
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年度 東京都建築技術発表会 

プログラム及び原稿の掲載について 

 

 

 
 

    本件に関するお問い合わせは、     

事務局までお願い致します。  

東京都建築技術発表会事務局 

（財務局建築保全部技術管理課） 

     

電話 03-5321-1111 

岩瀬・柘 （内 27-645） 

 



開会式

9:30～9:35 開会挨拶：小野　幹雄　財務局建築保全部長

＜午前の部＞

1 9:35～9:55 障害者専用スポーツ拠点の施設整備について

　　～東京都障害者総合スポーツセンター改修及び増築工事～

財務局 建築保全部 施設整備第一課　

2 10:00～10:20 （仮称）第10 中学校：生徒の生活環境としての快適性と地球環境に配慮した学校づくり

西東京市 総務部 建築営繕課

3 10:25～10:45 都市型大規模犬舎 

　　～その特殊性と地中熱冷暖房システムの採用～

警視庁 総務部 施設課

10:45～11:00 休憩（15分）

4 11:00～11:20 営繕積算システム（RIBC）の設定ファイル共用化のためのバッチファイル作成

杉並区 政策経営部 営繕課

5 11:25～11:45 歴史的建造物の積極的な活用と保存について

港区 企画経営部 施設課

教育委員会事務局学務課　

11:45～13:00 昼食・休憩（１時間15分）

＜午後の部＞

6 13:00～13:20 自然環境を考慮した島しょ地域における施設整備について

　　～都立新島高等学校改築工事～

財務局 建築保全部 施設整備第二課

7 13:25～13:45 大田区役所本庁舎の耐震性向上改修工事について

大田区 企画経営部 施設保全課

13:45～14:00 休憩（15分）

8 14:00～14:20 既存体育館における空調導入事例

　　～障害者スポーツの利用に配慮した床冷暖房方式の採用～

公立大学法人 首都大学東京 総務部 施設課

9 14:25～14:45 市有施設の省エネ検討　

　　～設備改修等の効果の確認とその有効活用～

町田市 財務部 営繕課

14:45～15：00 休憩（15分）

15：00～16：30 特別記念講演(１時間30分）

　　　　「　建築と環境と人間　」

建築家　小堀　哲夫　　（小堀哲夫建築設計事務所主宰）

閉会式（16:35～16:55）

16:35～16:45 講評：飯泉　洋　財務局技術管理担当部長

16:45～17:00 表彰：武市　敬　財務局長

17:00 閉会　　　

1作品あたり20分　（発表時間15分、質疑応答5分）

※発表者の入れ替え等の準備時間(休憩時間を含む）として、5分を考慮しています。

「公共建築の日」記念　東京都建築技術発表会プログラム

平成30年11月15日（木）9：30～17:00　　　　於：議会棟１階「都民ホール」   　　　　（敬称略）
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＜様式１＞ 

テーマ： 障害者専用スポーツ拠点の施設整備について 

～東京都障害者総合スポーツセンター改修及び増築工事～ 

所 属：東京都 財務局 建築保全部 施設整備第一課        

 

1. はじめに 

東京都障害者総合スポーツセンタ

ーは、障害のある方々の健康増進と社

会参加を促進することを目的とし、多

様な障害の程度、スポーツの経験、施

設利用の目的に応じて、スポーツやレ

クリエーションが楽しめる障害者専

用のスポーツ施設である。様々なスポ

ーツ教室や大会、相談会等も行ってお

り、障害者の豊かな交流の場としての

役割も担っている。 

しゅん功から 30 年以上が経過した

既存施設の老朽化に対応し、施設利用者の利便性・快適性の向上、障害者アスリートのトレ

ーニング環境の充実を図るため、改修及び増築を行うこととなった。 

 

2. 計画概要 

 本館及びグラウンド・テニスコート・外構の改修工事とトレーニング室・アーチェリー場

等の増築工事を行う計画である。本館北側の既存駐車場及びテニスコートに増築棟を整備し、

既存アーチェリー場にテニスコートを新設する。建物概要は以下の通りである。 

 敷地面積 ： 22,568.13 ㎡ 

 建築面積 ： （本館）4,170.24 ㎡      （増築棟）2,943.06 ㎡ 

 延床面積 ： （本館）6,035.65 ㎡      （増築棟）4,259.31 ㎡ 

 構  造 ： （本館）鉄筋コンクリート造  （増築棟）鉄骨造 

 規  模 ： （本館）地上 2 階地下 1 階建て （増築棟）地上 2 階建て 

 工  期 ： 平成 28（2016）年 12 月〜平成 30（2018）年 12 月 

  

  

 

  

 

 

 

（1／4） 

図 2 改修前配置図 図 3 改修後配置図 

図 1 鳥瞰図 

アーチェリー場 
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＜様式２＞ 

3. 施設の特徴 

 東京都障害者総合スポーツセンターには、体育館・トレーニング室・屋内温水プール・卓

球室・グラウンド・アーチェリー場・テニスコート等があり、付随して集会室・宿泊室等が

併設されている。体育館はバスケットボール及びバレーボールが 1 面利用できる広さを有し

ている。プールは 25m で 6 レーンであり、卓球室は一般用卓球台に加え、視覚障害者の行う

卓球であるサウンドテーブルテニス（以下 STT）も行える卓球台及び防音設備を有している。 

 

4. 設計・施工上の工夫 

4.1. 改修前の課題検討 

 障害者専用のスポーツ施設は、当施設を含め、東京都で 2 か所と参考事例が少ない。計画

時には全国の障害者スポーツ施設の施設調査（長野・大阪・福岡の 3 施設）だけでなく、オ

ーストラリアやアメリカの施設の文献調査を行った。 

また、障害者総合スポーツセンターの指定管理者に対するヒアリングに加え、日本パラリ

ンピック協会や日本パラリピアンズ協会等、関係者や有識者ヒアリングも行い、施設の位置

付けや課題を明らかにした。調査の結果、得られた要望や課題は時に相反する内容となる場

合もあり、運営事業者である指定管理者の意向を重視した上で、優先順位をつけて設計に反

映させた。 

例えば、更衣室の拡充要望がある一方、諸室配置が大きく変わることは改修前から利用し

ている視覚障害者等の混乱につながりかねない。そのため、本館改修では家族更衣室の増設

のみに抑え、改修前後で動線が大きく変えないことを優先し、増築棟で更衣室を新設した。  

 

4.2. 具体的な工夫点 

 (1) 利用者の多様性への対応 

 施設利用者は大きく①パラリンピック等を目指すトップアスリート、②スポーツを通じて

の障害者同士の交流や娯楽スポーツ目的の利用者、③健康維持や治療のためのリハビリ目的

の利用者の 3 つに分類できる。 

障害の程度やスポーツ経験の幅が非常に広く、それぞれにできる限り対応した計画が求め

られる。トップアスリートにとっては、各スポーツの国際基準や公式ルールに対応した設備

を有し、そのレベルに応じた練習環境が必要である。一方で、スポーツ初心者や娯楽のため

の利用者にとっては、高度な運動設備よりは安全で楽しくスポーツができ、障害者同士交流

を深められる環境が重要である。また、リハビリのため、スロープ及び廊下での歩行や階段

昇降のみの利用者も存在する。全ての利用者ニーズをそれぞれ完全に満たすことは難しいと

いう前提のもと、これらを考慮し、以下の視点を設計に反映させた。 

 競技によって、トップアスリート用と娯楽スポーツのための設備とのすみ分けが必要であ

り、トップアスリートの練習としての利用があるアーチェリー場の全長を既存の 50m から

70m に拡張し、国際基準仕様に変更した。30m・50m・70m のアーチェリーを同時に練習

できるようになったことで、利用者のニーズに対応した。 

 既存施設において、スポーツの合間に、談話及び囲碁将棋等を楽しんでいた利用者もいた。

そのため、本館 1 階及び 2 階ロビーを多くの利用者同士が交流できる、新たなスポーツセ

ンターの象徴的なスペースとして、明るく開放的に改修した。 

 リハビリ目的の利用者のために、いつでも小休憩できるよう、廊下にベンチを設置した。 

 グラウンドのトラックは、最内周を赤い塗装で歩行者レーンとして走行者とのすみ分けを

行い、通常レーンは青い塗装で視覚障害者に配慮したわかりやすい配色とした。 

（ 2／4） 
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＜様式２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施設利用者の利便性・快適性の向上 

