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□ 敷地概要

1.建設地

2.地域・地区

3.敷地面積

京都市上京区今出川通室町西入堀出シ町２８９ほか

約3,600㎡

用途地域

防火地域

高度地区

景観保全

許容容積率

許容建ぺい率

商業地域（今出川通から３０ｍを境界として南側（Ⅰ））

第一種住居地域（今出川通から３０ｍを境界として北側（Ⅱ））

防火地域（今出川通りから11ｍを境界として南側）

準防火地域（今出川通りから11ｍを境界として北側）

20ｍ第４種高度地区（Ⅰ）

15ｍ第２種高度地区（Ⅱ）

沿道型美観形成地区（Ⅰ）

旧市街地型美観地区（Ⅱ）

600％（Ⅰ）

200％（Ⅱ）

080％（Ⅰ）

 60％（Ⅱ）
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市バス
上京区総合庁舎前停留所

地下鉄烏丸線
今出川駅
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計画地

①

③

⑥

④
⑤

②

①

京都保護観察所

同志社大学新町校舎

同志社大学継志館

- 凡例 -

庁舎・事務所

学校・幼稚園・保育所

集合住宅

戸建住宅

駅出入口

バス停留所

来庁舎動線

⑥　【南側道路】
　　・道路幅員約16.6m（歩道あり）の道路
　　・府道銀閣寺宇多野線（今出川通）

①　【北側道路】
　　・道路幅員約3.85m（歩道なし）の道路
　　・近くに京都市室町乳児保育所がある

③　【南側道路】

②　【南西敷地購入予定地】
　　・今出川道路に面する

⑤　【北側敷地購入予定地】
　　・道路幅員約4.2m（歩道なし）の道路
　　・地域住民の生活道路

④　【東側道路】
　　・東側道路より進入　

□ 敷地周辺図・現況写真

京都市上京区総合庁舎新築工事基本設計 敷地周辺図・現況写真 A-07
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  １ 計画地の概要  

 

(１)計画地の周辺状況 

・計画地は，既存の上京区役所敷地であり，隣接地を購入し敷地面積を拡張する。 

・京都市営地下鉄 烏丸線今出川駅から西に約 250m の位置に計画地がある。 

・計画地は，東側にイトーピア京都学生会館・今出川パーキング，北東側は駐車場・低層住宅地 

 となっている。西側及び北側は低層住宅地で北側道路を挟んだ向かいには，京都市室町乳児保 

 育所がある。 

・隣接地との境界部分はすぺて高さ 2ｍ程度のコンクリート塀・ブロック塀で囲まれている。 

・南側前面道路は，今出川通(府道 101 号線 幅員 16.6～16.7m)であり，道路沿いは低層・小型の 

店舖が建ち並んでいる。 

・計画地の周辺には，同志社大学(新町キャンパス：北側 200m，今出川キャンパス：東側 300m)・ 

同志社女子大学(東側 600m)がある。 

・計画地の東南東方向 700m には京都御所があり，北東方向 600m には相国寺・門前町がある。 

・公共施設としては，西側 500m に上京保健センター(今回計画で統合予定)，南南東 650m に府民 

ホールアルティ，南側 900m に京都府庁・京都法務合同庁舎・府警本部などの官庁街がある。

計画地の概要 A-08 
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 ２ 設計基本方針  

 

（１）設計コンセプト 

区民に開かれ、やさしい「き・づかい」の庁舎 

 

基本設計コンセプト デザインの目標 

誰もが便利で使いやすい庁舎 

誰もが快適な庁舎 
来庁者や働く人に対して，

やさしい「気遣い」 
ユニバーサルデザイン 

熱負荷の低減 

自然エネルギーの利用 
地球環境にやさしい 

「気遣い」 
資源の有効活用 

今出川通にふさわしい外観 

周辺住宅になじませる 
上京らしいしつらえの 

「気遣い」 
周辺住宅のプライバシーの確保 

京町家のデザインを踏襲 

内部の「木使い」を外にあらわす 
上京庁舎を際立たせる 

「木使い」 
木のやさしさ 

 

（２）設計方針と特徴 

 

（ア）区民に開かれた親しみやすい総合庁舎 

・区民交流スペースを含めた吹き抜けエリアは，区民の皆様が気軽に立ち寄れるよう配慮すると

ともに，明るく，開放的な内部空間とする。 

    ・木の温かみや質感により，区民の皆様に親しみやすい総合庁舎とするため，床や壁の仕上げ材

に木材を利用した内装を行う。 

 

（イ）区民の自主活動をはぐくむ総合庁舎 

・ボランティア活動や展示・発表会等のグループ活動を支援するため， １階に区民交流ロビー ， 

４階に区民交流会議室として２室（うち 1 室は和室）を設け，区民の皆様のさまざまな自主活

動の場とする。 

 

（ウ）誰もが安心して利用できる総合庁舎 

・各課の窓口がわかりやすい案内表示，トイレのオムツ替えベッド・補助手すり，オストメイト

設備，非常呼出設備の設置など，誰もが利用しやすく，人にやさしいユニバーサルデザイン    

の考え方を採用する。 

   ・防災拠点として，非常用発電設備，災害備蓄倉庫を設置する。 

 

