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9 電気設備計画 

９-01 基本⽅針 
1）災害対策拠点として市⺠の安全・安⼼を⽀える庁舎 

・北海道胆振東部地震の際に発⽣したような⼤規模停電に備え、⾮常⽤発電機によって重要負荷をバック
アップします。 

・災害時でも市⺠や来庁者が⼀定期間滞在できるよう、市⺠利⽤スペースなどの照明や携帯充電⽤コンセ
ント、暖房の⼀部に⾮常⽤発電機による電⼒を供給し、⼀時避難に利⽤できる環境を整えます。 

2）市⺠が親しみを感じ、まちづくりの拠点となる庁舎 
・必要な情報をデジタル技術によって積極的に発信・収集し、市⺠にとってわかりやすく利便性に優れた

施設とします。 
・共⽤部の空間づくりとして、建築計画と調和した照明計画とし、開放的な雰囲気をつくります。 

3）『環境都市わっかない』を象徴する持続可能な環境共⽣型の庁舎 
・LED 照明器具や⾼効率変圧器、センサーを活⽤した⾃動制御、太陽光発電設備の設置及び⾃⼰託送によ

る再⽣可能エネルギー電⼒の使⽤など、「環境都市わっかない」のシンボルにふさわしい省エネルギー
性の⾼い庁舎を⽬指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
９-02 計画概要 
1）受変電設備 

・受変電設備を２階電気室に設置します。 
・メンテナンス及び更新時の機器搬出⼊を考慮した配置・スペース計画とします。 
・電⼒の基本料⾦低減のために、⾼圧コンデンサによる⾃動⼒率制御を⾏う計画とします。 
・電気⾃動⾞充電設備に対応した変圧器容量とします。 

形式 屋内型キュービクル式 
設備容量 1,450kVA 
想定契約電⼒ 685kW 

変圧器 
油⼊（2014 年トップランナー基準対応） 
⼀般電灯  単相 3 線 6.6kV/210-105V 150kVA×3 台 
⼀般動⼒  三相 3 線 6.6kV/210V 500kVA×2 台（防災動⼒含む） 
防災電灯  ｽｺｯﾄ   210V/210-105V 100kVA×1 台 

⼒率改善 ⾼圧進相コンデンサ設置、VMC による⾃動⼒率制御 
設置場所 2 階電気室 

  ※設備容量及び変圧器容量は実施設計において再度⾒直します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受変電設備単線結線図（庁舎） 
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９-02 計画概要 
2）⾃家発電設備 
a.⾮常⽤発電機 
・⾮常⽤発電機を 3 階発電機室に設置します。 
・⾮常⽤発電機は⽕災停電時の消⽕設備への電源供給を⾏うとともに、⾮⽕災停電時には重要な機器や最

低限の照明コンセント、⼀部の暖房・冷房・換気に電源を供給できるシステムとします。 
・燃料備蓄量は 72 時間（3 ⽇）分とします。 

形式 屋内キュービクル式空冷ディーゼル（⻑時間型、低騒⾳型） 
仕様・容量 三相３線 210V 50Hz 200kVA、原動機 約 240kW 
燃料 A 重油（約 42L/h） 
燃料⼩出槽 490L（発電機室内設置、少量危険物貯蔵取扱所範囲内） 
主燃料槽（機械設備⼯事） ボイラー兼⽤ 10,000L（うち、発電機で約 2,700L 使⽤） 
設置場所 3 階発電機室 
供給負荷 防災負荷、保安照明、保安⽤コンセント、空調、衛⽣ポンプ等 

b.太陽光発電設備 
・建物に太陽光発電パネルを設置します。 
・発電した電⼒は受変電設備の低圧配電盤に連系し、建物内の照明やコンセント、動⼒等の機器で利⽤す

る計画とします。また、商⽤停電時には⾃⽴運転モードに切り替えることで、発電した電⼒を携帯充電
⽤コンセントなどの電源として活⽤可能な計画とします。 

・発電量を表⽰する表⽰装置（モニター）を設置します。 
パネル仕様 単結晶シリコン太陽電池モジュール 
パネル容量 約 30kW 
パワーコンディショナ仕様 出⼒︓単相 3 線 210V-105V 約 30kW 
設置場所 パネル︓外壁、屋上 パワーコンディショナ︓電気室 
その他 逆潮なし（売電なし） 