 トイレの多様化、分散化 

トイレ設備は、老朽化しているもの及び機能的に旧型のものがあるほか、扉がアコーディ

オンカーテンであったため、施錠や防音上の問題が生じていた。また、利用者の障害の程度

によって、オストメイトが必要な場合及び車椅子利用等、必要なトイレの機能・レイアウト

も異なり、更新が急務であった。 

これらの課題に対して、様々なタイプのトイレを各所に分散して配置し、障害の種類や程

度によって利用者が使いやすい機能及びレイアウトのトイレを選択可能にした。具体的には、

一般的な寸法のトイレ、重度障害者用、車椅子利用者用を各所に配置し、扉の仕様もそれぞ

れ引き戸及び折れ戸を採用した。さらに、視覚障害者の方の利便性も考慮し、視覚障害者が

多数利用する STT 室に隣接した位置にトイレを配置した。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 家族更衣室 

 夫婦や親子でお互い介助を行う利用者も多く、男女別更衣室ではなく家族更衣室の需要が

高い中、改修前の家族更衣室は車椅子利用者用トイレにベッドやシャワーを後付けで設置し、

カーテンで仕切った簡易的な空間で代用していた。しかし、利用者から狭さに対する不満の

声を受け、男女別更衣室の間取りを変更することで、家族更衣室の面積を拡張し、家族更衣

室利用者用シャワー室を新設した。なお、トイレは前述の通り、トイレとしての機能を追求

して改修を行った。 

 

 集団補聴設備 

聴覚障害のある利用者は、体育館等の広い空間や雑音の多い場所では音声を聞き取りにく

く、コミュニケーションに不都合が出てしまう。そのため、補聴器を使用した利用者が音声

情報を正確に聞き取れるよう、体育館、集会室等に磁気ループシステムを用いた集団補聴設

備を整備した。研修室、会議室においては、磁気ループシステムを常時設置型ではなく可搬

型にして、必要に応じて補聴設備を活用できるような計画とした。 

（ 3／4） 

図 6 ロビー 図 7 ベンチ 

図 6 車椅子利用者用トイレ（改修前） 図 7 視覚障害者用トイレ 

図 4 本館 1 階ロビー 図 5 増築棟 1 階廊下 

図 8 重度障害者用トイレ 
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＜様式２＞ 

 宿泊室利用者の安全確保 

 本館２階には、体育施設利用者や遠方からの来訪者が利

用できる宿泊室を設けている。その宿泊室には、障害者が

安心して宿泊できるための防災設備として、設置義務のあ

る屋内消火栓設備に加え、スプリンクラー設備を設けた。

これにより、火災発生時の消火活動が円滑となり、宿泊者

の避難誘導に専念できる計画とした。 

 

(3) 色彩計画 

 仕上げ改修に当たっては、視覚障害者に配慮し、視覚情

報としてわかりやすい内装色の計画とする必要があった。

廊下等の主要動線は、床・壁の視認性の確保及び誘導ブロ

ックと床の区別ができる配色が求められる。一方で、館内

が暗く感じられないよう床の色を暗くしすぎず、幅木・車

椅子ガードをダークブラウンとすることで壁と見分けが

つくように配慮した。また、床と誘導ブロックとの輝度比

（色の濃淡、コントラスト）が確保できる色の組み合わせ

とした。 

さらに、卓球室の床と壁の配色も、青色の卓球台及び白

色のボールを認識しやすくするよう、国際大会でも採用さ

れている、床面は赤色、壁面は緑色とした。 

 

(4) 仮設計画 

 長期間の休業は施設運営上困難であるため、既存施設の

休館は 1 ヶ月に留め、施設管理者が先行してグラウンドに

仮設棟を建設し、一部の運営を継続しながら工事を行っ

た。療育医療センター等障害者が利用する施設が多くあ

り、隣接した特別支援学校の改修工事と工期が重複してい

たため、工事車両及び歩行者動線が交錯しないよう、施設

管理者を含め、各工事関係者間で綿密な調整を重ねた。 

 その結果、搬出入経路は、歩行者の多い敷地西側の構内道路ではなく、グラウンドを利用

し、南側道路からとした。東西に約 4m の傾斜がある敷地で、グラウンドと本館・増築棟で

はレベル差が生じるため、スロープのある仮設構台を設置した。 

また、北西側の外構工事の際は、十条駅と施設を結ぶ既存の誘導ブロックを一時的に撤去

するため、視覚障害者の通行における安全確保が必要であった。当該期間は、24 時間体制で

交通誘導員を配置し、歩行者の誘導に努め、安全対策を行った。  

 

5. おわりに 

これまで、施設利用者及び運営者並びに施工者、工事監理者を含めたあらゆる関係者の連

携・協力のもと、施設運営を仮設で維持しながら工事を進めることができた。現在は、本館・

増築棟は完成し、グラウンド・テニスコート・外構改修工事の最終段階である。 

今後も施設管理者や各工事の受注者と連携して円滑に工事を進めるとともに、本工事で培

った知見を今後の施設整備に活かしていきたい。 

（ 4／4） 

図 10 増築棟 2 階廊下 

図 11 卓球室 

図 9 宿泊室 

図 12 仮設構台 
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＜様式１＞ 

テーマ：  

（仮称）第 10 中学校：生徒の生活環境としての快適性と地球環境に配慮した学校づくり 

所 属：西東京市 総務部 建築営繕課 

 

1．はじめに 

（仮称）第 10 中学校は市立ひばりが丘中学校及び中原小学校が建築後 60 年を迎え、平成 21

年度に実施した耐力度調査においても、改築が必要な建物との評点結果となり、市立ひばり

が丘中学校の建替えとして設計した。 

教育委員会では学校施設

の適正規模・適正配置に係

る検討の中で、早急な建替

えが必要と判断すると共

に、中長期的な視点も踏ま

えて検討してきた。建替え

の方法について様々なパタ

ーンを想定した中で、２校

の建替えを一連として考え

た UR跡地への移転改築に至

った。 

本稿では、施設の概要、

特徴、施工上の工夫等を紹

介する。 

 

 

 

 

 

 

２．事業計画・施設の概要 

施設の規模は、[図 2]のとおりである。 

当施設は２校の建替えを一連で行う計画とし

た。理由として、 

1) 新校舎を一時小学校として利用することで

仮設校舎費用が不要となる。 

2) 工事中の学校運営への影響を最小限に留め

る。 

3) 中学校の近接を解消し、いびつな通学区域の

見直しを図る。 

合併市である本市として、学校の適正配置を進

める上で、既存の校地以外を利用し、順次老朽化

した学校の建替えを進めることで、児童・生徒の 

学校生活への影響を最小限に留め、財政負担の軽 

主要用途 学校（中学校） 

敷地面積 14,265.08 ㎡ 

建築面積 校舎棟： 4,444.62 ㎡ 

延べ面積 校舎棟：10,004.86 ㎡ 

構造･規模 校舎棟：鉄筋コンクリート造一部

鉄骨造 地上３階 

※計画供用期間 およそ100年で設計 

 

[図 1] 完成イメージ 

図 1.パース(鳥瞰) 