 

 

 

 

（エ）上京の伝統・文化をはぐくみ景観に配慮した総合庁舎 

・縦格子や板目模様の外壁，瓦葺きとした軒庇など，和のデザイン意匠を採用することで伝統性を表

現する。 

    ・「新景観政策の進化」の考え方を踏まえ，すっきりとした水平ラインを形成する外観意匠とするこ

とで未来の京都に繋ぐ先進性を表現する。 

    ・西陣や茶道など，上京に根付く伝統・文化を伝えるための展示スペースを設ける。   

 

（オ）地球環境に配慮した総合庁舎 

・太陽光発電設備の利用，自然換気による自然エネルギーの利用，屋上緑化や省エネガラスの採用に

より，外部からの熱負荷の低減を行うことで地球環境にやさしい施設とする。 

  ・下水道への負荷低減を図る雨水流出抑制槽を設けるほか，井戸水・雨水を便器洗浄水や散水に利用

するための設備を設ける。 

    ・区民交流スペース，待合ロビー ，会議室などの区民の皆様が利用される場所に，木材による内装仕

上げを行うほか，家具工事ではカウンター ，記載台，ベンチ等に，外部では今出川通に面した１階

に設ける縦格子に木材を採用する。 
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 ２ 設計基本方針  

 

(１)社会性に関する性能(つろくさせる) 

ア 地域性への配慮 

・上京区は，平安京以来の長い歴史を背景とした伝統と文化のまちであり，「京」の中心として在り

続け，連綿とした歴史に磨かれた質の高い市民文化の息づくまちである。このような上京区の特性

にふさわしい施設づくりを行う。 

・計画地周辺は，京都御所や社寺，同志社大学などが立地し，さらに敷地周囲には，共同住宅・低層

住宅地・保育所などある。このような，様々な機能やスケールをもった建物が混在する計画地の特

性に配慮した施設整備を行う。 

 

イ 地域環境・地域景観の向上 

・上京区の特性や計画地（現庁舎建替）の周辺環境を十分読み取った上で，地域環境・地域景観の向

上に寄与する計画を行う。 

・敷地内の緑化や屋上緑化により地球環境の向上を図る。 

・上京区の伝統と文化，計画地周辺建物の形態やスケール等を踏まえた外観デザインを行う。 

 

(２)機能性・利便性に関する性能(こころをくばる) 

ア 利用者の利便性と安全性に配慮した外部動線 

・歩行者と車の動線が交錯しないように，アプローチ部分の歩車分離を図る。 

 

イ 明快な内部ゾーニング 

・庁舎内のゾーニングを明快にし，来庁者にとって分かりやすい内部空間とする。 

・建物の前面に吹抜けをもつ共用空間を計画し，内部空間の一体性と外部空間との一体性も高める。 

・各部門の機能や来庁者の数や目的を考慮した階構成とする。 

 

ウ 誰もが使いやすい施設 

・窓口スペースは，来庁者にとって分かりやすい位置に設け，エレベータや階段からも視認しやすい

ように配慮する。 

・車いす利用等を想定したバリアフリーを徹底し，さらにはだれもが使いやすいユニバーサルデザイ

ンを実践する。 

・サイン等の誘導表示は誰もが分かりやすいように，位置や大きさに配慮する。 

・災害時の誘導におけるバリアフリーにも配慮する。 

・設備機器のスイッチ類は操作性の高いものを使用し，分かりやすい位置に設置する。 

 

エ 利用者のプライバシーへの配慮 

・個人情報保護の観点から，執務室内への立ち入り防止やカウンター廻りの視線に配慮する。 

・長時間の相談等に備えて個室を計画する。 

 

 

 

 

オ 利用者の健康への配慮 

・内装材は，Ｆ☆☆☆☆の材料を中心に選定し，シックハウス対策を行う。 

・施設運営上，内部空間は全面的に禁煙とする。 

 

(３)環境保全に関する性能(なじませる) 

ア 省エネルギーの推進 

・建築計画においても設備計画においても省エネルギーに配慮した計画とする。 

・自然エネルギーの活用を積極的に行う。 

・ＣＡＳＢＥＥ京都（京都市建築環境総合性能評価システム）のＡランクを目指し，ＬＣＣＯ2の削減

量において高レベルの成果を達成する。 

 

イ 環境負荷の軽減 

・リサイクル材の活用や熱帯材型枠の使用抑制を行う。 

・敷地内を適切に緑化する。 

・保水性のある舗装材の採用などにより地下水の涵養を図り，下水道の負荷を軽減する。 

 

ウ 周辺環境への配慮 

・東側，西側の住宅に対して，騒音，排気ガスの影響を抑え，プライバシーに配慮する。 

・落葉の影響に配慮して樹種を選定する。 

 

(４)安全性に関する性能(そなえる) 

ア 耐震安全性の確保 

・構造体の耐震性能は，「庁舎施設の総合耐震計画基準」に基づくⅡ類とする。 

・構造体のみならず，天井下地，壁下地等の２次部材の耐震性にも十分配慮する。 

 