3）幹線設備 
・負荷変更に対応しやすいケーブルラック配線とし、電圧種別毎に電源供給します。 
・幹線は⼀般電源系統と⼀般/発電機系統を分けるシステムとします。 

配線⽅式 ケーブル配線＋ケーブルラック 
ケーブル種別 600Ｖ CE ケーブル、耐⽕ケーブル（エコケーブル） 

配電電圧 電灯︓単相３線 210／105Ｖ 
動⼒︓三相３線 210Ｖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
4）電灯設備 
 a. 照明設備 

・LED 照明器具主体とした照明計画とし、省エネルギー化及びメンテナンスの負担低減を図ります。 
・照度基準は JIS9110-2010 及び建築設備設計基準 R3 年版（以下「設計基準」）を参考とします。 
・トイレや更⾐室等では、⼈感センサーによる照明の⾃動点滅（操作スイッチ共⽤）を⾏い、省エネルギ

ー化を図ります。 
・執務室については、⼈感センサーや明るさセンサー等を設置し、調光制御を⾏うことにより、省エネル

ギー化を図ります。 
・議場使⽤中を議場外に表⽰する表⽰灯を議場出⼊⼝付近に設置します。 
・照明スイッチは操作しやすいワイド型とします。 
・建築基準法及び消防法に基づき、⾮常⽤照明（LED、電池内蔵）及び誘導灯（LED、電池内蔵）を設置

します。 
 
照度基準 
（照度は作業⾯平均照度を⽰し、執務室などは床⾯+0.8m の⾼さ、その他は床⾯とする） 

室⽤途 
参考照度（lx） 設計平均照度 

（lx） 室⽤途 
参考照度（lx） 設計平均照度 

（lx） JIS 設計基準 JIS 設計基準 
執務室 750 750 750 書庫 200 200 200 
会議室 500 500 500 ⾵除室 100 100 200 
議場 750 750 750 待合 200 - 200 

⼀般廊下 100 100 100 トイレ 200 200 200 
更⾐室 200 200 200 電気室・機械室 200 200 200 
倉庫 100 100 100 サーバー室 500 500 500 

・照明点滅制御︓共⽤部 … ⼆線式多重伝送式リモコンスイッチによる中央操作 
         事務諸室 … ⼆線式多重伝送式リモコンスイッチによる現地操作 
 倉庫等 … 個別タンブラスイッチ 
 トイレ・更⾐室 … ⼈感センサー＋操作スイッチ（⾃動-点灯-消灯） 
 外部・外灯 … タイマー（⽇の出・⽇の⼊時刻対応） 
 その他 …  執務室は⼈感センサーにより、⼈の不在時には⾃動で減光を⾏い  

ます。(在・不在検知制御) 
執務室の中で窓に⾯した執務室は、⼈感センサーによる在・不
在検知制御に加えて、明るさセンサー制御による⾃動調光も⾏
います。（昼光利⽤制御） 
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９-02 計画概要 
b.コンセント設備 
・掃除⽤・保守⽤として、廊下や室内の壁及び柱⾯にコンセントを配置します。 
・各執務室内 OA 機器⽤にコンセントを配置します。また、電源種別毎に以下のようにコンセントの⾊分

けをします。 
⼀般電源コンセント︓⽩⾊ 発電機電源コンセント︓⾚⾊ 

・OA フロアエリアの床コンセントは OA タップ⽅式とします。 
・電⼒料⾦の徴収が必要なエリアには電⼒量計（パルス発信・検定付）を設け、計量を⾏います。 

課⾦⽤電⼒メーター設置︓売店、ATM 
対象負荷︓照明、コンセント ※空調換気は対象外 

・分電盤は各階 EPS 内設置を基本とし、必要に応じて各室内に個別の分電盤を設置します。 
・分電盤はブレーカートリップなどの警報を、盤単位で⼀括して⾃動制御設備（機械設備）に発報するシ

ステムとします。 
・分電盤には幹線単位で SPD（避雷器）を設置します。 
・分電盤前⾯には以下のランプ表⽰を⾏います。 

幹線通電ランプ︓⽩⾊ランプ ブレーカートリップ⼀括警報︓オレンジ⾊ランプ 
5）動⼒設備 

・空調及び衛⽣動⼒、エレベーター等の電源供給及び制御⽤として機械室等に動⼒制御盤を計画します。 
・必要に応じて動⼒制御盤内幹線毎もしくは機器単位に電⼒量計（パルス発信・検定付）を設け、計量を

