
  ・議場 ︓2管式空調機による単一ダクトVAV方式（静音性を確保するためにサイレンサを設置）
  ・個室 ︓EHP、GHPによるパッケージ空調方式（室毎にON/OFF対応）
  ・ｻｰﾊﾞｰ室 ︓単独パッケージ方式（24h365日冷房対応）

5-03 換気設備計画
■新鮮外気の導⼊、室内の臭気・塵埃・熱・湿気などを排出するために換気設備を設置します。
 ・新鮮外気量 ︓ 25m3/(h・⼈)
 ・換気方式  第1種換気 ・・・ 居室、電気室、機械室、書庫、倉庫（⼤）
        第3種換気 ・・・ 便所、湯沸、倉庫（⼩）

5-04 排煙設備計画
■自然排煙、建築基準法告⽰による排煙免除により計画します。

温湿度
夏期 冬期

温度 相対湿度 温度 相対湿度
 外気(名古屋) 35.6℃ 50.6％ 0.2℃ 48.4％
 一般居室 26±2℃ 50±10％ 22±2℃ 40±10％
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 28±2℃ ー 20±2℃ ー
 ｻｰﾊﾞｰ室等 ≦24℃ ー ≦24℃ ー

 
⼈員密度

［⼈/m2］
照明発熱

［W/m2］
ｺﾝｾﾝﾄ発熱
［W/m2］

 執務室 0.15 10 30
 会議室・応接室 0.3 or 実数 10 10
 議場 実数 10 30
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 0.1 10 5
 ｻｰﾊﾞｰ室等 ー ー 内部発熱分

電気

ガス

EHP

冷温水

○外気・室内温湿度条件

○室内設計条件

GHP

ガス焚冷温水機

冷媒

冷媒

○熱源フロー

・下記以外の
 個別ON/OFFの必要な室 

・間⽋運転の室
（会議室等）

間仕切りのない⼤部屋
・2F執務室
・議場等

室内機

室内機

空調機

5-05 中央監視・自動制御設備計画
■設備の発停操作、機械設備機器等の状態監視を⾏うために中央監視設備を設けます。
 ・中央監視主装置により、機器の監視・発停操作・制御・監視用パラメータの設定を⾏います。
 ・DDC方式（デジタルコントローラによる制御）による自動制御設備を設置します。
   熱源制御、空調機制御、CO2制御、変風量・変流量制御、パッケージ空調の集中管理、警報、計量等
 ・病院においても監視用PCを設置し、一元管理可能な対応とします。
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階・用途 対象人員等の算定 人員等 原単位 比率※4（％） 日給水量（ｍ3/日）

飲用水 雑用水 飲用水 雑用水 計

　職員数 実数とする。 330 人 ※1 60 L/(人・日) ※2 35 65 7.0 12.9 19.9

　議員数 定数 18 人 60 L/(人・日) ※2 35 65 0.4 0.8 1.2

　外来者 100人程度を見込むこととする。 100 人 10 L/(人・日) ※3 35 65 0.4 0.7 1.1

　冷却塔補給水用 ガス焚冷温水機160RT想定 563 KW 100 9.8 9.8

　計 448 人 17.6 14.4 32.0

　設計値 18.0 15.0 33.0

※1：常滑市基本設計・実施設計業務委託共通仕様書より、職員数 330人（正職員235人＋臨時職員95人）

※2：既設水使用量および建築設備設計基準60～100L/（人・日）より、 60 L/（人・日）とする

※3：外来者の水量は、1回トイレ・洗面を利用する程度の水量とする。

※4：空気調和衛生工学会便覧（一般建築の飲用水・雑用水の比率）より、35：65とする

6-01 給水設備計画
■飲用・雑用2系統方式とし、各所に供給します。
 ・敷地北側常滑市上水道本管200Φより、40Φにて引込みます。
   飲用水源  市水
   雑用水源  井水ろ過（除鉄・除マンガンろ過設備）＋市水（バックアップ）
 ・受水タンクより加圧給水ポンプ（非常電源対応）により各所に供給します。
 ・受水タンクは2槽とし、緊急遮断弁を設置します。
 ・冷却塔補給水の水源は市水とし、受水タンクより飲用加圧給水方式にて供給します。

６ 衛生設備計画

基本コンセプト

■防災拠点となる庁舎
 ・防災拠点としての機能を確保するための必要な貯水量を備蓄します。
 ・災害時の排水は災害時用汚水貯留槽を設置して、下水本管の途絶時の対応を⾏います。
 ・信頼性の⾼い中圧Bガス管を引込みます。
 ・建物への引込配管には、建物の変位に合わせた免震継⼿を設置します。
 
■環境にやさしい庁舎
 ・節水器具や井水利用システムにより、節水およびランニングコストの低減を図ります。

■設備管理の統合
 ・病院と設備管理を一元化し、効率的な施設運用・省⼈化に対応可能な計画とします。

6-02 排水設備計画
■日本下水道協会「下水道排水設備指針と解説2016年版」に準拠して排水設備を設置します。
 ・排水方式は下記とします。
   建屋内︓汚水・雑排水合流方式、雨水分流方式
   建屋外︓汚水・雨水分流方式（下水管接続）
 ・通気はループ通気、伸頂通気、逃がし通気を各所に設置します。
 ・BCP対応として、災害時用汚水貯留槽を設置します（有効37m3）。
  災害時用汚水貯留槽への排水は、災害時切替バルブ（⼿動）により、貯留する対応とします。

6-03 給湯設備計画
■使い勝⼿のよい個別給湯方式とします。
 ・貯湯式電気温水器 WC洗面器、給湯室
 ・ガス瞬間式給湯器 シャワー室

6-04 衛生器具設備計画
■節水型器具を用いることで水の省資源化を図ります。

6-05 消火設備計画
■ 消防法・常滑市火災予防条例に準じて消火設備を設置します。

 ・消火器  全館
 ・屋内消火栓 全館（易操作性1号消火栓）
 ・窒素ガス消火 書庫（※自主設置）

6-06 ガス設備計画
■熱源・GHP・ガス給湯器用に都市ガス（中圧ガスB）を100Φで引込みます。
 ・GHP、ガス給湯器等に低圧ガスが必要なため、ガバナを1Fガバナ室に設置し、低圧にした後に各所に
  供給します。
 ・建屋内に⼊った位置に緊急遮断弁を設置します。地震時等に中央管理室設置の操作盤にて、⼿動停止が
  できる対応とします。 

飲用
水槽

市水

冷却塔

雑用
水槽

植栽
散水

WC
洗浄水

下水本管へ

災害時用
汚水貯留槽

8m3/日

15m3/日

10m3/日 37m3/日

有効9m3

有効34m3
切替バルブ

災害時下水本管断裂時切替

○給排水フロー

井戸

洗面
給湯

40φ引込

徐鉄・徐マンガン
ろ過設備

バックアップ市水

○給水使用量

※雑用水槽及び災害時用汚水貯留槽は災害時必要水量より決定
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       常滑市役所企画部施設マネジメント課
           庁舎整備チーム

    〒479-8610
    愛知県常滑市新開町４丁目１番地
    ☎︓0569-35-5111（内線556）

�     ︓0569-35-4329
    ✉︓chosyaseib i@city.tokoname.lg.jp