イ 災害に強い庁舎 

・集中豪雨や洪水に備え，電気室，発電機室は３階に配置する。 

・開口部の水密性，気密性を十分確保する。 

 

(５)経済性に関する性能(しまつする) 

ア 長寿命化への配慮 

・庇による外壁の汚れ防止などにより長寿命化を図る。 

・使用材料は，防汚性，耐衝撃性，耐候性にすぐれ，清掃しやすいものを選定する。 

・照明器具は，ランプ寿命が長く，ランプ類の取替えが容易なものを選定する。 

 

イ 維持管理への配慮  

・設備機器は維持管理しやすいように適切なメンテナンス経路・スペースを確保する。 

・将来更新時の作業スペースを適切に確保する。 

設計基本方針 A-10 
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(６)主要室の計画 

 

ア 区民ロビー(１階) 

・エントランスホールと一体的に計画され，区民に開放された区民交流スペースである。 

・情報掲示板，ちらしＢＯＸ，案内情報端末，交流スペースを設ける。 

・展示や各種交流イベントの開催を想定し，談話・ミーティングスペースも確保する。 

 

イ 大会議室(４階) 

・移動間仕切りによって２分割することが可能な会議室とする。 

・庁内の会議のほか，必要に応じて区民の利用を想定する。 

・選挙の開票場として使用することを想定する。 

・分割室毎に遮音性への配慮をする。 

 

ウ 区民交流機能 会議室 (４階) 

・区民の利用のほか，必要に応じて庁内の会議による利用を想定する。 

・分割室毎に遮音性への配慮をする。 

 

エ 事務室（１階・２階・３階） 

・将来の機能更新に柔軟に対応するため，室内中央部には柱のない構造とする。 

・各事務室にカウンターを設け，カウンター上部には適宜案内サイン等を設置する。 

・１階市民窓口課には，書類搬送機を設置する。 

 

(７)内装計画 

ア シンプルで機能的な内装計画 

・総合庁舎および区民交流施設という機能に合理的に対応する内装計画を行う。 

・共用部分は，木を極力使用した内装計画とし，専用部分は，耐久性が高く華美にならないことに留

意する。 

 

イ 主要室の内装デザイン 

(ア) 区民ロビー・ホール(１階) 

・メインエントランスとサブエントランス１をつなぐ東西に長い通路空間である。 

・来庁者にとって分かりやすい動線を主旨とし，南側は全面ガラススクリーンとし，明るく開放的で

あるとともに，落ち着きを感じさせる空間とする。 

・メインエントランスに接し，エントランスホールしての機能と交流空間としての機能をもつ。 

・床面は，フローリングとし，壁面・天井も木を主体にしたデザインとする。 

 

(イ)相談室・面接室等 

・相談室（区民部・福祉部），面接室（福祉部），相談室（保健部）等の区民のプライベートな相談

等に使用する諸室は，やわらかい雰囲気となるような内装デザインに留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築計画 A-13 
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(８)外構計画 

 

ア 外構計画方針 

(ア)内部空間と連続する外部空間の創出 

・庁舎は，前面今出川通に対して境界線から約３ｍセットバックして配置し，歩道と一体的な空地を

確保する。 

・区民ロビーの南面は，ガラスの開口部とし，今出川通と内外が一体となるように創出する。 

 

(イ)地域アメニティの向上 

・敷地内を積極的に緑化し，来庁者や周辺住民にとってアメニティ豊かな屋外空間を創出する。 

・西側空地には，案内サイン，掲示板，フラッグポール等を設ける。 

 

(ウ)利便性・安全性の確保 

・歩車分離に配慮し，歩行者スペースには車両が進入しにくい構造とする。 

・屋外空間に庁舎名表示，誘導表示等を適切に配置して，案内性を高めるとともに，注意喚起表示を

設置して安全性の確保に配慮する。 

 

イ 植栽計画 

・南側の今出川通沿いに，常緑樹の高木を設ける。 

・敷地境界に沿って植栽帯を設ける。東側・西側には隣地のプライバシーに配慮して生垣状の植樹を

行い，北側には低木を植樹する。 

 

ウ 雨水排水計画 

・雨水排水計画に使用する時間降雨量は１２０㎜／時間とする。 

・建物出入口にはすべて横断側溝を設置する。 

・敷地内の雨水は 終的に今出川通沿いにある水路に放流する。 

 

(９)バリアフリーに関する計画 

ア 平面・断面計画 

・建物出入口には段差を設けず，スムーズな出入りができるように配慮する。 

・建物内部の階段以外の部分には，原則として段差を設けない。 

・来庁者や職員が通常使用する階段は，蹴上１６０mm 以下，踏面３００mm 以上とし，両側に手摺を設

ける。 

・昇降機を分かりやすい位置に設置し，身体障害者仕様とする。 

・車いす等の利用を想定した多目的便所を各階に設ける。 

 