⾏います。 
・機械室以外に設置する動⼒機器には、メンテナンス時に安全に点検が⾏えるよう、機器近傍に⼿元開閉

器盤（通電ランプ付）を設置します。 
・空調機やポンプ類の発停は⾃動制御設備からの信号により⾏い、必要に応じて動⼒制御盤内で機器の連

動制御を構築します。また、各機器の警報は個別に⾃動制御設備に発報するシステムとします。 
・動⼒制御盤には幹線単位で SPD（避雷器）を設置します。 

6）接地設備 
・B 種及び特殊機器専⽤接地以外は、構造体を利⽤した統合接地⽅式とし、雷サージによる電位差を低減

する計画とします。 
・単独接地極は、銅板または銅棒とします。 

7）雷保護設備 
・建築基準法に基づき、建物⾼さが 20ｍを超える範囲について、落雷からの被害を軽減させるための外部

雷保護設備を設置します。 
・設置基準は新 JIS 雷保護設備（JIS A4101:2003）に準拠します。 

 

 
 
 
 
 
 
8）構内配電線路設備 
a.電⼒引込設備 
・新庁舎は⾼圧 6.6kV 50Hz １回線で引込みます。 
・公⽤⾞⾞庫は⾼圧で引込みます。 
・北電受給地点から地中埋設配管にて、建物内にケーブルを引込みます。 
b.外灯設備 
・建物周囲及び⾞路・駐⾞場の明るさを確保するために、外灯（LED）を設置します。 
・外灯器具は 5m 程度の⾃⽴ポール式とし、除雪の⽀障とならない位置に配置します。 
・外灯の点滅は年間プログラムタイマー（⽇の出・⽇の⼊対応）による⾃動点滅制御とします。 

9）構内情報通信網設備 
・必要諸室に LAN ⽤の配管配線及び LAN 端⼦を本⼯事で設置します。 

（サーバーから HUB までの主幹線及び光ケーブルを除く） 
・LAN ケーブル及び LAN 端⼦は Cat.6A 対応とします。 
・ネットワーク系統はイントラ系（LGWAN 等）×１、単独回線系統（住基ネットワーク等）×1、無線 LAN

（インターネット）系統×1 の 3 系統とし、系統毎にケーブル及びモジュラーの⾊分けをします。 
・単独回線系統は通信事業者の回線を直接必要な室に引込むために、空配管を設置します。 
・HUB やサーバーなどの機器類及びネットワークの構築は別途⼯事とします。 

10）構内交換設備 
・建物内の連絡は内線電話で⾏う事を想定し、必要諸室に配管配線及び電話端⼦を設置します。 
・電話交換機、電話機などの機器類は別途⼯事とします。 

11）情報表⽰設備 
a.電気時計 
・庁内時計⽤として、電気時計を計画します。 
⽅式 有線式親⼦時計 
時刻補正⽅法 ⻑波（標準電波）もしくは FM 電波による時刻補正 

b.登退庁表⽰ 
対象者 ︓議員、市⻑、副市⻑、教育⻑ 
主要機器︓管理⽤ PC、タッチパネル式表⽰⽤モニター 

c.デジタルサイネージ 
・サイネージプレーヤーの機能を搭載したディスプレイ（スタンドアローン）を設置し、任意の映像を表

⽰させる設備を計画します。  



稚内市庁舎建設 基本設計書 26 
   

9 電気設備計画 

12）映像⾳響設備 
・会議室等でマイクや BGM、映像利⽤が可能なように、映像⾳響機器を設置します。 

主要機器︓スピーカー、ワイヤレスマイク、CD プレーヤー、ミキサー、プロジェクター、 
電動スクリーン 

13）拡声設備（⾮常放送、業務放送） 
・⽕災報知設備と連動した⾮常警報設備（⾮常放送）を設置します。 
・全館放送（呼出し、チャイム、BGM）の業務放送（屋外含む）も放送アンプからあわせて⾏えるように

