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10-1_基本方針  

１．基本方針 

本計画にあたっては、下記の項目を基本方針として機械設備計画を行います。 

□再生可能エネルギーの利用・省エネルギー・快適性の向上を目指したエコオフィス

　　① 再生可能エネルギーを活用した一次エネルギー消費量・炭酸ガス量の低減を図ります。補助金を活用すること

　　　　によりイニシャルコストの削減を図ります。

　　②  トップランナー等の高効率機器を採用します。

    ③ 方位、部門、熱負荷など設備機器の適正負荷運転による省エネルギーを図ります。

    ④ 中央監視装置による各システム、各機器の効率運転、状態・故障監視、エネルギー量の把握を行います。

    ⑤  ＢＥＭＳを導入し、エネルギー量の把握と分析・管理の容易化を図ります。

□安全性・維持管理に配慮した計画を行います。

  ① 設備機器については、維持管理の容易化を図るため汎用品を採用します。

    ② 機械室・屋外機スペースには適切なメンテナンススペースを確保し、維持管理の容易化を図ります。

    ③ 海からの距離が約 500ｍであるため、屋外の設置機器については、塩害を考慮し耐塩害仕様とします。

    ④ ＢＥＭＳにより機器の修繕記録、更新時期を管理する事で、効率的な中長期保全計画の立案が容易となります。

    ⑤ 「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」や「島根県ひとにやさしいまちづくり条例」に則し

　　　　た計画を行います。

□庁舎としての防災機能を備えた計画を行います。

  ① 「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」における設備の耐震安全性は“甲類”とします。

    ② 重要機器については非常用発電機等による稼働を計画します。 

    ③ 防災拠点施設として災害時の職員配置に必要な水の確保を行います。 

    ④ 消防施行令 別表第一「15 項」 
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２．空気調和設備計画 

 □熱源設備 

 １）熱源設備のコンセプト 

   ①再生可能エネルギー   ：地中熱利用 

   ②省エネルギーなシステム ：適正な機器能力選定、ＢＥＭＳによる高効率運転の維持 

   ③災害時の対応       ：発電機による電源のバックアップ 

   ④低負荷運転への対応   ：低負荷時に合わせた機器仕様の選定 

 

 ２）熱源の検討 

   都市ガスが敷設されていないため、油、ＬＰＧ、電気での比較とします。電気については、再生可能エネルギー利用と 

   して、地中熱利用を検討します。 

 

 ３）熱源システム比較

   システム①：灯油焚き吸収冷温水機 

   システム②：ＬＰＧ焚き吸収冷温水機 

   システム③：地中熱利用スクリューヒートポンプ＋空冷モジュールチラー 

   システム④：地中熱利用スクリューヒートポンプ＋地中熱利用モジュールチラー+デシカント外調機 

    

 システム① システム② システム③ システム④ 

イニシャルコスト 100 95 106 108 

ランニングコスト 100 210 46 34 

 

   イニシャルコストについて、システム③、システム④は環境省の補助金を取得することにより、ほぼ同等となります。    

次に、最も重要となるランニングコストの観点からシステム③とシステム④が優れています。地域性としての夏期 

多湿性を考慮して、デシカント外調機による調湿性に優れたシステム④を採用します。ライフサイクルコスト（30 年） 

的にも最も優れたシステムとなります。 

 

４）採用熱源システムの特徴 

   ①地中熱を最大限に利用するシステムとなります。 

   ②地中熱交換器は将来の建替え計画を見越した屋外にボアホール式を敷設します。 

   ③地中熱利用モジュールチラーを冷温水同時取出し形とすることにより、別熱源を持つことなくデシカントローターの

再生熱として利用します。再生熱量に見合った地中熱モジュールチラーと地中熱利用ヒートポンプによる総合効

率の高い熱源システムを構築します。 

   ④中温冷水（10℃）供給により、機器のダウンサイジング化を図ります。 

 

 

 

 5）熱源フロー図 
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6）地中熱交換器施工状況 

掘削状況 地中熱交換器挿入状況 珪砂充填状況 
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□空調設備 

