4 建築計画
4-05 内装計画

4-06 情報化計画

1）基本的な考え⽅

・⼤型モニターやデジタルサイネージなどの情報発信機器を導⼊し、市政情報や防災情報、観光案内など

・内装は機能的でシンプルなデザインを基本とし、⻑く市⺠に親しまれる庁舎を⽬指します。
・多くの市⺠が利⽤する施設として、耐久性やメンテナンス性に配慮するとともに、安全・安⼼な材料

の情報発信機能の充実を図ります。
・１階の市⺠利⽤スペースや４階の議会図書室にデジタルサイネージの設置を検討します。
・パンフレットや友好都市の特産品を展⽰するなどの各種情報コーナーを計画します。

を選定します。
・可能な限り、抗菌・抗ウイルス性を持つ内装材を使⽤します。

・太陽光発電の発電量や地中熱利⽤などの概要などを表⽰し、環境配慮計画の⾒える化を検討します。

〇明るく温もりがある稚内らしい空間

・多⾔語による案内表⽰や、障がいのある⽅にも配慮した点字や⾳声案内など、情報発信の⽅法を検討し

・道産材を活⽤した⽊質系の材料や稚内産の珪藻⼟を⽤いた内装材の採⽤を検討し、地域性が感じられ

ます。
・窓⼝⼿続きのデジタル化や ICT 技術の活⽤による⾏政サービスの向上を図ります。

て愛着が⽣まれるような温かみのある空間とします。

・⽂書のペーパーレス化を進め、書庫スペースの縮⼩を図ります。

〇メンテナンスのしやすい材料
・執務室は、電気配線スペースとなる OA フロアとし、仕上げは貼り替えが容易な材料を選定します。
・コスト、機能性、耐久性を考慮した材料を選定します。
2) 主要内部仕上
室

名

床

壁

天井

ロビー、
市⺠利⽤スペース

磁器質タイル

⽯膏ボード+塗装
⼀部珪藻⼟タイル、左官仕上げ

構造体現し（⼀部吸⾳板）

執務室

OA フロア
タイルカーペット

⽯膏ボード+塗装

構造体現し（⼀部吸⾳板）

⼤会議室

タイルカーペット

⽯膏ボード+塗装

岩綿吸⾳板

市⻑室、副市⻑室、
タイルカーペット
教育⻑室

ビニルクロス
⼀部メラミン不燃化粧板

岩綿吸⾳板

議場

タイルカーペット

⽯膏ボード+塗装
⼀部⽊貼り、珪藻⼟タイル

構造体現し（⼀部吸⾳板）

議員控室

タイルカーペット

ビニルクロス

岩綿吸⾳板

⼤会議室

タイルカーペット

⽯膏ボード+塗装

岩綿吸⾳板

トイレ

ビニル床シート

メラミン不燃化粧板

岩綿吸⾳板

書庫・倉庫

ビニル床シート

⽯膏ボード+塗装

化粧⽯膏ボード
市⺠利⽤スペース・ロビーイメージ
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4 建築計画
4-07 セキュリティ計画
1）基本的な考え⽅
・市⺠に開かれた庁舎としながら、個⼈情報の保護及び防犯対策を適切に⾏います。
2）セキュリティ計画
・市⺠などの⼀般の⽅々は正⾯⽞関と駐⾞場⽞関、職員は⻄側の職員⽞関を利⽤す
るものとして動線を整理します。
・各諸室は施錠管理を⾏い、個⼈情報を保護します。重要度の⾼い諸室の開錠には
IC カードによるシステムを検討します。
・夜間は機械警備と有⼈警備の併⽤を検討します。
・防犯対策として各⽞関や死⾓となる場所に防犯カメラを計画します。
3）セキュリティレベル
・廊下や待合スペースなどの共⽤エリアはセキュリティレベル１とします。個⼈情
報の保護のため、誰もが⾃由に出⼊りできる範囲はセキュリティレベル１に限定
します。

