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1. 基本コンセプト9. 電気設備計画
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１）基本コンセプト

　　　　耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」に定める甲類とし、災害応急
　　　　対策活動に必要な施設として必要な計画を行います。
　　　　また、昨今のエネルギー事情を考慮し、省エネルギー及び自然エネルギーの活用、環境保全、経
　　　　済性に優れた計画とします。

　　　　本設計の基本的な趣旨を下記に定め計画を行います。
　　　　（１）災害に強い防災拠点施設
　　　　　　・大規模災害時においても電力及び通信機能を維持し、防災拠点としての建物維持を可能とした計画
　　　　　　　を行います。
　　　　　　・情報通信の途絶防止、信頼性向上のため、複数機関からの通信回線を確保し、通信のバックアップ
　　　　　　　体制について、確実なものとします。

　　　　（２）自然環境にやさしい施設
　　　　　　・エコケーブルの使用等、環境負荷の少ない材料及び機器を積極的に採用します。 
　　　　　　・省電力長寿命のＬＥＤ器具を積極的に採用し、点滅回路の細分化、各諸室の適切な照明制御を行う
　　　　　　　ことで最大限の省エネルギー化を図ります。
　　　　　　・自然採光を十分に取り入れ有効活用し、省エネを図る計画とします。

　　　　（３）保守維持管理に配慮した施設
　　　　　　・将来設備機器更新時にも建物機能を途絶することなく更新を可能とします。 
　　　　　　・長寿命照明器具の積極的採用により保守メンテナンスの軽減を図ります。 
　　　　　　・サーバー、防災行政無線等の重要設備においても、配線ルートや予備スペースを充分にとり将来拡
　　　　　　　張時にも容易に施工可能な計画とします。

　　　　（４）安全快適な人にやさしい施設
　　　　　　・高齢者、障がい者にも使い勝手がよく、安全で操作のしやすいユニバーサルデザインの考え方を取り
　　　　　　  入れます。 
　　　　　　・建物の死角となる部分には防犯用監視カメラを設置し、市民を守る防犯性の高い計画とします。 
　　　　　　・重要諸室には入退室管理を行うことで、防犯強化、情報漏えい等を守る防犯性の高い計画とします。
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２）電力設備計画

　　（１）電灯設備

　　　　１）照明計画
　　　　　　照明計画は、業務内容、執務環境に応じた光環境の確保を図り、保守性、運用性等を考慮するほか、 
　　　　　　省エネルギー化を図った計画とします。 

　　　　２）照明制御
　　　　　　多重伝送方式の照明制御を導入し、３階総務課にて集中監視を行い、1階庁舎管理室にサブスイッチ
　　　　　　を配置します。
　　　　　　諸室はその部屋単位ごとに個別スイッチによる点滅も可能とし、省エネルギーの為に下記センサー
　　　　　　制御を図る計画とします。 

　　　　　　・人感センサー　トイレなどの利用者のいない時には、自動的に消灯する人感センサーによる制御
　　　　　　　　　　　　　　　を行います。
　　　　　　・明るさセンサー　日中、窓からの採光が期待できる場所(執務室)については、昼光センサー制御を
　　　　　　　　　　　　　　  行います。

　　　　　　・スケジュール制御　スケジュールタイマーにて昼休みや退庁時に業務に支障のない範囲で消灯制御を
　　　　　　　　　　　　　　　行います。

　　　　３）コンセント
　　　　　　執務室にはＯＡ分電盤を設け、フリーアクセスフロアー配線方式とし、端末機器の増設、更新、配置
　　　　　　替え等にフレキシビリティーを持たせます。 
　　　　　　コンセントの設置基準個数は、下記とします。 
　　　　　　・ＯＡフロアー ： 35VA／㎡程度 ハーネスジョイントボックス＋ＯＡコンセント

　　（２）動力設備
　　　　　　動力制御盤の設置及び 2次側の空調・衛生動力設備までの配管・配線を計画します。 
　　　　　　配線方式は EM-CE ケーブルと屋内露出部分は、ねじなし電線管とし、隠蔽部分はＰＦ管とします。 
　　　　　　また、屋外の配管配線は EM-CE ケーブルとケーブル保護用厚鋼電線管を使用し、プルボックスや
　　　　　　開閉器等は SUS製とします。動力制御盤は機械室内などの設備関係諸室に配置します。
　　　　　　・制御盤型式  自立型又は壁掛型鋼板製（屋外設置は SUS製）