 １）概要 

   ①潜熱・顕熱分離空調とし、湿度制御をデシカント外調機、温度制御を空気調和機で行い、 

省エネルギーと快適温熱環境を確保します。 

   ②空調方式は方位、部門、熱負荷等を考慮し、空気調和機を系統分けします。 

   ③執務室の空調方式は均一的な床吹出しによる居住域空調とします。 

   ④会議室など使用時間帯の異なる部屋については個別空調方式とします。 

   ⑤空調機のトラップはメンテナンス性を考慮し、横置型 A トラップとします。 

   ⑥大温度差供給により搬送動力、配管サイズの低減を図ります。 

 

 ２）温湿度条件 

   熱負荷計算の外気及び室内温湿度条件は下記とします。 

    

外気条件 

 

夏期（冷房） 冬期（暖房） 備考 

乾球温度(℃) 相対湿度(％) 乾球温度(℃) 相対湿度(％) 

江津 32.4 69.2 1.4 55.6 浜田参照 

出典：国戸交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準 平成 27 年版より 

 

室内温湿度 夏期（冷房） 冬期（暖房） 備考 

乾球温度(℃) 相対湿度(％) 乾球温度(℃) 相対湿度(％) 

執務室 28.0 50.0 19.0 40.0  

会議室 28.0 成行 19.0 成行 個別空調 

市民ロビー 28.0 成行 19.0 成行  

サーバー室 24.0 45.0 24.0 45.0 年間冷房 

  

３）空調方式 

   空調を行う各室の方式は下記とします。 

    ・執務室：空気調和機による床吹出し（中央空調） 

    ・会議室：空冷マルチパッケージ形空調機（個別空調） 

    ・議 場：空気調和機による床吹出し（中央空調） 

    ・議員控室：空冷マルチパッケージ形空調機（個別空調） 

    ・市民ロビー：空気調和機による床輻射空調（中央空調による冷温水敷設方式） 

    ・サーバー室：空冷冷専パッケージ形空調機（個別空調、予備機設置） 

   パッケージ形空調機についてはグリーン購入法適合品とし、環境負荷の低減を図ります。 

   室外機については、高調波対策用ノイズフィルターを設置します。 
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４）システム図 

・床吹出空調概念図（執務室） 

 

   

・床吹出口イメージ図（執務室） 

コンクリートスラブ
断熱材

吹出口（グレーチングタイプ）

OAフロア

空調空気

 

 ・床輻射空調イメージ図（エントランス） 

 

・床輻射空調断面詳細図（エントランス） 
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□換気設備 

  １）概要 

   ①各室の臭気・熱気・塵埃などを排除し、適切な空気環境を維持するために換気します。 

   ②外気導入はデシカント空調機により除湿して、各空調機へ供給します。 

   ③外気は在室人員によるＣＯ2 制御により導入を制御します。 

 

  ２）外気取入れ量及び換気量 

室名 外気導入量(㎥/h) 換気回数(回/h) 備考 

執務室 25 2 ビル管法適用 

会議室 25 2 ビル管法適用 

一般便所 － 15  

多目的便所 － 10  

  5 － 庫倉

  5 － 室湯給

  2 － 室気電

非常用発電機室 － 5 燃焼用排気は電気工事 

  5 － 室械機源熱
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ベースユニット

CO2
センサー

無線通信

▽フロア

◇ 導入のメリット
 配線工事が不要

無線システムでセンサーもバッテリー駆動の
ため配線工事が不要で、優れた施工性
と少コストを実現。
※CO2センサーおよびルーターはAC100V電源が必要

 センサの位置を必要に応じて自由に移動す
る事ができる。

◇ 920MHz帯無線センサーの特長
 通信距離が長い

従来の2.4GHz帯域と比較して遠くまで
電波が届く。（ZigBeeの約4倍）

 障害物に強い
障害物に対しても電波が回折。
（分電盤内設置でも30m程度通信可能）

▽天井内

温湿度
センサー

居室 監視室

無線通信

無線通信
無線通信

BACnet MS/TP

◇ デジタルサイネージ機能のポイント
Point

１
エネルギーデータを
見やすく分かりやすく表示

電気、ガス、水道などの一次エネルギー使用量をはじめ、直感的
に理解できる温度・湿度・電力の現在値データ、地球温暖化防止
の指標となるCO2排出量換算などを画面に表示。データは親しみ
やすい単位に置きかえて表現し、ビル・施設利用者一人ひとりの
省エネ意識を高めます。