２階平⾯図 1/600

４階平⾯図 1/600

１階平⾯図 1/600

３階平⾯図 1/600

・会議室や相談室はセキュリティレベル２とし、職員が同席している時のみ利⽤可
能とします。
・執務室はセキュリティレベル３とし、原則として職員以外は⽴ち⼊り禁⽌とします。
窓⼝カウンター部分の出⼊⼝は⽬視による管理となるため、可能な限り出⼊⼝の
設置箇所を限定します。
・サーバー関連の諸室はセキュリティレベル４とし、特定の職員のみ利⽤可能とし
ます。
・諸室の性格にあわせ、適宜、電気錠を採⽤し、⼊退室を管理します。
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4 建築計画
4-08 ユニバーサルデザイン・サイン計画
1）基本的な考え⽅

〇主なユニバーサルデザインの整備内容
①

歩道空間

②

おもいやり駐⾞場

舎を⽬指します。

③

窓⼝

2）ユニバーサルデザイン

④

サイン

⑤

廊下

⑥

階段

⑦

エレベーター

・
「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）
」及び「北海道福祉のま
ちづくり条例」における整備基準に基づき、誰にでも「⾒やすい」
「わかりやすい」
「利⽤しやすい」庁

・床は段差がなく、スロープが必要な部分は床の仕上げを滑りにくい素材とします。
・階段や廊下の⼀部に⼿すりを設けます。
・通路は⾞いすやベビーカー利⽤者が余裕をもって通れる幅を確保し、⾒通しのよい計画とします。
・⾞いすの⽅でも利⽤しやすい広さのエレベーターを設け、２台のうち１台はストレッチャー対応とします。
・バリアフリートイレを各階に設けます。
・⾵除室の近くにおもいやり駐⾞場を設置し、庇の設置を検討します。
3）サイン計画

天候に影響されずに通⾏できる庇を設置。
視覚障がい者の利⽤に配慮した誘導ブロックを設置。
駐⾞場⽞関の近くに駐⾞スペースが広いおもいやり駐⾞場を設置（庇を設置）。
⾞いす利⽤者に配慮した窓⼝カウンターの⾼さの設定。
⼦ども連れの⽅が利⽤しやすいキッズスペースをどの窓⼝からも⾒える場所に設置。
カラーユニバーサルデザイン等を取り⼊れた、わかりやすいサインの設置。
ゆとりある通路幅を確保し、床の仕上げは段差を解消。
各室やエレベーターの出⼊⼝を広く確保。
幅員・踏⾯等の⼨法など、安全性に⼗分配慮し、円滑な通⾏を確保。
⼿すり・床点字ブロックを設置。
操作ボタンは、点字⽂字を併記し、⾞いす利⽤者に配慮した⾼さにも設置。
１台は緊急搬送時にストレッチャー対応が可能な⼤きさを確保。
⾞いす利⽤者⽤便座等を備えたバリアフリートイレを各階に設置（バリアフリートイレに

⑧

トイレ

おむつ替えシートやオストメイト対応の洗浄器を設置）
。
⼿すり・呼出しボタンの設置。

・窓⼝は業務内容を表⽰するなど、わかりやすい案内表⽰とします。
・重要な情報は、英語などの多⾔語による案内表⽰とします。
・⾊覚の多様性に配慮し、カラーユニバーサルデザイン（⾊相、彩度、明度の組み合わせや形状によって
情報が正確伝わるよう配慮したデザイン）を取り⼊れたサインとします。
・⼿すりやエレベーターまわりなど、必要な範囲のサインには点字を設けます。
・サインは誰もが⾒やすい位置と⾓度を考慮して設置します。
・将来の機構改⾰や室利⽤の変更に伴うサインの更新に費⽤負担が少ないサイン計画とします。
・⾔語に関わらず絵で理解できるピクトグラム（絵⽂字）を採⽤し、表⽰の⼤きさや配⾊などに配慮した
わかりやすいサインとします。

１階平⾯図 1/400
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4 建築計画
4-09 オフィス環境計画
1）執務エリアの構成