イ 細部の計画 

・受付カウンターは車いす利用を想定したものとする。 

・ドアハンドル，水栓金物等は，誰もが使いやすいように配慮する。 

・多目的便所は，ベビーチェアや大人用ベッドの設置，オストメイト対応等に配慮する。 

 

 

・床面や階段手摺り部分の誘導表示を適宜設置する。 

・床材には滑りにくい材料を使用する。 

・音声案内，点字サイン等を適宜行う。 

 

ウ 災害時のバリアフリー 

・緊急時に，視覚障害者，聴覚障害者に警報を知らせる装置を設置する。 

 

(１０)サイン計画 

・サイン類は，視認性の向上を重視した設置位置，文字の大きさとする。 

・庁舎の各部門毎に色分けを行う。 

・将来の部署変更に柔軟に対応できる仕様とする。 

 

 

（１１）防災計画 

 

  （１）基本方針 

    ア 防火性能の確保 

      ・法令に基づいた適切な防火区画を行なう。 

       ・内装材の不燃性を高め，仕上材は原則として不燃材を使用する。 

                    

  イ 避難安全性の確保 

       ・地上部分には避難階段を２ヶ所設置し，複数の避難経路を確保する。 

      ・避難専用の階段ではなく，日常使用する階段を避難用にも使用することとし，非常時にもスムー

ズな避難ができるように配慮する。 

                    

  ウ 防災機器の適切な配置 

       ・排煙設備の作動装置，消火器の配置等は，法令に基づくのみならず，日常的に認識でき非常時に

扱いやすいことに留意する。 
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（２）耐震設計方針 

  ア 耐震安全性の分類と目標 

  ・ 耐震安全性の分類  本施設は災害対策施設である  （施設名称 ： 区役所） 

構造体 Ⅱ類 建築非構造部材 Ａ 類 建築設備 甲類 

 

  ・ 耐震安全性の目標（甲類）大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると共に，大きな補修をすることもなく，必要な設備機能を相当期間継続できる。 

 

  イ 各室の定義と目的 

各　室 定　義　と　目　的 対　象　室

大地震動後に災害応急対策活動の拠点となる室

活動拠点室 （ａ）各機関の防災業務計画等において，非常対策本部の設置場所として定められている室 ４Ｆ　会議室（災害対策本部）

（選定基準） （ｂ）所長室，局長室等で，災害対策に関する指令作戦， 終判断を行う室 ２Ｆ　区長室，応接室

（ｃ）総務課（部），企画課（部）等，防災上の調整，復旧対策の立案を行う室 ２Ｆ　区民部総務課，１Ｆまちづくり推進課

（ｄ）情報関係，救助関係，災害対策等に直接関連する室

（ｅ）上記に近接する主要な会議室

大地震動後の活動拠点室における活動を支援する室で，通信・連絡・水・電力の確保に関する業務を
行う必要 小限の室

活動支援室 （ａ）通信連絡関係 … 電話交換室，通信室，無線室，電算室等

（選定基準） （ｂ）水・電気関係 … 中央監視室，電気室，発電機室，水槽室等 １Ｆ 宿直室，３Ｆ 電気室，発電機室，Ｂ１Ｆ機械室

（ｃ）衛生関係 … 便所，湯沸室 １,２,４Ｆ 便所，湯沸室

活動通路
外部，活動拠点室，活動支援室及び活動上重要な設備室のそれぞれを結ぶ交通導線となる通路，ホー
ル及び階段

区民ロビー，ＥＶホール，階段１・２等

不特定多数の被災者を受け入れて，一時的な生活の場として提供することができる室

（ａ）体育館，講堂等

（選定基準） （ｂ）大会議室，大研修室等 ４Ｆ 大会議室

活動上重要な設備室
災害対策の指揮及び情報伝達のための施設において，情報の中枢となる電算機，活動上必要な設備機
器等を設置する室

危険物を貯蔵又は使用する室で，大地震動による転倒又は破損等により施設及び周辺の安全を損なう
おそれがある室

（ａ）放射性物質又は病原菌類を貯蔵又は使用する室 ３Ｆ 直接撮影室，間接撮影室，理化学研究室，細菌室，食品衛生検査室，

（選定基準） 臨床検査室，環境調査室，衛生害虫調査室，廃棄物保管庫

（ｂ）石油類，高圧ガス，毒物，劇薬，火薬等を貯蔵又は使用する室及びこれらに関する試験研究室 Ｂ１Ｆ Ｎ２ボンベ庫，薬品保管庫

一般室 上記以外の室であって，災害対策活動は直接関係のない室

Ｂ１Ｆ 消火ポンプ室，２Ｆ 電算室，４Ｆ 通信機械室

被災者の受け入れのあ
る室

危険物を貯蔵又は使用
する室

機能の停止が許されな
い室

大地震動時においても，原則として支障なく通常通りに機能する必要のある室
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（１２）管理運営に関する計画 

（１）管理区分 

 ア 施設使用時間帯 

 （ア）開庁時間 

  ・平日：８：３０～１７：００ 

 

 （イ）開館時間 

  ・平日：開庁時間帯に加え，１７：００～２１：００ 

  ・休日（土日祝日）：９：００～１７：００ 

 