[図 3] 2 校の建替え計画の内容 

[図 2] 施設概要 
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減を図る計画とした。また、中学校を一時小学校として利用するため、生徒数の変動に対応

することを考え、教材室、小人数教室、多目的室を予備教室として教室同等の仕様として設

計、小学校利用時には使用しない特別教室を学童クラブとして使用、法規上では階段の蹴上

げ高さを小学校基準とし中学校と小学校両基準を充たす施設とした。中学校利用の際に再度

整備を行う計画としたが、整備内容を踏まえた費用負担の少ない設計を目指した。工事期間

は平成 29 年 6 月 19 日から平成 31 年 3 月 18 日までとしているが中原小学校解体工事と冬休

みのタイミングにあわせて引っ越しを行うため、建物部分に関しましては平成 30 年 12 月 20

日までに引渡す計画とした。 

 

３．施設の特徴 

(1) 北向きの普通教室 

通常南向きに配置することの多 

い普通教室を北向きに配置した。 

建替協議会を重ねる中で配置計画 

上北側に普通教室を配することと 

なり採光の良し悪しを考慮し設計 

を進めた。教室の北側配置のメリッ 

トとしては年中安定した採光を確 

保できることである。南側教室で 

は直射日光によって教室内の光環 

境（それによる温熱環境）による 

ムラができる。窓際は眩しすぎて 

弊害がでることもある。 

 

北側配置にあたっての配慮事項 

1) 教室前の空地を最大限に確保し 

た。敷地境界線から12m程度、立

地条件から恒久的に確保される

であろう道路反対側の隣地境界

線から約30m弱のセットバックを

した。 

2) 北側サッシの有効採光面積（ガ 

ラス面積）を最大化した。無目 

をなくし、安全のため内部手摺 

を設置した。 

3) 教室の正面には極力北側公団の

公園が面するように全体配置を

含めて配慮した。 

4) 冬場の採暖策が必要となるため、 

複層ガラスと空調を完備した。 

5) 採光と通風経路を確保するため、 

多目的スペースを南側に配し、 

間仕切りは開閉可能なものを採

用した。 

 

[図 5] 北側教室と近隣状況 

ha 

[図 6] 北側開口写真 

ha 

公園 

[図 4] 配置計画 

学校 

無目をなくし採光面積を大きくとる 

約 30ｍ弱セットバック 

公園 マンション 

マ
ン
シ
ョ
ン 

マ
ン
シ
ョ
ン 
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(2) クールピットによる地熱利用 

当施設のアリーナでは冷暖房設備に頼らないクールピットを採用した。クールピットとは、

外気温度に比べ、夏は低く、冬は高くなる地中温度の性質を利用するもので、アリーナに導

入する外気を建物地下のピット内を通すことで、地中熱との熱交換が行われ、夏は冷やされ、

冬は暖められる、自然エネルギー利用の手法である。 

本来、冷暖房設備が必要ないアリーナにおいて体感温度を快適にするために、冷暖房設備

を設置することは環境配慮や省エネの観点からも好ましくないと判断し、自然エネルギーを

利用し、環境負荷の低減となる空調設計手法を取り入れた。クールピットの効果について検

討を行い、夏期ピーク時の冷却効果は温度差約－4.5℃、冬期の加熱効果は温度差約＋5.5℃

と体感温度の改善がみられることがわかった。 

 

 

クールピット設置にあたっての配慮事項 

1) 地下ピットの通気が流入口よりアリ

ーナ床下空間にスムーズに流れるよ

うなルートと延長を長くし、熱交換 

を行う接地面積を大きく確保した。 

2) クールピット内のより良い通気対応

のためにコンクリート表面を平滑に

する。そのためにスラブ面及び壁の 

型枠はパネコート、床面は金こ 

て仕上げにした。 

3）クールピットの空気環境ついては仕 

上げ材として「ケイ酸質系塗布防水」 

を床・壁面に塗っている。また、ア 

リーナ上部にある排気ファンは２４ 

時間絶えず稼働する設計となってい 

る。クールピット内は絶えず空気の 

動きがあるため、カビ対策となって 

いる。クールピット内送風ファンの 

稼働期間は6月から9月と12月から3月 

とし稼働日は月曜日から土曜日まで 

の6日間、時間は7:30～17:00を設定 

予定とし、空調効果が一番得られる 

期間としている。 

ピット吸気 

ピット吸気 

ピット出口 

ピット出口 

ピット出口 

[図 7] 地中と地上の温度差 

排気ファン 

[図 9] 空気循環について 

[図 8] クールピット概略図と風の流れ 
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(3) 遮音性能が L30 以下を充たすアリーナの床構造 

2 階アリーナの下階には特別支援学級があるため、室

内環境に配慮し、音・振動を抑制する仕様の選定を行っ

た。東京都内にあるアリーナ下階に居室のある施設を実

際に訪れ、L-30 以下と L-30 を越える施設の遮音性能の

確認を行った。学校運営側と協議を進めるなかで特別支

援学級には音に敏感な子供にも配慮することが必要と

の見解となり、L-30 を充たす仕様の選定について進める

ことで決定した。[図 10]にて遮音性能の比較を行ってお

り、L-30 を充たすためには二重スラブとし、④の仕様を

採用することとなった。④の断面については[図 11] の

とおりである。（遮音性能Ｌ－30 とは「日本建築学会：

建物の遮音性能基準」において人が走り回り飛び跳ねる

などした場合でも対象の階では通常ではまず聞こえな

いとされる性能のこと） 

                 

遮音性能を充たすための配慮事項 

1）床組みの鉛直剛性を高めることで、騒 

   音・振動を軽減させる。手法として格 

   子状に小梁を密に配置したワッフルス 

ラブ構造をアリーナの床スラブとして 

採用した。 

2）鋼製二重床と押えコンクリートによる 

防振浮床の仕上げ材を組み合わせるこ 

とで遮音性をより高める計画とした。 

3）アリーナ直下階のホールは出来るだけ 

空間を確保するため天井をなくし、格 

子状の小梁を現しにした。また小梁間 

隔・小梁せいを均一にし意匠性にも配 

慮した。 

   4）アリーナのベースとなる押えコンクリ 

ートと躯体がクッション材により完全 

に分離されていること、クッション材の 

敷設状況では床部と壁部が完全に分離 

されていることを確認した。 

 

 

４．今後に向けて 

我が国においては、高度経済成長期以降に集中的に整備された公共施設等が今後一斉に更

新時期を迎えつつある。学校施設は、言うまでもなく、未来を担う子どもたちが日々学び、

生活する場であり、教育において欠かすことのできない重要な要素の一つである。 

そのため、施設の老朽化対策は、教育環境の質的向上と安全・安心の確保の点から避けては

通れない課題と考える。生活環境の快適性と地球環境に配慮した学校施設のあり方を整理し、

これに基づいた施設整備を行っていくことが重要である。 

 

振動・騒音の抑制を

意図した、かたいア

リーナの床組み 

[図 11] アリーナ床断面図 

[図 10] 遮音性能の比較 

[図 12]ワッフルスラブ 
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＜様式１＞ 

テーマ： 都市型大規模犬舎～その特殊性と地中熱冷暖房システムの採用 

所 属：警視庁総務部施設課                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1／3） 