　　（３）幹線設備
　　　　　　４階電気室から各エリアに設置する電灯分電盤及び動力制御盤への電源供給を行います。 
　　　　　　幹線はフレキシブルに対応可能なケーブルラック、EM-CETケーブルによります。  
　　　　　（電気方式） 
　　　　　　・電灯幹線 ：一般電灯回路  単相３線式 210-105V 
　　　　　　　　　　　　　保安電灯回路  単相３線式 210-105V
　 　 　 　 ・動力幹線 ：一般動力回路  三相３線式 210V 
　　　　　　　　　　　　　保安動力回路  三相３線式 210V
　　　　　　[配慮事項] 
　　　　　　・将来の幹線ケーブルの更新を考慮した、リプレイス用の配線スペースを確保した計画とします。 
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　　（４）雷保護設備
　　　　　　建築基準法に準じて、外部雷保護システムを計画します。 
　　　　　　屋上に設置のテレビアンテナ及び防災無線アンテナ類は避雷針及び棟上導体にて保護します。
　　　　　　また、建物内部の電気機器を雷から保護するため、重要防災通信機器にはＳＰＤで保護することにより
　　　　　　建物機能維持の信頼性を高めた計画とします。 

　　（５）受変電設備
　　　　１）電力引込
　　　　　　・引込点、引込方式 電力会社高圧配電線路より､市道高丸線東側用地から地中線にて管路工事を行い、
　　　　　　　　　　　　　　　　地中引込方式にて受電を行ないます。
　　　　　　・地中埋設配管仕様 ＳＦＰ強化可撓管 …（100）×２本、予備（80）×１本  
　　　　　　・引込区分開閉器  地中線用ガス負荷開閉器ＵＧＳ､ ＶＴ内蔵ＧＲ付 7.2ｋV 300Ａ 12.5kＡ
　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ-１キャビネット内のＵＧＳにＳＯＧ機能付制御装置を添架）

　　　　２）受変電設備
　　　　　　設備の形式は省スペースが図れ、安全性、供給信頼性が高いキュービクル式を採用します。 
　　　　　　また、変圧器は経済性、安全性を考慮し、トップランナー変圧器とします。 
　　　　　　・受電方式   ：三相３線 ６．６ｋＶ ６０Ｈz   
　　　　　　・低圧配電電圧  ：電灯  1φ３Ｗ ２１０/１０５Ｖ 
　　　　　　　　　　　　　  ：動力  ３φ３Ｗ ２１０Ｖ
　　　　　　・単相変圧器  ：７５ｋＶＡ×２台（一般系統）
  　　　　　　　　　　　　　：５０ｋＶＡ×１台（非常・保安系統）
　　　　　　・三相変圧器  ：２００ｋＶＡ×１台（一般系統）
  　　　　　　　　　　　　　：１００ｋＶＡ×１台（非常・保安系統） 

　　（６）直流電源設備
　　　　　　建築基準法による非常用照明、受変電制御用電源として、キュービクル型直流電源装置を設置します。 
　　　　　　蓄電池は長寿命で放電特性に優れたＭＳＥ（長寿命型）を採用し、容量及び放電時間は建築基準法に
　　　　　　基づき計画します。
　　　　　　・形式  密閉式鉛蓄電池キュービクル １５０ＡＨ（１０分容量） 

　　（７）発電(自家発電)設備
　　　　　　諸災害による非常時における防災及び保安負荷へ即時電源供給が行える非常用発電機を設置します。
　　　　　　・形　式　　　　　：屋内キュービクル式（基準騒音値 ７５dＢ） 
　　　　　　・発電機仕様　 　 ：三相３線２１０Ｖ ６０Ｈｚ ２２５ＫＶＡ 
　　　　　　・エンジン仕様　　：ラジエター冷却方式 
　　　　　　・燃　料　　　　　：LSＡ重油 
　 　 　 　 ・燃料タンク　　　：燃料小出槽 490 L
　　　　　　・地下オイルタンク：3日間の燃料備蓄 4,000 L
　　　　　　・運転時間　　　　：連続運転時間  ７２時間以上 
　　　　　　・給油口ボックス　：屋外型ＳＵＳ、製送油ポンプ・燃料計 付 
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３）通信・情報設備計画

　　（１）構内情報通信網設備
　　　　　　構内情報通信システムとして、３階サーバー室より各受口に至る配線ルートの確保及び空配管工事と
　　　　　　します。機器及び配線調整工事は別途工事とします。
　　　　　　[配慮事項]
　　　　　　・ＥＰＳには将来更新用スペース及び配線用ケーブルラックを設置し、建物機能を維持しながらの更
　　　　　　　新を可能とします。　　　　
　　　　　　・有事の際の通信途絶を回避するため、発電機による非常用電源を確保します。　

　　（２）構内交換設備
　　　　　　構内交換システムとして、3階サーバー室の交換機よりＥＰＳ端子盤を経由し各諸室電話受口までの
　　　　　　配線・機器及び配線調整工事とします。

　　（３）情報表示設備
　　　　　　１）電気時計設備
　　　　　　　　館内の正確な時間の統一を図ることを目的とし電気時計を計画します。
　　　　　　　　親時計は、３階総務課に設置し、子時計を各事務、諸室などに設置する。
　　　　　　　 [その他の機能]
　　　　　　　　GPS衛星電波時計とし、自動で時刻の補正を行う。
　　　　　　　　２階議場システムとも連動し、館内統一の正確な時刻を表示する。
　　　　　　　　市の音声告知放送等とも連動、親時計から時刻が発信できる機能を持つ。
　　　　　　　　プログラムタイマー機能付で計画する。