 イ 閉庁時間帯の施設利用 

   ・閉庁時間帯の施設利用としては，区民交流スペースの利用，期日前投票（４階小会議室（区専用））

等が想定され，それぞれの利用に対して，利用者が立ち入れる部分とそれ以外とを区画する。 

  ・区画は，垂直動線，便所の使用等を考慮して設定し，個人情報保護の観点から透視不能のシャッタ

ー等で行なう。 

  ・閉庁時間帯の勤務者，区民交流施設使用者のいずれに対しても，法令上の避難経路が確保できるこ

とに留意する。 

 

 ウ 屋外空間の管理 

  ・道路境界上には門扉，フェンス等は設けず，屋外空間は２４時間開放される構造とする。 

  ・サブエントランス２は，開館時間帯に開放する。 

   

 

（２）セキュリティ計画 

 ア セキュリティレベル 

  ・求められるセキュリティのグレードに応じて，２段階のセキュリティレベルを設定する。 

 （ア）レベルⅠ 

  ・エントランスホール，区民ロビー，待合ロビー，階段等のもっとも開放性の高い部分 

  ・開庁時間帯は，原則として誰もが自由に出入りできることを想定する。 

 

 （イ）レベルⅡ 

  ・一般執務室，会議室等 

  ・原則として，職員または当該部分を使用する来庁者のみが出入りでき，随時施錠できる構造とする。 

  ・施錠の方法は，シリンダー錠による。 

 

 イ 開庁時間帯の出入口管理 

  ・施設の出入口は，メインエントランス，サブエントランス１，サブエントランス２の３ヶ所とし，

開庁時間帯はすべてを開放する。 

  ・宅配便やオフィスサービス等の搬出入はサブエントランス１から行なうことを想定する。 

 

 

ウ 開庁時間帯のセキュリティ 

 ・開庁後は，サブエントランス１以外の出入口を閉鎖し，区民交流施設や時間外受付への入退出，職員

の出退勤等はサブエントランス１に集約する。 

 ・閉館時間帯（平日：２１：００～翌朝８：３０，休日（土日祝日）：１７：００～９：００）はサブ

エントランス１も施錠し，インターフォンと電気錠による遠隔開錠を行なう。 

 ・サブエントランス２にはインターフォンと遠隔開錠のできる電気錠を設け，閉庁時間帯にも職員が随

時出入りできるようにする。 

 ・施設内には機械警備システムを導入する。 

 

エ 鍵管理方式 

 ・鍵管理は，鍵箱方式とし，鍵箱を宿直室に保管する。 
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■内部仕上表

室名 床 幅木（特記なき限りH=60） 壁・柱 天井 廻縁 天井高
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

備考

風除室 花崗岩600角 花崗岩 リン酸処理パネル貼 リン酸処理パネル貼 3000 沓拭きマット

EVホール
花崗岩600角
一部フローリング ヒノキ集成材 厚15 UC塗

木製幅木
不燃木製ルーバー及びﾘﾝ酸処理ﾊﾟﾈﾙ貼
柱：西陣織装飾合せガラス

不燃木製ルーバー及びｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ貼
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ

EP-G
3000 ○

ピクチャーレール
ＣＷ部電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ

区民交流機能 フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
不燃木製ルーバー及びﾘﾝ酸処理ﾊﾟﾈﾙ貼
柱：西陣織装飾合せガラス

不燃木製ルーバー及びｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ貼
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ

EP-G
3000 ペレットストーブ

待合ロビー
フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗
一部タイルカーペット厚7.5

木製幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
内装塗材及び不燃木製ルーバー

不燃木製ルーバー及びｽﾁｰﾙﾊﾟﾈﾙ貼
ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ

EP-G
3000 ○

ピクチャーレール，記載台，ベ
ンチ

市民窓口課，保険年金課 タイルカーペット厚6.5
ビニル幅木
木製幅木（待合ロビー柱）

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
柱上部：不燃木製リブ幕板

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 3000 ○
窓口カウンター，ロールスクリーン
書類搬送機，OAフロア H=100
収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（2段・7段）

まちづくり推進課 タイルカーペット厚6.5
ビニル幅木
木製幅木（待合ロビー柱）

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 3000 ○
窓口カウンター，ロールスクリーン
OAフロア H=100
収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（2段・7段ｽﾗｲﾄﾞ）

会計室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 3000 ○
窓口カウンター，ロールスクリーン
ガラススクリーン，OAフロア H=100

エコまちステーション タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 3000 ○
OAフロア H=100

作業スペース タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○

会議室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ 移動間仕切

更衣室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○

相談室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700

耐火倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 3000 シャッター

福祉部倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 3000 ○

宿直室（+和室）
ビニル床シート厚2
和室：畳（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地）H=115

ビニル幅木
和室：畳寄せ

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
化粧せっこうボード 厚9.5（不燃）
せっこうボード 厚9.5（不燃）不燃クロス

塩ビ 2700 ○
窓口カウンター，ユニットシャワー
流し台L=1500，押入

オイルポンプ室 コンクリート直均しの上 塗床 塗床 コンクリート打放しＢ種 コンクリート打放しＣ種 塩ビ 直天

空調機械室 コンクリート直均しの上 塗床 塗床
コンクリート打放しＢ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