１ はじめに 

警視庁では、犯罪捜査において活躍する警察犬の育成

をするための訓練を行っている。 

主に警察犬の訓練は、伏せ、座れ、待てなど、人の命

令をきちんと聞けるようにする服従訓練、事件の犯人

や、捜している人の足跡の臭いを追いかけて発見する足

跡追求訓練、嗅いだ臭いと同じ臭いがどれなのかが判断

できるようになるための臭気選別訓練などがある。 

これらの訓練を積むことにより、警察犬としての仕事

を果たすことが出来るようになる。 

捜索訓練 

多摩地域の警察犬の拠点は、以前は多摩市の市街地に

あり、鳴き声やにおいに対する近隣住民からの苦情が多

く、また犬舎が屋外のため、犬が体調を崩すなどの問題

があり、東大和市に移転改築した。 

今回の改築設計は、騒音、暑さ対策に有効である屋内

型犬舎とし、また、省エネを図るため、地中熱を利用し

た冷暖房システムを採用した。 

本庁舎は、３５頭の警察犬が収容可能であり、あらゆ

る訓練に対応出来る訓練施設として、平成２８年に運用

開始した。 

本稿では、施設の機能および特徴、地中熱冷暖房シス

テムの計画と実測調査を通して、その効果を報告する。 

 

臭気選別訓練 

服従訓練 

２ 施設の機能および特徴 

（１） 犬舎 

  従来犬舎は屋根のみであり、鳴き声や臭気が漏れ、近隣から苦情が出ていた。 

そのため今回は完全屋内犬舎とし、エアコン、扇風機、自然換気によって室内環境

をコントロール出来るようにした。 

（２） 犬房 

犬の生活空間となる犬房は、仕切りのある犬用ベッドを設置した待機・就寝スペー

スと、コンクリート仕上げの活動スペースの２室構成としている。 

犬房は中廊下を介する並行二列配置とした。犬房が向かい合い、犬が威嚇しあうこ

とを防止するため、中廊下側扉には目隠しを配置し、犬の視線が交わるのを防いだ。 

それにより犬房を集中配置することができ、少人数で犬の管理が行えることで職員

の負担軽減を図ることができた。 
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＜様式２＞ 

 

（2／3） 

（３） 犬房 

犬の生活空間となる犬房は、仕切りのある犬用ベッドを設置した待機・就寝スペー

スと、コンクリート仕上げの活動スペースの２室構成としている。 

犬房は中廊下を介する並行二列配置とした。犬房が向かい合い、犬が威嚇しあうこ

とを防止するため、中廊下側扉には目隠しを配置し、犬の視線が交わるのを防いだ。 

それにより犬房を集中配置することができ、少人数で犬の管理が行えることで職員

の負担軽減を図ることができた。 

（４）排便所 

排便所は個室８室を円形に配置した。 

警察犬は定刻に排便させるため、中心に立てば３６０度見渡せる構造とすることで、

一人の職員でも管理出来るようにし、犬が単独で排便所へ向かうことが出来るよう、

犬房と排便所を廊下で一直線に配置した。 

（５） 犬シャワー室 

従来、犬のシャワーは大型浴槽に犬を持ち上げて行っていたため、大変な作業であ

った。今回は犬が単独でシャワー台へ登れるスロープ構造とした。 

３ 地中熱冷暖房システムの計画と実測調査 

水を利用する排便所、シャワー室、廊下の冬季の凍結防止とあわせて完全屋内犬

舎の室温管理の課題をクリアするため、地中熱冷暖房システムを採用し、その結果

の検証を含め報告する。 

（１） 設備概要 

今回、採用した地中熱冷暖房システムは、パイプ５セットを地中 100ｍまで埋設

し、そのパイプ内に不凍液を循環させ、蓄熱体となる床コンクリートに地中熱を伝

えるシステムである。  

図 4-地中熱冷暖房システム模式図 
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＜様式２＞ 

 

 

（3／3） 

４ まとめ 

  運用開始１年目に、警察犬担当の鑑識課職員にアンケートを行ったところ、以前と比

べて警察犬の体調不良が大幅に減少したという、うれしい回答があった。 

完全屋内の都市型大規模犬舎と、地中熱冷暖房システムの採用により警察犬の生活環

境の向上が図られ、また職員の負担を大幅に減少させることができた。 

多様化する犯罪に即した訓練を行えるよう、引き続き施設の改良を行っていきたい。  

（２）地中熱冷暖房システム利用の効果（平成 26 年 2 月から平成 27 年 1 月の記録による比較） 

  地中熱冷暖房システムによる省エネ効果は次による。  

              電気使用量（年間）   電気料金（年間） 

機械空調のみ     136,656ｋWh  約  460 万円 

   地中熱冷暖房システム 111,338ｋWh  約  320 万円 

   削減量        25,318ｋWh    約▲１４０万円 

   C02 削減排出量    14,051ｋｇ－CO2/年 

地中熱冷暖房システム＋機械空調併用方式は、機械空調のみの方式と比べ、電気

使用量は一般家庭９軒分の削減効果がみられ、CO2 排出量ではスギの木、約 1,000

本分の削減効果がみられた。 

（３）イニシャルコスト、ランニングコストの比較検討 

  空調システムの決定にあたり、地

中熱冷暖房システム＋機械空調と機

械空調のみの場合を比較し、コスト

検証を行った。結果として、19 年

で回収可能であった。 

図 5-犬舎熱負荷グラフ 

 

  この計画では犬舎床面が結露する可能性があるため、床温度を夏期は 23℃、冬季は

11℃に設定し、エアコン、扇風機を使用した地中熱冷暖房システム＋機械空調併用方

式を採用した。 

図 6-コスト比較図 
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Fig..2　印刷書式についての警告メッセージ

Fig.1　Uドライブ上のRIBC関係ファイルの構成図

営繕課(\\switch\dfsroot)(U:)

PC

RIBC単価

H30

システム設定ファイル

ローカルディスク(C:)

ローカルディスク(D:)

PDF営繕課(\\switch\dfsroot)(P:)

＜様式１＞ 

テーマ：営繕積算システム（RIBC）の設定ファイル共用化のための 

バッチファイル作成 

所 属：杉並区政策経営部営繕課         

 

１ RIBC データ共用のためのネットワーク構成 

杉並区では、情報システム担当課が全庁の PC とネットワークを一元的に管理している。そ

こで、各所管課内でのデータ共用に資するため、サーバーの領域を各課に割り当て、その領

域をパソコン上のドライブ（Windows の U:ドライブに割り当てられるため、Ｕドライブと呼

んでいる。）に接続して、課内の全員が同じデータにアクセスできるよう、ネットワークを構

成している。 

営繕積算システム（以下、RIBC という。）で使用する単価ファイルやシステム設定ファイ

ルについても、Ｕドライブに置かれ、最

新のデータを共通で使用できるように

している。 

 Ｕドライブは、営繕課以外の課からは

アクセスできないよう、アクセス制限が

掛けられており、また、外部のネットワ

ークにも接続されていないため、セキュ

リティ上安全な保管場所である。 

 

２ システム設定ファイルを共用した場合の問題 

このように、RIBC のシステム設定ファイルをＵドライブ上で共用した場合、以下のような

問題があった。 

(1) 印刷設定は工事種別、工事規模等により異なり、統一することができないため、RIBC

ファイル読み込み時に必ず「設定がシステムと異なります」という警告メッセージが

出てしまう。頻繁に警報が出るということは、その警報の信頼性を低下させる原因と

なるおそれがある。 

(2) RIBCの印刷書式設定ダイアログ等

には「システム記憶」というボタ

ンがあり、これをクリックしてし

まうと共有の設定ファイルが書き

変わってしまう。また、端数処理

設定ファイルなどについても、同

様に誤って書き換えられる可能性

があり、その場合、間違いに気付

くのに時間が掛かってしまうこと

になる。 

 

３ RIBC 起動用バッチファイルの作成 

これらの問題を解決するため、RIBC を起動される際に参照されるバッチファイルを作成し

た。 

バッチファイルの動作をさせるための設定は以下の通りである。 

（1／4） 
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@echo off

:: 環境変数のローカル化を開始
setlocal

::引数１：ファイル名をSTRへ代入
SET STR=%1

::後ろ３文字（拡張子等6文字を除く）をFooterへ代入
SET Footer=%STR:~-9,-6%

::pause

if %Footer%==A10 goto A10

（中略）
if %Footer%==E91 goto E91

goto END

:A10

echo 建築-大規模-科目別有-共通費積上・負担金有 の印刷書式に設定します
copy U:\ＲＩＢＣ単価\システム設定ファイル\A\A10\RibcUwPr.ribcsys C:\ProgramData\RIBC\RIBC2\RIBC12\UCW\System\
goto END