計画します。 
・議場フロアにのみ放送可能なように系統を分けるシステムとします。また、議場内は業務放送の ON/OFF

ができるシステムとします。 
⽤途 ⾮常放送⽤、業務放送⽤ 
アンプ仕様 20 局 360Ｗ ２か国語（⽇本語、英語）対応 

14）誘導⽀援設備 
a.インターホン設備（外部⽤、エレベーター⽤） 
・休⽇・時間外受付としてカメラ付インターホンを計画します。 
b.トイレ呼出設備 
・様々な⼈たちが利⽤することを考慮し、バリアフリートイレに緊急呼出⽤の呼出しボタンを取付け、呼

出表⽰盤で表⽰可能な計画とします。 
c.⾳声誘導装置設備 
・⽬の不⾃由な⽅を庁舎出⼊⼝に案内するための⾳声誘導装置を計画します。 

15）テレビ共同受信設備 
・建物内でテレビを視聴可能なようにテレビアンテナ（UHF、BS/CS110°）の設置を計画します。 
・必要諸室にテレビ⽤アウトレットを設置します。 
・増幅器や分岐分配機等の機器は 4K8K 対応とします。 

16）監視カメラ設備 
・防犯対策⽤として、⾵除室や階段室、エレベーターホールなどの共⽤部にカメラを設置し、監視・録画

が可能なシステムとします。 
・システムはネットワーク⽅式とし、５fps にて２週間録画可能なシステム容量とします。また、録画した

映像をブルーレイディスクもしくは DVD に書き込み可能な仕様とします。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
17）防犯・⼊退室管理設備 
a.⼊退室管理設備 
・⼊退管理システムの導⼊を可能とするため、必要箇所にカードリーダー⽤空配管及びボックスを計画し

ます。 
・機器及び配線は別途とします。 
b.防犯設備（機械警備） 
・外部委託による機械警備対応⽤に、必要箇所に空配管及びボックスを設置します。 
・機器及び配線は別途とします。 

18）⽕災報知設備 
a.⾃動⽕災報知設備（新庁舎） 
・消防法に基づき⾃動⽕災報知設備を設置します。 
システム⽅式 R 型受信機 
主要機器構成 受信機、副受信機、感知器、発信機、表⽰灯 

b.⾃動⽕災報知設備（公⽤⾞⾞庫） 
・⼈が常時いる空間のため、⾃動⽕災報知設備を任意設置します。 
システム⽅式 P 型 2 級受信機 
主要機器構成 受信機、感知器、発信機、表⽰灯 

c.⾃動閉鎖設備 
・建築基準法に基づき、防⽕⼾・防⽕シャッター等の⾃動閉鎖装置を設置します。 
・⾃動閉鎖装置の信号は、⾃動⽕災報知設備の受信機に移報・発報するシステムとします。 

19）議会⽤会議設備 
a.議場システム 
・議会運⽤を⽬的とした議会システムを設置します。 
b.会議⽤システム 
・議会委員会⽤に、⼤会議室に⾳声録⾳を⽬的とした会議システムを設置します。 

20）構内通信線路設備 
・通信事業者受給地点から地中埋設にて引込⽤空配管を設置します。 

21）防災・⾏政⽤無線設備 
・防災及び⾏政無線⽤の空配管及び電源を設置します。 
・同システムに関する機器及び配線は全て別途⼯事とします。 
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９-03 通信・情報設備⼯事区分表 
●は本⼯事で⾏うものを⽰す。 

項⽬ 電源供給 配管 配線 機器 備考 
構内情報通信網設備 ● ● ● - 光回線引込は別途 
構内交換設備 ● ● ● - 電話回線引込は別途 
情報表⽰設備 ● ● ● ●  
映像・⾳響設備 ● ● ● ●  
拡声設備 ● ● ● ●  
誘導⽀援設備 ● ● ● ●  
テレビ共同受信設備 ● ● ● ●  
監視カメラ設備 ● ● ● ●  
⼊退室管理設備 ● ● ● ● 電気錠は建築⼯事 
防犯設備 ● ● - - 電源供給は機器の⼀次側まで 
⽕災報知設備 ● ● ● ●  

議場システム ● ● ● ● インターネット配信⽤ PC や資
料表⽰⽤の設備は別途 

会議システム ● ● ● ●  
防災・⾏政⽤無線設備 ● ● - - 電源供給は機器の⼀次側まで 

 
※以下の機器及び設備については別途⼯事とします。 
・構内交換設備機器及び電話線引込⼯事や回線契約 
・構内情報通信網設備機器、通信線引込⼯事や回線契約 
・議場内のインターネット配信⽤ PC や資料表⽰⽤設備 
・防災や⾏政⽤無線設備の機器や配線 
・本概要に記載のない設備 
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10 機械設備計画 