コンクリート打放しＣ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

直天 機械基礎

犬舎
アスファルト防水
押えコンクリート直均しの上 塗床

塗床
コンクリート打放しＢ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

コンクリート打放しＣ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

直天

EVホール フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
せっこうボード厚12.5二重張り内装塗材
一部，不燃木製ルーバー

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700
ピクチャーレール
ガラス手摺H=1300

待合ロビー フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木 せっこうボード厚12.5二重張り内装塗材
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○
記載台，ペレットストーブ，ベ
ンチ

納税課，市民税課
固定資産税課

タイルカーペット厚6.5
ビニル幅木
木製幅木（待合ロビー柱）

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○
窓口カウンター，ロールスクリーン
OAフロア H=100
収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（2段・7段ｽﾗｲﾄﾞ）

面接室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ 上部開放

プレイルーム ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○

相談室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○

二重式扉（外側：鋼製扉,内側：鋼製檻戸）
ｹｰｼﾞ4ヶ所（800×700 ｽﾃﾝﾚｽ製,軽量ﾀｲﾌﾟ）
※ｹｰｼﾞは奥側2ヶ所：床固定
　　　　手前2ヶ所：可動式
排水溝（SUSグレーチング蓋） 水洗

1
階

2
階
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室名 床 幅木（特記なき限りH=60） 壁・柱 天井 廻縁 天井高
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

備考

福祉介護課，支援保護課 タイルカーペット厚6.5
ビニル幅木
木製幅木（待合ロビー柱）

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○
窓口カウンター，ロールスクリーン
OAフロア H=100，ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝＨ＝2100
収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（2段）

面接室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700

ケース診断室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ，OAフロア H=100

電算室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ OAフロア H=100

休養室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ 洗面化粧台

更衣室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700

総務課 タイルカーペット厚6.5
ビニル幅木
木製幅木（待合ロビー柱）

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ OAフロア H=100

区長室 フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
腰：木製壁
上部：せっこうボード厚12.5二重張りの上 不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚15（リブ付）
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 造付家具（洗面化粧台組込）

応接室 タイルカーペット厚8.5 木製幅木
腰：木製壁
上部：せっこうボード厚12.5二重張りの上 不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚15（リブ付）
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 造付家具

作業室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ OAフロア H=100

空調機械室 コンクリート直均しの上 塗床 塗床立上
コンクリート打放しＢ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

コンクリート打放しＣ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

直天 機械基礎

EVホール フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
せっこうボード厚12.5二重張り内装塗材
一部，不燃木製ルーバー

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700
ピクチャーレール
ガラス手摺H=1300（縦格子H=1800）

待合ロビー フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木 せっこうボード厚12.5二重張り内装塗材
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ ベンチ

保健部執務室 タイルカーペット厚6.5
ビニル幅木
木製幅木（待合ロビー柱）

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○
窓口カウンター，ロールスクリーン
OAフロア H=100
収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（2段・7段・7段ｽﾗｲﾄﾞ）

保健センター長室 タイルカーペット厚8.5 木製幅木
腰：木製壁
上部：せっこうボード厚12.5二重張りの上 不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚15（リブ付）
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 造付家具（洗面化粧台組込）

更衣室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○

精神相談室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 別紙

直接撮影室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
鉛ボード+せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，散乱線防護クロス

せっこうボード 厚12.5
散乱線防護クロス,機器の天井補強，床補強

塩ビ 2700 ○ 別紙

間接撮影室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
せっこうボード 厚12.5
床補強

塩ビ 2700 ○ 別紙

操作室・受付 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 別紙

暗室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 完全遮光 別紙

環境調査室，衛生害虫調査室
モルタル塗膜防水
ビニル床シート厚2（耐薬品性）

床材立上
せっこうボード厚12.5+
耐水せっこうボード厚12.5　ＥＰ-G

ケイカル板 厚6　EP-G
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

栄養改善室 防滑性ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

多目的室 フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
腰：木製壁
上部：せっこうボード厚12.5二重張りの上 不燃クロス
グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

2
階

3
階
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室名 床 幅木（特記なき限りH=60） 壁・柱 天井 廻縁 天井高
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

備考

乳幼児予診室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 別紙

乳幼児計測室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

乳幼児診察室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

カルテ保管 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 別紙

成人指導室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5 塩ビ 2700 別紙

発達相談室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 別紙

歯科相談室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

成人・精神予診室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 別紙

処置室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 別紙

成人診察・精神相談 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
グラスウール厚50，不燃クロス

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

臨床検査室
モルタル塗膜防水
ビニル床シート厚2（耐薬品性）

床材立上
せっこうボード厚12.5+
耐水せっこうボード厚12.5　ＥＰ-G

ケイカル板 厚6　EP-G
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

細菌・食品等衛生検査室
モルタル塗膜防水
ビニル床シート厚2（耐薬品性）

床材立上
せっこうボード厚12.5+
耐水せっこうボード厚12.5　ＥＰ-G

ケイカル板 厚6　EP-G
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 別紙

発電機室 コンクリート直均しの上 塗床 塗床立上
コンクリート打放しＢ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