（中略）

:E91

echo 電気-下請-科目別無-負担金有 の印刷書式に設定します
copy U:\ＲＩＢＣ単価\システム設定ファイル\E\E91\RibcUwPr.ribcsys C:\ProgramData\RIBC\RIBC2\RIBC12\UCW\System\
goto END

:END

:: 環境変数のローカル化を終了
endlocal

::公開情報
copy U:\ＲＩＢＣ単価\システム設定ファイル\Def\RibcUser.ribcsys C:\ProgramData\RIBC\RIBC2\RIBC12\UCW\System\

::端数処理
copy U:\ＲＩＢＣ単価\システム設定ファイル\Def\RibcUwHs.ribcsys C:\ProgramData\RIBC\RIBC2\RIBC12\UCW\System\

if exist "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RIBC2\内訳書作成システム（x64）.lnk" goto x64
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RIBC2\内訳書作成システム.lnk %1

:x64

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RIBC2\内訳書作成システム（x64）.lnk %1

Fig.3 RIBC2BAT.BAT の内容

＜様式２＞ 

(1) RIBC 内訳書データファイル（拡張子：.utib）に関連付けされているアプリを「RIBC2

内訳書作成システム」から、今回作成した「RIBC2BAT.BAT」に変更しておく。 

(2) 従前、RIBC のシステムファイル参照フォルダ名として 

「U:\ＲＩＢＣ単価\システム設定ファイル」を指定していたものを 

「C:\ProgramData\RIBC\RIBC2\RIBC12\UCW\System」（デフォルト）に変更しておく。 

  

これらの設定ののち、RIBC 内訳書データをダブルクリック等で開いた場合のバッチファイ

ルの動作概要は以下の通りである。 

(1) バッチファイルは、RIBC内訳書データファイルのファイル名の末尾 3文字を読み取り、

その値に応じた、印刷書式設定ファイル(RibcUwPr.ribcsysb)をＵドライブからシステ

ムファイル参照フォルダ（C:\ProgramData\RIBC\RIBC2\RIBC12\UCW\System）にコピー

する。 

(2) 公開情報設定ファイル（RibcUser.ribcsys）・端数処理設定ファイル(RibcUwHs.ribcsys) 

をＵドライブからシステムファイル参照フォルダにコピーする。 

(3) 内訳書作成システムを起動する。 

 

 

※バッチファイル 

 バッチファイルとは、Windows 上で実行させたいコマンドをテキストファイルに記述した

ものである。これによって、あらかじめ設定した一連の作業を自動的に実行させることがで

きる。バッチファイルには簡単な条件判断も記述することができるため、簡単なプログラム

のように使用することもできる。 

（2／4） 
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Fig.5　印刷書式設定画面

Fig.4 RIBC2BAT.BAT起動時の画面

＜様式２＞ 

このように設定した上で、RIBC 内訳書データをダブルクリック等で開くと以下の画面が現れ

た後に、RIBC 内訳書作成システムが起動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 印刷書式設定ファイルの構成とその保存場所 

既に述べた通り印刷書式設定は、工事種別、工事規模等により異なるため、以下のように

分類した。 

 

 この設定に従い、RIBC 上の印刷書式設定画面で出力したい帳票を選択し、その他の条件

も設定したうえで、設定画面左下の[システム記憶]ボタンをクリックすると、C ドライブの

システムファイル参照フォルダ（C:\ProgramData\RIBC\RIBC2\RIBC12\UCW\System）に印刷書

式設定ファイル

(RibcUwPr.ribcsysb)

が生成される。 

生成されたファイル

をＵドライブの所定の

フォルダにコピーして

おくことによって、バ

ッチファイルが必要な

ファイルを参照できる

ようになる。 

  

（3／4） 

Table.1　印刷設定の分類

記号 摘要
工事別

(工事費)
種目別 科目別 中科目別 細目別

共通費細目別

(積上げ)

A10 建築-大規模-科目別有-共通費積上・負担金有 ○ ○ ○ ○ ○ ○

A20 建築-中小規模-科目別有-共通費積上・負担金無 ○ ○ ○ ○

A21 建築-中小規模-科目別有-共通費積上・負担金有 ○ ○ ○ ○ ○

A30 建築-中小規模-科目別無-共通費積上・負担金無 ○ ○ ○

A31 建築-中小規模-科目別無-共通費積上・負担金有 ○ ○ ○ ○

A40 建築-下請-科目別有-共通費積上・負担金無 ○ ○ ○

A41 建築-下請-科目別有-共通費積上・負担金有 ○ ○ ○ ○

A50 建築-下請-科目別無-共通費積上・負担金無 ○ ○

A51 建築-下請-科目別無-共通費積上・負担金有 ○ ○ ○

A60 解体-科目別有-共通費積上・負担金有 ○ ○ ○ ○ ○

E10 電気-大規模-負担金無 ○ ○ ○ ○ ○

E11 電気-大規模-負担金有 ○ ○ ○ ○ ○ ○

E20 電気-中小規模-科目別有-負担金無 ○ ○ ○ ○

M90 機械-下請-科目別無-負担金無 ○ ○

M91 機械-下請-科目別無-負担金有 ○ ○ ○
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Fig.7　バッチファイルを生成するEXCELファイル

Fig.6　印刷設定ファイル参照フォルダの構成図

RIBC単価

PC

ローカルディスク(C:)

ローカルディスク(D:)

PDF営繕課(\\switch\dfsroot)(P:)

営繕課(\\switch\dfsroot)(U:)

M

M10

M11

M91

A

A10

A20

A60

E

E10

E11

E91

＜様式２＞ 

この設定を一度行っておけば、RIBC 内

訳書データファイルのファイル名末尾

に[Table.1]の「記号」欄の 3 文字を付

加すれば、それに対応する印刷設定ファ

イルが自動的に読み込まれる。 

 

 

 

５ バッチファイルの半自動生成 

実際のバッチファイルを見てわかる通り、ファイル名末尾 3 文字による判断・処理は、「if

～goto」文による分岐と分岐先のラベル以下に記述する「copy」文により構成される。今回

設定した書式設定は、通常の積算だけでも約 30 通り、予算見積用のものも含めると約 80 通

り存在するため、バッチファイルの記述も「if～goto」文・ラベル・「copy」文等も 80 通り

の記述が必要となる。これらのコマンド列を手作業でバッチファイルに入力するのは、非効

率であり、入力誤りも発生するおそれがあるため、Table.1 の一覧表からバッチファイルの

コマンド列を生成す

るよう EXCEL ファイ

ルを設定した。 

印刷書式リスト上

のデータを引用し、

ラベルと、「echo」文

による案内表示、

「copy」文による設

定ファイルのコピー

を行うようにしてい

る。 

 

 

 

６ バッチファイル作成による効果 

これら、バッチファイル作成による試みにより、以下のような効果が得られた。 

(1) 印刷書式の統一化が図られた。 

これまで、担当によりまちまちだった印刷書式設定を、工事種別・工事規模別に整理・

統一することができた。 

(2) Fig.2 の警告メッセージはほとんど出なくなった。これにより、警告メッセージの信

頼性低下の心配はなくなった。 

(3) 共通で使用する公開情報設定ファイル・端数処理設定ファイルという重要なファイル

が、不用意に書き換えられてしまうリスクがなくなった。 

 