10-01 基本⽅針 
1）災害対策拠点として市⺠の安全・安⼼を⽀える庁舎 

・災害対策拠点として、⾮常時でも⼀定の執務機能を維持できるよう、機器の冗⻑性や耐震性の確保に配
慮します。 

・⼀時避難場所として市⺠を受⼊れられるよう、暖房や給排⽔設備を機能させるための燃料や⽔の備蓄な
どに配慮します。 

2）市⺠が親しみを感じ、まちづくりの拠点となる庁舎 
・１年を通して快適な温熱環境を維持できるよう配慮します。 
・バス停やおもいやり駐⾞場から⾵除室に⾄る屋外経路には融雪設備を設置し、冬期積雪時でも安全に市

⺠が庁舎にアクセスできるよう配慮します。 
3）『環境都市わっかない』を象徴する持続可能な環境共⽣型の庁舎 

・⼀次エネルギー消費量の 50％削減（ZEB Ready 相当）を⽬標として、⾼い省エネルギー性能を持つ庁
舎とします。 

・電気主体の熱源システムを採⽤し、⾵⼒や太陽光に由来する低負荷電⼒を積極的に利⽤することで、エ
ネルギーの地産地消を推進する庁舎とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地中熱採熱⽤ボアホールサイト・インフラ引込みルート 

 
 

 
 
 
 
 
 
10-02 空調設備計画概要 
1）環境条件 

・温湿度条件を下記とします。 

⽤ 途 
夏 期 冬 期 

℃ DB % RH ℃ DB % RH 
外気※ 25.4 76.7 -9.8 66.2 
執務スペース、議場 26.0 60.0 22.0 40.0 
ロビー等共⽤スペース 28.0  20.0  
会議室、当直室、その他個室 26.0  22.0  

※国交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 30 年版）による。 
2）熱源設備 

・エネルギーの地産地消に配慮し、⾃⼰託送による電⼒を使⽤可能な電気主体の熱源システムとします。 
・シンプルな機構で、特に冷房時に⾼効率性を発揮しやすい空冷ヒートポンプチラーと、塩害や低外気温

の影響を受けにくい地中熱ヒートポンプチラーを適切に組み合わせます。 
・地中熱採熱システムは密閉式配管による搬送動⼒低減効果を⾒込みやすいクローズドループ⽅式を主体

とします。 
・融雪及び冬期の⾮常⽤バックアップ熱源として真空式温⽔器を設置します。燃料は⾮常⽤発電機との兼

⽤を考慮して灯油とし、備蓄燃料の更新負担の軽減に配慮します。 
・冷温⽔ポンプはインバーター付きとし、低負荷時の搬送動⼒低減に配慮します。 

 
  

庁舎市⽔ 40A 庁舎汚⽔ 125A 

⾞庫市⽔ 32A ⾞庫汚⽔ 
100A 
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10 機械設備計画 

10-02 空調設備計画概要 
3）空調設備 

〇各階執務室スペース及び１階ロビー 
・間仕切りのない⼤空間に適した空調機⽅式とします。 
〇個別空調室（サーバー室、災害対策重要室、市⻑室、副市⻑室、宿直室） 
・重要諸室に加え、⼀般居室と異なる空調条件や運転時間となる室は、制御性や⾃⽴性を優先して単独系

統の空冷エアコンとします。 
・サーバー室はメンテナンス及び故障時のバックアップを考慮し、100％能⼒×２系統とします。 
〇⼀般空調室（個別空調室以外の空調室） 
・個別空調室以外の室は、複数の室内機を⼀括で制御するマルチ型の空冷エアコンとします。 
〇議場（傍聴席） 
・空調機（FCU）による冷暖房とし、同時使⽤率を考慮しながら中央熱源の容量抑制に努めます。 
〇全館共通 
・会議室を除いた執務スペース等の常時⼈が執務を⾏う室は、冬期の窓際暖房補助として温⽔パネルヒー