コンクリート打放しＣ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

直天 機械基礎

電気室 コンクリート直均しの上 防塵塗装 防塵塗装立上
コンクリート打放しＢ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

コンクリート打放しＣ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

直天 機械基礎

空調機械室 コンクリート直均しの上 塗床 塗床立上
コンクリート打放しＢ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

コンクリート打放しＣ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

直天 機械基礎

屋上緑化 花粉調査装置設置（別途支給）

EVホール，ロビー フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
せっこうボード厚12.5二重張り内装塗材
一部，不燃木製ルーバー

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5 不燃木製ルーバー

塩ビ 2700
ピクチャーレール
ガラス手摺H=1300

会議室 大（区専用） フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
ＥＰ，グラスウール厚50
一部，不燃木製ルーバー

ロックウール化粧吸音板 厚12　木製ルーバー
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 遮光ｽｸﾘｰﾝ
映写150ｲﾝﾁ電動映写ｽｸﾘｰﾝ，ﾎﾞｯｸｽ共
映写100ｲﾝﾁ電動映写ｽｸﾘｰﾝ，ﾎﾞｯｸｽ共
（2ヶ所），移動間仕切

会議室 小（区専用） フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
ＥＰ，グラスウール厚50
一部，不燃木製ルーバー

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○ 映写100ｲﾝﾁ電動映写ｽｸﾘｰﾝ，ﾎﾞｯｸｽ共

会議室 （区民交流機能） フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗 木製幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
ＥＰ，グラスウール厚50
一部，不燃木製ルーバー

ロックウール化粧吸音板 厚12　木製ルーバー
せっこうボード 厚12.5
グラスウール厚100

塩ビ 2700 ○
映写100ｲﾝﾁ電動映写ｽｸﾘｰﾝ，ﾎﾞｯｸｽ共
移動間仕切

会議室 和室（区民交流機能）
フローリング　ヒノキ集成材　厚15　UC塗
畳（床組下地）H=300

木製幅木
畳寄せ

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
グラスウール厚50

せっこうボード厚12.5　不燃クロス
グラスウール厚100

木製 2700 ○
押入れ，洗面化粧台，障子
上がり框 Ｈ＝280

倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700

通信機器室 コンクリート直均しの上 防塵塗装 防塵塗装立上
コンクリート打放しＢ種および
せっこうボード厚12.5二重張り

コンクリート打放しＣ種 直天

4
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室名 床 幅木（特記なき限りH=60） 壁・柱 天井 廻縁 天井高
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

備考

まちづくり倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

保健センター倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

福祉・支援倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

税三課倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

総務課倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 コンクリート打放しＢ種 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700

機械室 コンクリート直均しの上 塗床 塗床立上
コンクリート打放しＢ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

コンクリート打放しＣ種の上
グラスウールボードガラスクロス押え

直天 機械基礎,手洗器

清掃員室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700

薬品保管庫 ビニル床シート厚2（耐薬品性） ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700

廃棄物保管庫
モルタル塗膜防水
塗床

塗床
せっこうボード厚12.5+
耐水せっこうボード厚12.5　ＥＰ-G

化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700

諸室 タイルカーペット厚6.5 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○

厚生室，和室
ビニル床シート厚2
畳（ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ床下地）H=115

ビニル幅木
畳寄せ

せっこうボード厚12.5二重張り不燃クロス
化粧せっこうボード 厚9.5（不燃）
せっこうボード 厚9.5（不燃）不燃クロス

塩ビ 2700 ○
押入れ，流し台
上がり框 Ｈ＝280

研修室 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5二重張り
ＥＰ，グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700 ○ 移動間仕切

保険年金資料庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

市民窓口倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

防災備蓄倉庫 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 せっこうボード厚12.5二重張りＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700 収納棚7段

Ｎ2ボンベ庫 コンクリート直均しの上 塗床 塗床 コンクリート打放しＣ種 コンクリート打放しＣ種 直天

廊下 ビニル床シート厚2 ビニル幅木 各下地にＥＰ 化粧せっこうボード 厚9.5（不燃） 塩ビ 2700

男子便所 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
耐水せっこうボード厚12.5
不燃化粧板　厚3，グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700
トイレブース，補助手摺（大3，洗面1）
洗面ｶｳﾝﾀｰ，化粧鏡
ベビーシート，ベビーチェア

女子便所 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
耐水せっこうボード厚12.5
不燃化粧板　厚3，グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700
トイレブース，補助手摺（大3，洗面1）
洗面ｶｳﾝﾀｰ，化粧鏡
ベビーシート，ベビーチェア

多目的便所 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
耐水せっこうボード厚12.5
不燃化粧板　厚3，グラスウール厚50

ロックウール化粧吸音板 厚12
せっこうボード 厚12.5

塩ビ 2700

トイレブース，補助手摺（大1，可動式1，洗面1）
洗面ｶｳﾝﾀｰ，化粧鏡
ベビーシート（1階のみ大人用ベッド），ベビーチェア
洗浄ボタン等の配置はＪＩＳ　Ｓ　００２６によること