今回は、アプリケーションソフトの起動に際し、簡単なバッチファイルを設定することに

より、アプリケーション側からは設定できない細かな制御が可能となり、積算時におけるエ

ラーのリスクを低減することができた。今後も、こうした工夫を積み重ね、正確・適正な設

計業務に貢献できるよう努力していきたい。 

（4／4） 
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＜様式１＞ 

テーマ： 歴史的建造物の積極的な活用と保存について 

所 属：港区企画経営部施設課 教育委員会事務局学務課  

 

１．はじめに 

 本建物は昭和 13 年に建てられ国立公衆衛生院

として利用されていたが、平成 21 年に本建物及び

敷地を小学校跡地との交換により国から取得し

た。活用方法について様々な議論を行った結果、

本建物を改修し、複合施設として活用することを

平成 23 年に決定した。竣工後、港区指定有形文化

財として指定する予定であり、歴史的建造物とし

ての特徴的な意匠を保存しながら、バリアフリー

対応、耐震補強、区画の形成、用途に応じた内装

改修を行った。本稿では、歴史的建造物を活用するにあたり、設計や工事での課題とどのよ

うな対応をしたかについて報告をする。 

 

２．建物の概要 

 本建物は公衆衛生技術者の養成・訓練及び公衆衛生に関する調査研究を行う施設、旧公衆

衛生院(昭和13年10月竣工)として建てられた。これを活用し、港区立郷土歴史館等複合施設

（ゆかしの杜）として用途変更した。 

敷地面積＝11,173.17㎡,

建築面積＝2,823.16㎡ 

延床面積＝15,155.20㎡,

構造＝SRC造 

階数＝地下1階地上6階

塔屋4階(38.7m) 

用途地域＝第一種中高層

住居専用地域、商業地域 

用途＝郷土歴史館、がん在宅緩和ケア支援センター、区民協働スペース、子育て関連施設 

 

３．事業の概要 

 本整備では実施設計以降、展示検

討は別発注となるため、基本設計段

階では展示経路の検討、現状の収蔵

量の把握など、郷土歴史館の展示計

画と建築計画を一体的に整理して

いる。また、区指定有形文化財とす

るために工事における基本理念を

示した。実施設計以降は歴史的価値を保存しながら活用するための建物の外壁や内部意匠等

の保存方法や施工方法、工期等を具体的に検討するため、設計・施工一括発注方式を採用し、

プロポーザルによって業者を選定した。 

（1／4） 

＜フロア構成図＞ 
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＜様式２＞ 

４．改修の方針、記録の残し方  

将来、港区指定有形文化財として指定する予定

のため、どこに価値があり、改修はどこまで行っ

てよいのかが課題となった。そのため、わかりや

すい基本的な考え方を示すことで、多数の関係者

の共通認識を形成した。設計を進める中で、現状

調査を行い、発生した課題に対し、この方針に基

づき随時解決策を立て、施工に反映した。 

特に保存改修における様々な課題に対する細

かな方針決定は、学識者によって組織された保存

検討委員会（12回開催）により解決策の妥当性を

確認して進めた。 

また、全ての部屋、廊下に対し、既存仕上げを

調査し、改修後の既存残存状況や歴史的価値によ

り、グレード分けを行った。グレード分けは下図、

保存グレード表の6通りに分類し、その判断目安

を具体的に決めた。 

 

 

 上記の分類は設計で決め、解体や保存状況の変化を反映し、工事中にも見直しを行った。

この分類は多くの関係者にとって、基本方針と同じく共通言語となり、解体や設備取付け場

所、配管・配線の工夫をするなど、各業種で配慮がしやすくなった。  

 また、改修により解体されるものも多く、今後の文化財の指定に向け、どこまで記録を残

すべきなのかが課題となった。図書文化財課の職員と打合せを行い、保存検討委員会で確認

しながら記録の残し方を決定した。今回の工事では改修により、同様の仕上げや部材が残ら

ないもの、解体でしか知りえない下地仕上げや劣化等の状況を調査し、現存している創建時

の設計仕様書、写真の内容と比較しながら考察を行った。記録の対象は保存・保全部分はも

ちろんだが、大部分を撤去解体するその他部分も重要な対象とした。結果、２３０近い記録

を残すことができた。 

（2／4）

＜保存グレード図＞ 

 

＜保存グレード表＞ 

 



19 

 

＜様式２＞ 

５．建物調査、試験施工による具体的改修内容の検討  

５−１．既存設計図と既存建物の現況確認 

 既存建物の資料は東京都公文書館に収蔵された設計仕様書や設計図等、土地交換時に取得

した資料、創建時の施工者である大倉土木（現  大成建設株式会社）が所有する施工写真、旧

公衆衛生院（現 国立保健医療科学院）が所有している当時の授業風景等の写真がある。資料

は数多く残されていたが、竣工から 80 年近く経過しており不明点もあるため、実際の建物

の構造や仕上げ状況について調査を行っ

た。構造調査ではエレベーターや階段室

に改修する保存グレードの低い部屋を選

定した。床、壁等を部分的に解体し、配

筋状況や鉄筋径、鉄筋の抜取りによる引

張強度、コンクリート圧縮強度等を確認

し耐震補強計画に反映した。仕上げ調査

は創建当時の設計仕様書の仕上げとの比

較を行い、当時の施工方法を推測しなが

ら解体調査した。たとえば、格子天井は

廻り縁が取り外せないことがわかり、残

置して天井ボードを新しく施工した。こ

のように、調査を行い、施工上の課題を

抽出し、設計に反映をした。 

 

５−２．各保存グレードに対する改修内容の検討 

 設計図書で「補修」と表現しても、新築のような状態に改修するわけではない。現況調査

の結果を元に、試験施工を行い、具体的に「補修」の程度を関係者全員で確認し進めた。 

 外観は基本的に保存 A のため、現代の

材料で既存に合わせる必要がある。タイ

ルの配色や洗出しは何度も見本板を作成

し、既存外壁と比較し決定をした。また、

スクラッチタイルとモルタルの付着状況

を引張り試験や打診調査により確認し、

タイル洗浄の程度は 4 種類の方法で試験

施工をし、施工直後、施工後 2 箇月の状態

を確認し選定をした。 

 保存 A は中央階段や展示室（旧講堂）な

どがある。中央階段は避難階段でもあり、

建築基準法への対応として廊下に防火戸を

設け、安全対策のための落下防止柵・手すりを設け、段鼻のノンスリップの更新をした。照

明器具は全て補修、LED 化し再利用した。また、講堂では、安全対策のため、天井材をグラ

スウールボードに更新し、塗装改修、建具の改修を行った。講堂の両開き建具はバリアフリ

ー法上の出入口幅を確保できないため、両開きの扉を繋ぎ合わせ、一枚の片開き戸に改修す

るなど、現在の法律に合わせた改修も行っている。 

（3／4） 

＜ノンスリップ 

    試験施工＞ ＜窓台取外し＞ 

＜現況調査図例＞ 

 

＜調査写真＞ 

 

＜洗出しサンプル＞ ＜タイル色合わせ＞ 
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＜人造石研出し試験施工＞ ＜試験施工の部屋＞     

 

 ＜廊下幅木試験施工＞    ＜廊下仕上がり確認＞    ＜廊下仕上げ検討＞ 

 