ターを設置します。また、外壁に⾯したトイレには、凍結防⽌⽤として電気ヒーターを設置します。 
4）換気設備 

・各階執務スペースは、熱回収型外気処理空調機により、換気⾵量とエアバランスの維持及び外気の加熱
（冷却）⽤エネルギー消費量の低減を両⽴させます。 

・上記以外の室には、室使⽤状況に応じて個別に発停制御が可能な全熱交換気扇を設置します。 
5）⾃動制御設備 

・建物内の空調衛⽣設備を⼀括監視できるよう、中央監視装置とエアコン集中リモコンを設置します。 
・建物内の電気、⽔、燃料の消費量を計量します。 

6）給油設備 
・⾮常⽤発電設備⽤として、建物⻄側に埋設オイルタンクを設置します。 
・建物内の給油設備は、発電設備と熱源設備で別系統とします。 

7）融雪設備 
・南側のおもいやり駐⾞場と東側のバス停から⾵除室に⾄るアプローチ動線上に、温⽔融雪設備を設置し

ます。 
・融雪⽤温⽔は、ボイラー及び空冷（地中熱）ヒートポンプチラーで製造します。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
10-03 衛⽣設備計画概要 
1）給⽔設備 

・敷地周辺の市⽔インフラから給⽔配管を施設内に引込みます。接続ルートはインフラ側との調整により
決定します。 

・館内給⽔系統は飲⽤と雑⽤の２系統とし、受⽔槽からの加圧給⽔⽅式（ポンプは⾮常電源供給）とする
ことで、平時の給⽔負荷平準化と⾮常時の備蓄に配慮します。 

・受⽔槽は、飲⽤系統を⽔質に配慮して FRP 製（有効 5.5 ㎥）とし、雑⽤系統をスペース効率に配慮して
ピット利⽤のコンクリート製（有効 39.4 ㎥）とします。 

・雑⽤系統は⽔質管理のため、加圧給⽔ポンプ吐出部に塩素注⼊設備を設けます。 
2）排⽔設備 

・建物内外ともに、汚⽔と雑排⽔の合流とし、⾬⽔を分流とします。 
・敷地周辺の汚⽔⾬⽔インフラに放流します。接続ルートはインフラ側との調整により決定します。 
・⾮常時の汚⽔インフラ途絶に備え、ピット利⽤の汚⽔⼀時貯留槽を設けます。 
・湧⽔対策としてピット内に釜場と湧⽔排⽔ポンプを設けます。 

3）給湯設備 
・全て電気式個別給湯とします。 
・⼿洗⽤ 3L 電気温⽔器をトイレに、給湯室シンク⽤ 20L 電気温⽔器を給湯室にそれぞれ設置します。 

4）衛⽣器具設備 
・節⽔型器具を積極的に採⽤します。 

5）消⽕設備 
・消防法に基づき、屋内消⽕栓設備で全館を警戒します。 
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10 機械設備計画 

10-04 空調・床暖房エリア図 
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11 概算事業費・事業スケジュール 

11-01 概算事業費 
・基本構想・基本計画において算定した概算事業費をもとに、建設物価動向などを踏まえて基本設計概算

を算定します。 
・新庁舎の⾯積を約 6,600 ㎡とし、建設費を計上します。 

 
○基本設計概算事業費  

名称 ⾦額 備考 

庁舎建設⼯事 49.6 億円 約 6,600 ㎡、公⽤⾞⾞庫 

解体⼯事 3.4 億円 庁舎、公⽤⾞⾞庫 

外構⼯事 2.8 億円  

その他 4.6 億円 概算補償費等 

合計 60.4 億円  
特記︓ 本概算⾦額には下記の諸⼯事費は含みません｡ 

地中障害物撤去、近隣対策補償費、電波障害調査・対策費、⽇照障害対策費、 
カーテン・ブラインド・暗幕、什器・備品類、特殊サイン・アート類、消⽕器、 
機械警備・ネットワーク通信機器・通信⽤アンテナ等の機器本体及び配線・関連機器、電話交換機・電話機 
電気・電話・給⽔引き込み負担⾦、排⽔受益者負担⾦、電気・上下⽔・ガス・電話の本設以降の基本料⾦ 

 
11-02 事業スケジュール表 

・建設予定地と現庁舎敷地の⼯事スケジュールを踏まえ、新庁舎の開庁は令和７年秋頃を想定します。 
 

〇事業スケジュール案 
 