Point

２
建物の共有スペースに
コンパクトに設置

エントランス、ロビー、エレベータホール、各フロア設置など、
お客様のご要望に合わせたディスプレイを検証・提案します。ま
た表示方式は自動画面展開（スライドショー）を採用。あらかじ
め、各画面の表示秒数を設定することができます。

Point

３
写真や静止画を使用した
インフォメーション表示も可能

写真や静止画像を画面上に表示することができ、施設案内や催事
情報、商品・サービスの紹介など、情報発信メディアとして併用
することも可能です。

◇ 主な画面表示

エネルギー使用量のグラフ表示（現在地、過去データ）

太陽光発電量と比喩表示 静止画による建物の紹介
インフォメーション

※上記画面表示は標準仕様となり従来のデジタルサ
イネージの費用に比べて安価に構築ができます。動
画などの特殊対応も費用追加で対応可能です。

 
 

無線センサーネットワーク | 無線センサーの特徴

 

 ３）システム図 

スマートフォン、タブレットなど
中央監視端末 カラーレーザー

プリンター

データサーバ

汎用コントローラ

入出力モジュール

BACnet MS/TP

統合コントローラ

BACnet MS/TP

統合コントローラ

入出力モジュール

受変電設備

入出力モジュール

電気設備

入出力モジュール

空調設備

入出力モジュール

給排水・
衛生設備

BACnet /IP

BEMS 見える化用パネル/PC

統合コントローラ

入出力モジュール

入出力モジュール

温湿度センサ

ＣＯ２センサ

計量メータ

ベースユニット操作部

検出部

検出部

ルーター

BACnet MS/TP

中央監視装置のシステム構成図

見える化システム

 □自動制御設備 

１）概要

  　　３階総務課に中央監視盤を設置し、各システムの効率的運転、スケジュール発停、温湿度管理等、

　　　　ＢＥＭＳによるエネルギー管理、運転状況・効率などを把握し最適な運転にチューニングしていきます。

２）各種制御 

　　①省エネ性能向上

　　　　熱源：熱源機台数制御、冷温水ポンプ台数制御・変流量制御

　　　　空調機：温度による変風量制御、人員による変風量制御、ウォーミングアップ運転

　　　　給排気ファン：温度による変風量制御、人員による変風量制御

　　　　給水ポンプ：変流量制御

　　　　自然換気：外気温、室温を計測し、自然換気が有効であることの表示

　　②機能維持

　　　　熱源：熱源機器自動ローテーション機能、ポンプ類自動ローテーション機能 

　　　　空調機：凍結防止制御、フィルター目詰まり差圧監視、インターロック制御 

　　　　給排気ファン：フィルター目詰まり差圧監視

　　　　給水ポンプ：自動ローテーション運転

　　　　その他：漏水検知（電気室、サーバー室）、水槽類水位監視、ワイヤレスセンサー使用による模様替

　　　　　　　　　え対応、上記各種警報

　　②エネルギー監視（ＢＥＭＳ） 

　　　　熱源：冷温水供給温度、冷温水還り温度、電力量、水量等、地中熱温度（複数） 

　　　　空調機：冷温水供給温度、冷温水還り温度

　　　　給排気ファン：取込外気温度計測 

　　　　給水ポンプ：流量計測 

　　　　その他：各部門電力量、外気温、室温等 
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３．給排水衛生設備計画 

 □給水設備

　　１）概要

　　　　① 給水引込みは、計画地北側道路よりの既設引込みから分岐します。

        ② 給水方式は、災害時の貯留を考慮し受水槽加圧給水方式とします。災害時にも利用可能

　　　　　　なように給水ポンプは非常用発電機回路とします。

　　　　③ 加圧給水ポンプは推定末端圧力一定方式（インバーター制御）とし、故障時の対応を考慮

　　　　　　 し３台ローテーション２台並列運転とします。

　　　　④ 受水槽は最も耐震性に優れたポンプ室一体形鋼板製受水槽とします。

　　　　⑤ 受水槽の本体側面に非常用採水栓を設置します。

　　２）一日給水量

　　　　① 一日給水量　

　　　　　・ 面積より

 　　　　　　　6,100 ㎡×0.15 人/㎡×80L/人・日×1/1,000＝73.2㎥/日・・・(イ) 