4）フレキシビリティの確保

・執務エリアは待合スペース側から窓⼝カウンター・執務スペース・サポートスペースの３つのエリア構
成で配置します。

・将来的な機構改⾰や、
他施設からの部署統合などに対応できるよう、
室内のフレキシビリティを確保します。
・構造の耐震壁など、移動できない要素は⻄側及び外壁に集約し、室内は位置変更が可能な乾式壁（軽量

・執務スペースは、窓⼝業務に迅速に対応できるようにデスクを窓⼝カウンターに近接するよう配置します。
・デスクは⼤型天板によるユニバーサルレイアウトを採⽤し、

鉄⾻下地+⽯膏ボードなどによる壁）で構成します。
・将来的な室レイアウトの変更に対応できるような構造床⾼さの設定や、設備機器の更新・追加が可能と

１⼈当たりの執務スペース幅を 120 ㎝確保します。また、⼿

なるように、予備の配管スペースやメンテナンススペースを確保します。

元の収納スペースとして１⼈１台の引き出し付きワゴンを⽤
意します。⼤型天板デスクを採⽤することで、空席スペースの
有効利⽤や、異動の際はワゴンの移動のみで済むなど、費⽤負
担軽減のメリットがあります。
・窓⼝カウンターと執務スペースの間及び、執務スペースとサ
ポートスペースの間には、通路スペースを確保します。
・サポートスペースは書庫・倉庫や更⾐室、休憩室などの業務を
補完する諸室や機械室などのバックヤードを配置します。

執務エリア構成 1/600

2）セキュリティ・プライバシーへの配慮
・執務スペース内は、原則として職員以外は⽴ち⼊り禁⽌とします。
・職員の端末の画⾯は待合スペース側に向けない配置とし、情報漏えいを防ぎます。
・待合スペース及び窓⼝カウンターから、職員の⼿元の書類やコピー機の⽤紙に⽬が届かないよう、適宜
パーテーションや収納などを設けます。
・市⺠相談の場所として、窓⼝カウンター・打ち合わせコーナー・相談室などを設け、相談内容に応じた
場所が選択できるようにします。
3）デスクの構成
・デスクとデスクの間隔は通⾏を妨げないよう、現在の執務室や
他市町村のデスクレイアウトを参考としながら、1800 ㎜（1.8ｍ）
の適切な距離を確保します。
・デスクレイアウトによる建物の柱間（スパン）は 6400 ㎜（6.4ｍ）

２階平⾯図 1/400

を基準とします。

デスクレイアウト検討 1/150
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5 環境配慮計画
5-01 基本⽅針
・「環境都市わっかない」のシンボルとなる庁舎とします。
・電⼒の⾃⼰託送※1 により、⾵⾞で発電した電⼒を受電する他、将来的には地域エネルギー会社等から⾵
⾞や太陽光で発電した電⼒を受電するなど、消費電⼒の再⽣可能エネルギー⽐率を⾼めます。
・積雪寒冷地である地域特性を踏まえて、環境負荷と維持管理コストを抑えた庁舎とします。
・省エネルギー化の推進のため、建物の断熱性能向上や昼光利⽤、⾃然換気などのパッシブ技術※2 を活⽤
します。
5-02 環境配慮・省エネルギー化
1）合理的で低負荷な建築計画
・外断熱⼯法による適切な断熱性能の確保や躯体蓄熱、⾼断熱の窓・トリプルガラスを採⽤することで建
物の断熱性能を向上させ、外気温の影響による冷暖房負荷を軽減し、エネルギー使⽤量を低減します。
・⾃然採光と昼光センサーにより照明器具の明るさを抑えるとともに、全館 LED 照明を採⽤することで、
照明エネルギーを低減します。
・外気導⼊時に室内から排出する空気と熱交換することで、空調負荷を低減します。
2）⾃然エネルギーの利⽤
・窓などによる⾃然換気を計画し、機械設備に可能な限り頼ら
ない換気システムの採⽤を検討します。
・⾃然採光を適切に取り込み、空調負荷や照明エネルギーの低
減を図ります。
・太陽光発電や地中熱などの再⽣可能エネルギーを活⽤します。
・ランニングコストや機器更新などの経済性、ライフサイクルコ
スト（LCC）※3 を総合的に判断し、地中熱ヒートポンプを採⽤
します。安定した地中熱を空調の熱源として活⽤することで、
建物の省エネルギー化を図ります。