　　　　　　２）マルチサイン設備
　　　　　　　　屋外に情報を表示できる設備を計画します。

　　（４）映像・音響設備
　　　　　　１）会議室映像・音響設備
　　　　　　　　会議や講演時に必要な映像提示、拡声が可能な設備を計画します。
　　　　　　　　　音声：有線マイクロホン、ワイヤレスマイクロホンシステム、ＣＤ
　　　　　　　　　映像：パソコン画面、ＶＴＲ、ＤＶＤ
　　　　　　　　アンプ他機器はワゴンに収納し、可搬性に優れたものを計画します。

　　　　　　２）防災対策室映像・音響設備
　　　　　　　　防災対策室の大型ディスプレイに災害情報の映像提示を行うとともに、各席には会議ユニット　
　　　　　　　   システムにより有事の混乱時にも適切な会議を行うことを可能とします。

　　　　　　３）議会映像・音響設備
　　　　　　　　２階多目的ホールには、議会使用時の配線替えの手間に配慮し、無線を主体とした議場システム
　　　　　　　　を構築します。
　　　　　　　　　・指名された人のみが発言可能なマイク拡声システムを導入します。
　　　　　　　　　・録音・カメラによる議場中継が可能な設備とします。
　　　　　　　　　・出席者数等の表示が可能なモニターを設置します。

　　（５）拡声設備
　　　　　　放送設備は非常業務兼用放送とし、３階総務課に主幹の防災アンプを設置します。
　　　　　　１階庁舎管理室には副防災アンプを設置し、相互協力のもと双方で放送が可能とします。

　　（６）誘導支援設備
　　　　　　１）インターホン設備
　　　　　　　　　通用口にカラーカメラ付きドアホンを設け、1階庁舎管理室･３階総務課のカラーモニター付
　　　　　　　　　インターホン親機との通話が可能なシステムを構築します。
　　　　　　　　　開庁時には３階総務課で対応します。
　　　　　　２）トイレ呼出設備
　　　　　　　　　多目的トイレに呼出ボタンを設置し、３階総務課に呼び出し表示器を取付け、1階庁舎管理室
　　　　　　　　　には、副の呼出表示器で確認できるシステムを計画します。

　　 （７）テレビ共同受信設備
　　　　　　屋上にＵＨＦ地上デジタル放送対応アンテナ及びＢＳ・ＣＳ１１０度アンテナを設け、各階ＥＰＳ内
　　　　　　のテレビ機器収容盤より、増幅器、分配器等を経て各テレビ受口にてテレビ放送の受信が可能な計画
　　　　　　とします。
　　　　　　[配慮事項]
　　　　　　・通信の途絶対策のためＣＡＴＶ引込用の管路を計画し、通信の２重化を図ります。
　　　　　　・市の行政防災情報を、ＣＡＴＶに送信可能な配管を準備します。
         　　   ・有事の際には逐次変化する情勢にも共聴可能なように非常電源を送電しておきます。

　　（８）入退室管理設備
　　　　　　サーバー室に入退室管理設備を設置することにより、セキュリティの強化、情報漏えいを守る計画と
　　　　　　します。
　　　　　　通用口は毎日の最終出口にあたるためカード管理による電気錠を設け、その記録を残します。
　　　　　　また、休庁時の出勤に備え、カード錠による入退館の管理を行い記録を残します。

　　（９）監視カメラ設備
　　　　　　１）館内監視システム
　　　　　　　　安全の確保及び防犯目的のため屋内共用部の死角となる部分に監視カメラを設置し、3階総務課
　　　　　　　　  および1階庁舎管理室に監視モニターを設置します。
　　　　　　　　  有事の際の確認を可能とするため録画機能を計画します。
　　　　　　　　　・カメラ設置場所：各階廊下、ＥＶホール、玄関ホール、通用口など
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４）防災設備計画

　　（１）自動火災報知設備
　　　　　　ＧＲ型受信機を3階総務課に設置します。又、副受信機を1階庁舎管理室に設置し、施設内の防災監視
　　　　　　が可能なシステムを計画します。

　　（２）非常用照明設備
　　　　　　建築基準法に準拠して、執務室、会議室等居室及び通路などに、火災・停電時の避難用照明設備とし
　　　　　　て、電源別置型非常照明器具の設置を計画します。

５）その他設備計画

　　（１）防災関連設備
　　　　　　防災関連システムの構築が可能な以下の電源設備の確保及び配線ルートの確保を行います。
　　　　　　配線及び機器取付調整は別途工事とします。
　　　　　　　１）防災行政無線
　　　　　　　２）デジタル式移動系無線
　　　　　　　３）災害情報共有システム

　　　　　　[配慮事項]
　　　　　　・有事の際のシステムの途絶を回避するため、発電機による非常用電源を確保します。
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