＜様式２＞ 

 保存 B は休憩室、エントランス、積

層書架などがある。試験施工の部屋を

つくり、床・壁・天井、建具など全て

仕上げて補修の程度を確認した。バリ

アフリー法に対応するため、出入口に

ある沓ずりを削り、色見本の施工、床

補修・洗浄の程度、幅木や人造石研出しの補修の程度、新規照明や設備の露出配管の位置、

空調機器の設置高さなどの決定をした。 

 保存 C は主に２階から４階の廊下がある。両側に扉や窓が連続して、建物の先端まで続く

廊下はこの建物の特徴でもある。廊下内には格子天井、長押、タイルや洗出しの幅木、漆喰

壁など様々な素材がある。しかし、耐震補強や建具を新設するために解体をしており、中途

半端にそれぞれの素材が撤去されていた。基本方針として、新規材と既存材を区別し、改修

していることが誰でもがわかるように仕上げる必要があった。そのため、似せて継足すので

はなく、既存材と新規材は隙間を空けたり、新規幅木は素材を変えたり、改修内容、解体具

合に合わせパターン分けを行い、試験施工をして決定した。 

上記以外にも、既存建具への本締り錠の追加、排煙の為に建具上の欄間ガラスを撤去し新

しいガラリを取付ける方法、防火区画のための廊下窓の塞ぎ方など様々な試験施工で出てき

た課題を設計、施工に反映し、廊下の意匠を損なわずに、必要な機能を付加できた。 

その他 A,B や保全部分では、新たな用途に合わせ改修す

るにあたり、撤去せざるをえない建具や旧分電盤、手洗い

器等は建物の歴史を示すものと考

え、他の場所に移設した。 

  

６．まとめ 

 通常の改修工事に保存という要素が加わり、補修の程度や改修箇所を明確にする手法を決

めることが非常に難しく、関係者全員の共通認識を形成するために、最後まで試験施工で確

認し、保存グレードとの整合性について議論し進めました。 

本施設は今年度4月に、ご近隣の皆様のご理解、ご協力をいただき、無事に運用を開始す

ることができました。また、課題は尽きない整備ではありましたが、設計者・施工者などの

受注者を含め、全ての関係者が連携することで、区有施設としての活用と歴史的建造物とし

ての保存をバランス良く実現することができました。この場をお借りして、お礼を申し上げ

ます。今後、歴史的建造物を末永く上手に使い続けられる一つの例として、この整備で得た

知見を継承していきたいと考えています。 

（4／4） 

＜人造石研出しサンプル＞ ＜試験施工の部屋＞ 
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＜様式１＞ 

テーマ：自然環境を考慮した島しょ地域における施設整備について 

～都立新島高等学校改築工事～ 

所 属：東京都財務局建築保全部施設整備第二課         

 

１．はじめに 

都立新島高等学校は、「新島村連携型中高一貫教育要覧」において、近接する新島村立新島

中学校、及び新島村立式根島中学校と一貫性に配慮した教育を推進している。平成 30 年 4

月現在、3 学年各 1 クラス、計 38 名の生徒が学んでいる。 

本計画は、築後 40 年以上が経過した校舎棟、体育館棟を改築、築後 20 年以上が経過した

武道場を改修することにより、さらなる教育活動の推進及び村民の利便性の向上を図ったも

のである。平成 24 年 2 月から設計に着手、平成 26 年 10 月に工事着工し、平成 28 年 7 月に

Ⅰ期工事、平成 29 年 2 月にⅡ期工事の完成を迎えた。 

本稿では、Ⅰ期工事しゅん功後 2 年が経過した施設の状況もふまえ、島しょ地域における

設計・施工の留意点について、建築分野の観点からまとめたものを紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．新島について 

 新島は、東京から約 160km 南に位置する伊豆諸島の 

１つであり、島の面積は約 25 ㎢、人口は約 2,500 人程度 

である。年間を通じて温暖な気候で、透明度の高い青い 

海、白い砂浜、緑生いしげる森林などに囲まれた、自然 

豊かな環境にある。産業は、くさやを始めとした水産加 

工品のほか、明日葉や野菜の栽培が盛んである。島内に 

点在する石像は島の地場産材であるコーガ石で彫られた 

ものであり、渋谷駅前にある「モヤイ像」も新島から贈 

られたものである。 

 新島へは、海と空からアクセスが可能で、飛行機であれ 

ば調布飛行場から 35 分で到着する。 

 

３. 本施設の計画概要 

本施設は、1 学年 1 学級という少人数の関係性から、学校を生徒・教員同士の存在を自然

に感じることが出来る「大きな家」と捉えることで、互いに刺激し合い豊かな人間形成を築

く場所として計画された。 

（1／4） 

＜施設概要＞ 

所在地：東京都新島村本村四丁目 10 番 1 号 

敷地面積：30,814.73 ㎡ 

延床面積：8,254.07 ㎡ 

構造：鉄筋コンクリート造 

階数：地上３階建て 

工期：平成 26 年 10 月 3 日～平成 28 年 7 月 11 日（Ⅰ期） 

    平成 28 年 7 月 12 日～平成 29 年 2 月 28 日（Ⅱ期） 

 

アプローチより校舎棟を望む 

新島位置図（新島観光協会 HP より） 
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＜様式２＞ 

設計では、南側隣地へ移転予定の新島村立新島中学校との「新島村連携型中高一貫教育」

の取組を考慮する計画であることを条件とした。そのため、中学校との間に設けたスクール

プラザ（中庭）を中心に、校舎棟・体育館棟を配置するとともに、中学校舎棟及び各棟間に

スクールパス（渡り廊下）を設置し 2 階レベルで繋げることで、中高の相互連携が取り易い

一体的な施設を目指した。 

防災機能としては、体育館が避難所として使用されることを想定し、計画地が新島の中で

も高台に位置していることから、津波発生時でも機能できる計画とした。また、島しょ地域

の自然環境の特性である塩害・湿気・強風に十分配慮し、対候性へ配慮することが求められ

た。これらについては、次項目以降で詳しく述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.津波対策 

 計画地は、新島村のハザードマップ（平成 16 年）では避難の基準となる標高 20ｍより高

い位置にあるものの、内閣府による南海トラフの巨大地震モデル検討会が公表した資料によ

ると、新島における津波高さは、南西側で最大 30.2m にもなることが分かった。 

 本計画では、浸水範囲については遡上高さ等の不確定要素が多く検討が困難なため、校舎

棟･体育館棟の１階部分が浸水した場合でも、2 階部分が避難施設として機能できる計画とし

た。2 階は、南側に普通教室や職員室、北側に保健室や設備機器スペース（非常用発電機・

電気室・受水槽）など主要諸室を配置し、万一の津波に備えた。体育館棟は、アリーナと備

蓄倉庫を 2 階に設置した。また、校舎屋上も避難場所として使用できるようにし、さらに 2

階レベルのスクールパスから敷地裏山へも避難可能な計画とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．厳しい自然条件における配慮 

5-1 塩害対策 

本計画地は海岸から 800ｍに位置するが、新島特有の強い西風の影響を考慮し、塩害対策

を行った。建物は凹凸の少ない形状とし、空気溜まりとなる中庭は設置しない計画とした。

外部に面する部分には、極力金属類は使用しない方針とし、やむを得ず使用する箇所には、 

（2／4） 

中高の相互連携イメージ 北東側からの俯瞰 

最大津波対策イメージ図 

スクールパス 
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＜様式２＞ 

耐重塩害仕様とする等、対策を行った。具体的には、網戸は樹脂製、屋上の手摺は RC 造のパ

ラペット手摺とし、既存改修の外部鉄骨手摺にはステンレスフレーク入り耐候性塗料を採用

したほか、外部サッシはアルミ製を基本とした。設備工事については、キュービクル、給湯

器等の主要機器を屋内設置とし、屋外設置となる受水槽は FRP 製とする等の配慮を行った。 

 しゅん功後の瑕疵点検でも、塩害の影響による発錆は見受けられないため、こうした対策

に一定程度の効果があったと考えられる。 

 