省エネルギー化のイメージ

・電⼒の⾃⼰託送により、消費電⼒の再⽣可能エネルギー⽐率
を⾼めます。
3）環境配慮

地中熱ヒートポンプの経済性検討

・エコマテリアル※4 の採⽤を検討します。
・CASBEE（建築環境総合性能評価システム）や ZEB（ネット・ゼロ・エネルギービル）※5 など、建物の
省エネルギー化や環境配慮の程度を評価する指標がありますが、経済性も考慮しながら、
「CASBEE-S」
や「ZEB-Ready」を取得できるように計画します。

※1︓⾃家発電設備を保有する事業者が発電した電⼒を、配電事業者の送電網を介して⾃⼰の事業所などに送電・供給できる制度
※2︓⾃然光や⾃然通⾵などの⾃然エネルギーを、電⼒を使⽤する特別な設備機器を⽤いないで利⽤する⼿法
※3︓建物や製品が建設・製造されてから修繕やメンテナンス、撤去・廃棄まで含めたトータルとして必要な費⽤
※4︓優れた特性、機能を持ちながらより少ない環境負荷で製造、使⽤、リサイクルまたは廃棄でき、更に⼈に優しい材料もしくは材料技術
※5︓建物の省エネルギー化と太陽光発電などの創エネルギーにより建物のエネルギー消費量を⼤幅に削減している建物
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6 防災計画
6-01 基本⽅針
・地震や⼟砂災害など想定されるリスクに対応した建物強度や性能を確保します。
・BCP（事業継続計画）を遂⾏できる計画とします。
・避難経路を適切に計画し、利⽤者の安全を確保します。
6-02 災害対策・BCP
1）地震に対して
・建築基準法に定められている構造強度の 1.5 倍の耐震性を確保します。
（構造体
…Ⅰ類）
・窓や天井などの⾮構造部材は⼤地震発⽣時に損傷・移動等が発⽣せず、⼈命の安
全確保と機能確保することを⽬標とします。（建築⾮構造部材…Ａ類）
・建築設備は⼤地震発⽣時に⼈命の安全確保及び⼆次災害の防⽌を図り、⼤きな補
修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを⽬標とします。

２階平⾯図 1/600

４階平⾯図 1/600

１階平⾯図 1/600

３階平⾯図 1/600

（建築設備…甲類）
・サーバー室は免震床を設け、精密機器の転倒防⽌を図ります。
2）津波・⽔害・⼟砂災害に対して
・サーバー室などの重要諸室や空調機械室などは２階以上の上層階に設け、浸⽔や
⼟砂流⼊の被害から防ぎます。
・１階の設置がやむを得ない受⽔槽室などは、外部との建具を⽔密扉として浸⽔等
に対応します。
3）雪害に対して
・落雪やツララなどの雪害に対応し、無落雪の陸屋根を基本として雪害対策に必要
な設備を設けます。
・⾵雪を考慮し、来庁者が通⾏する部分に吹き溜りや雪庇ができにくい形状となる
よう配慮します。
4）災害発⽣時の備え
・停電時に備えて、⾮常⽤の⾃家発電設備を設けます。
・災害時に備えて、地下オイルタンクに発電機 72 時間（3 ⽇）分の燃料を確保し
ます。
・災害時に下⽔道本管が途絶しても排⽔できるよう、ピットに⾮常⽤排⽔槽を設
け、災害時もトイレを⼀定量使⽤できるようにします。
・上⽔道が途絶した場合でも、受⽔槽から⼀定期間給⽔を⾏える計画とします。
・災害対策拠点として飲料⽔や⽑布などの⾮常時⽤備蓄品を保管します。
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