湯沸 ビニル床シート厚2 ビニル幅木
せっこうボード厚12.5+
耐水せっこうボード厚12.5　ＥＰ-G

ケイカル板 厚6　EP-G 塩ビ 2700 システムキッチン

ゴミ置場 コンクリート直均しの上 塗床 塗床 コンクリート打放しＢ種 コンクリート打放しＢ種 直天
水洗
排水溝（SUSグレーチング蓋）

駐輪場
屋根付き
ライン引き，2段式駐輪ラック

バイク置場 ライン引き

地
下
1
階

共
通

外
構
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■諸元表（3階その1）

室名 流し台 手洗い その他

保健部執務室
窓口カウンター,7段スライドキャビネット,窓下キャビネット,
パーティション

保健センター長室 造付家具（内部洗面化粧台付）W=1800

更衣室 ロッカー（3人用）

精神相談室

直接撮影室
○（W=1800)

吊戸棚
（W1200 D450 H600）

更衣ブース1ヶ所（吊戸棚W450H600-2段，鏡），
鉛入りｶｰﾃﾝ，ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ，ハンガー掛け（2ヶ所）
※鉛ボード：せっこうボード厚12.5+鉛 厚1.5，西面開口部は鉛入りｶﾞﾗｽとする

間接撮影室
更衣ブース2ヶ所（吊戸棚W450H600-2段，鏡），
作業台，キャビネット
※鉛ボード：せっこうボード厚12.5+鉛 厚1.5

操作室・受付
○（W=1800)

吊戸・水切り棚
ＩＨ 1口

受付窓（カウンターあり），壁掛けシャウカステン（W1190 D80 H480），
棚（W900 D300 H400）

暗室
○（W=1800)
シャワー水栓

ﾌｨﾙﾑ保管棚（W400 D500 H500）
ﾌｨﾙﾑＢＯＸ（W550 D512 H600）
ﾌｨﾙﾑ装填台（W1200 D600 H800），自現機

環境調査室，衛生害虫調査室 ○（窓下造付）
実験台（W3600 D800 H700）
吊戸棚（W3600 D800 H700，W8100 D700 H700）

栄養改善室

○（窓下造付）Ｈ850
（下部収納）

（ｼﾝｸ W900 D400 H250）
○混合栓2口

多目的室
窓下物入れ，窓下棚（棚板2枚）
映写100ｲﾝﾁ電動映写ｽｸﾘｰﾝ，ﾎﾞｯｸｽ共

乳幼児予診室 ○（W=1800)

乳幼児計測室 ○

乳幼児診察室

カルテ保管 受付窓（カウンターあり），収納棚6段は全面開放 D350

成人指導室 ○ 作業台（W3150 D600 H800）, 吊戸棚（W3150 D600 H800）

調理台3台（Ｌ3000 D1200 H850，ＩＨ 3口 ｵ-ﾌﾞﾝﾚﾝｼﾞ付，
ｼﾝｸ W900 D400 H220，混合栓2口）
デモストレーション用鏡 1ヶ所，ホワイトボード W3600
洗面カウンター2ヶ所，化粧鏡2ヶ所，洗濯パン（W750 D640），
食器棚（W900-3台 D500 H1800 開戸はｶﾞﾗｽ張り），調理器具収納棚（W900-5台 D500 H1800）
消毒庫（W540 D550 H1900）（別途），15人用ロッカー2台（施錠可能なもの），
窓下流し台に業務用食器洗浄器（W600 D600 H800）（別途）を設置
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■諸元表（3階その2）

室名 流し台 手洗い その他

発達相談室 ○

歯科相談室 ○（W=1800)

成人・精神予診室 ○（W=1800)
作業台（W2300 D600 H800）
吊戸棚（W4100 D600 H800）

処置室 ○（W=1800) 洗濯パン（W750 D640）

成人診察・精神相談 ○ ｶｰﾃﾝ，ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ，診察台

臨床検査室 ○（窓下造作)
窓下造作（W2850 D750 H700 ｼﾝｸ付）
実験台（W4400 D800 H700 ｼﾝｸ付）,吊戸棚（W4400 D800 H700）,排水目皿2ヶ所

細菌・食品等衛生検査室 ○（窓下造作)
窓下造作（W3000 D750 H700 ｼﾝｸ付）
窓下造作（W5800 D450 H700）
中央実験台（W3600 D1000 H700 ｼﾝｸ付）,排水目皿2ヶ所

待合 マグネット掲示板（W3600 H1000）5ヶ所

■諸元表（地下1階）

室名 流し台 手洗い その他

薬品保管庫
棚（南側壁全面 W3200 D600 棚板4枚 ※棚板は転倒防止の為,
引き違いﾌﾗｯｼｭ扉付）　排水目皿

廃棄物保管庫
棚（南側壁全面 W3300 D600 棚板4枚 ※棚板は転倒防止の為,
引き違いﾌﾗｯｼｭ扉付）　排水目皿
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