　　　　　・ 人員より

 　　　　　　　職員 300 人×80L/人・日×1/1,000＝24㎥/日

　　　　　　　 外来 300 人×10％×80L/人・日×1/1,000＝2.4㎥/日　合計 26.4㎥/日・・(ロ) 

　　　　　・ 災害対策時（参考 「官庁施設の総合耐震計画規準及び同解説」より） 

 　　　　　　　上　水 4L×{300 人×1 日+300 人×20%×(7-1)日}×1/1,000=2.64㎥/日

　　　　　　　 雑用水 30L×{300 人×1 日+300 人×20%×(7-1)日}×1/1,000=19.8㎥/日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　合計 22.4㎥/日・・(ハ) 

　　　　　　人員より、一日給水量（ロ）　26.4㎥/日を採用します。

　　　　② 引込み口径

　　　　　　　受水槽加圧給水方式のため、一日の時間平均給水量より引込み口径を選定します。

　　　　　　　　 時間平均給水量 26.4㎥/日×1,000L/㎥÷8h/日÷60min≒55L/min

　　　　　　　　 ⇒引込み口径は、32～40A（管内流速 1.5m/s 以下）とします。

 　　　　③ 受水槽容量

　　　　　　　一日給水量の半日分：13.2㎥ ＜ 災害対策時水量（7日分）：22.4㎥ となるため、

　　　　　　　受水槽容量は、22.4㎥ とします。

    

 

□給湯設備 

 １）概要 

   ①給湯方式は局所方式とし、貯湯式電気温水器により供給します。 

 

□排水設備 

 １）概要 

   ①排水は全て自然流下にて屋外に排出し、市下水道本管に接続します。 

   ②排水系統は建屋内汚水、雑排水合流にて下水道本管に放流します。雨水は分流式で側溝へ放流します。 

   ③地下ピット内に緊急用汚水槽を設け、屋外排水桝で切り替えることにより、汚水の貯留をします。 

 

江津市庁舎基本設計説明書



10-3-2_給排水衛生設備計画 衛生器具設備 その他設備

M-08

3. 給排水衛生設備計画10. 機械設備計画
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□消火設備

１）概要

①消防法及び関係法規等に基づき必要な消火設備を設置します。

②防火対象物は「１５項」とします。

２）必要な消火設備 

①消火器：全館

②屋内消火栓：広範囲形 2 号消火栓を全館に設置

③二酸化炭素消火器：サーバー室

 □雨水利用設備

１）概要

① 屋根面に降った雨を、地下ピットの雨水貯留槽に貯留します。

② ポンプアップにて、屋外散水に利用します。

雨水貯留槽

雨水

沈砂槽

屋外散水栓

散水用ポンプ

３．給排水衛生設備計画 

□衛生器具設備

１）概要 

①節水性、清掃性、耐久性に優れた衛生器具を採用します。

②洋風大便器は清掃性を考慮して壁掛け式とします。

③洋風大便器は暖房温水洗浄便座（擬音装置付き）とします。

④小便器は清掃性を考慮して壁掛け式とします。

⑤小便器まわりには清掃性にすぐれた抗菌効果のある器具を採用します。

⑥洗面器の水栓は非接触型の発電機能付き自動水栓とします。

⑦洗面器の水石けん入れは非接触型の自動供給栓とします。

⑧洗面器には手荷物配慮として、ドライゾーンを設けた器具を採用します。

⑨１，３階の多目的トイレにはオストメイト対応の汚物流し及びチェンジングボードを設置します。

⑩乳幼児連れ配慮として、一般トイレブースにベビーチェアー、多目的トイレにユニバーサルシートを適正に配置します。

２）器具参考姿図 
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