5-2．湿気対策 

 島しょの湿度は非常に高いため、建物は

空気溜まりをつくらないように凹凸の少な

い形状としたほか、夜間でも自然換気を行

えるよう縦型換気ユニットを設置し、設備

工事では、空調設備のない室に除湿機を設

置した。 

施工段階においては、塗装工事は湿気の

高い時期を避けるのが望ましいが、工期を

考慮すると困難であった。実際にしゅん功

後、内部鉄骨階段において、施工時の湿気の 

影響による塗装の爆裂及び錆が広範囲で見られた。その後、湿度の高い時期を避けてケレン、

錆止め、塗装の是正工事を行った。是正工事後は錆の発生は見られないため、施工時の湿度

の影響が大きいと思われる。 

 

5-3．強風対策 

 新島は西風が非常に強いため、大きなボリュームの体育館を西側に配置し、校舎やスクー

ルプラザを西風から守る配置計画とした。またサッシ、ガラス、シート屋根防水、折半屋根

等について、耐風圧検討を十分に行った。例えば、サッシ性能は、法令に則り耐風圧を検討

すると、一般的な学校施設と比べてランクの高い等級 S-6（校舎棟）、S-7（体育館棟）が求

められた。 

 施工段階では、工事の安全上、現場にて解体工事での防音パネルを防音シートに変更し、

新築工事にてメッシュシートを垂直養生シートに変更した。また、仮囲いの高さを 3ｍから 2

ｍのメッシュパネルへ変更した。そうした対応に加え、適切な安全管理を行った結果、台風

時や冬季の強風時においても、仮設物が風に煽られる等の事故は発生しなかった。 

 

5-4．構造計画 

塩害による腐食リスクのある鉄骨部材は屋外

の主要構造部には使用せず、屋内で使用する場合

にも防錆対策を行う方針とした。通常、鉄骨造と

する場合が多い体育館屋根はプレストレストコ

ンクリート工法を用いた RC 造とした。 

RC 造の構造躯体について、塩害による鉄筋の

腐食を防止するため、ひび割れを極力生じさせな

いような部材断面・配筋設計を行った。 

（3／4） 

体育館内部空間（RC 造屋根） 

縦型換気ユニット（左：閉鎖時、右：開放時） 
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＜様式２＞ 

６.資材・労務 

コスト管理について、設計時から、島しょ地域での資材・労務コストを確認しながら作業

を進めた。労務・重機等については、島内の状況を確認し、内地から調達するものは交通費・

宿泊費・運搬費等を積算する必要があり、通常よりも積算業務に時間を要した。 

 施工段階では、資材を運搬する貨物船の運航する曜日が限られ、また月により運行日が変

動し、積載量も制限されるため調整に時間を要した。また天候不良による欠航による影響が

大きく、材料搬入及び職人確保に関する工程管理が困難であった。 

 

７.島の特産品 

 生徒ラウンジ壁面には、島の特産品で、軽石の一種であるコーガ石と、それを原料とした

オリーブグリーン色が特徴の新島ガラスを積層させ、新島の特徴的な風景である白ママ断層

をイメージした。室名サインにも新島ガラスを用い、新島らしい特色ある学校施設とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８.おわりに 

 島しょ地域においては、設計の段階から、特殊な自然環境への対策を丁寧に検討すること

が重要である。また、施工段階においても、天候不良等の影響を受けやすいことから、遠隔

地ながら工程管理・品質管理を密に行っていく必要がある。 

今後の島しょ地域における施設整備においても、本計画で培った知見を活かしながら、関

係者一丸となって取り組んでいきたい。 

（4／4） 

中庭のモヤイ像 新島ガラス製の室名サイン 生徒ラウンジ壁面 

中庭より本校（右手）、新島村立中学校（左手）を望む 
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項目 部位 改修内容

構造① 本体建物
制振ブレース

耐震ブレース

構造② 冷却塔 本体と連結補強

非構造① 防災無線アンテナ 断面補強

非構造② 1階吹抜け天井 膜天井化

非構造③ 10階議場天井 落下防止対策

非構造④ 吹抜けモビールアート 落下防止ネット新設

非構造⑥ ゴンドラレール受 断面補強

建築設備① 電気機械設備 耐震補強

建築設備② エレベーター
補強用レールブラケッ

ト設置

建築設備③ エスカレーター かかり代確保

＜様式１＞ 

テーマ：大田区役所本庁舎の耐震性向上改修工事について 

所 属：大田区 企画経営部 施設保全課     

 

１．はじめに  
大田区役所本庁舎は、平成 4 年に民間の商業ビルとして建設され、その後大田区が取得し

平成 9 年に改修工事を行い、平成 10 年から本庁舎として活用している。平成 23 年 3 月の東

日本大震災において、本庁舎上層部に大きな揺れが生じたため、地上部を対象とした振動解

析による耐震診断を実施した。平成 24 年 4 月には東京都から首都直下型地震等による被害想

定の見直しがあったことから、近年の知見を盛り込んで、更なる耐震化を図り、区役所本庁

舎としての日常業務機能に加え災害対策本部としての機能を強化することとした。 

本稿では、本庁舎機能を維持しながら行った耐震性向上工事について紹介する。 

２．建物概要  
 本庁舎は、JR 蒲田駅に近接し、本体建物と冷却塔を一体とした建物である。建物外観写真

を図 1、基準階平面を図２に示す。また、本体建物概要を表１、各階の主な用途を表２に示

す。本体建物は、地下 4 階、地上 11 階、地上部は軒高 50.6m の鉄骨造純ラーメン構造の建物

である。平面形状は長辺 6.4m×16 スパン、短辺 15m、12m の 2 スパンで全長 102.4m×27m の

整形な建物である。屋上には、高さ約 30m の防災無線鉄塔と重さ約 210kN のゴンドラがある。

防災無線鉄塔は、鋼管トラス構造で、平面形状は１辺が 2.5m である。冷却塔は地下部のみ本

体建物と一体で、地上部は最少クリアランスが 135mm と近接している。 

 

３．改修計画  
 本改修工事では、大地震後も「災害対策本部」としての機能性強化、人命の安全性確保を

目的に、構造補強・非構造補強・建築設備補強を行った。主な工事内容を表３に示す。改修

後の目標耐震性能は、「官庁施設の総合耐震計画基準」に基づき、総合的に判断し設定した。

構造体については、大地震後、補修することなく建築物を使用できる「Ⅰ類」に設定した。 

 

（1／4） 

表２ 各階の主な用途 

図１ 建物外観写真 図２ 基準階平面（3 階） 

制振ﾀﾞﾝﾊﾟー 補強 

冷却塔 本体建物 

連結補強 

表３ 主な工事内容 

大田区役所本庁舎

東京都大田区蒲田

階数
地下4階、地上11階、

塔屋1階

面積 建物面積：4,822.14m2

高さ 延床面積：41,451.09m
2

構造種別 鉄骨造

構造形式 ラーメン造

外壁
Pcaカーテンウォール

アルミカーテンウォール

構造種別 鉄骨鉄筋コンクリート造

構造形式 耐震壁付ラーメン構造

基礎構造 構造形式 直接基礎（一部杭基礎）

建物名称

所在地

建物規模

上部構造

下部構造

表１ 本体建物概要 

階 主な用途

11
委員会室

議場傍聴席

10 議場、議員控室・委員会会議室

１～9 事務室

B1～B2 駐車場

B3～B4 電気室、機械室
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＜様式２＞ 

非構造部材については、災害応急活動や被災者の受け入れの円滑な実施の上で、支障とな

る損傷、移動等が発生しない「Ａ類」に設定し、建築設備については、人命の安全確保及び

二次災害の防止が図られているとともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機器を相

当期間継続使用できる「甲類」に設定した。 

本改修は居ながら工事が前提となるため、補強個所と執務室の影響を少なくする必要があ

った。そこで、主となる構造補強部材として、一般のオイルダンパーの約 2 倍のエネルギー

吸収能力を有する高性能制振オイルダンパー（図３、４）を採用し、1 階～7 階に計 46 台を

設置した。ダンパーの設置位置を表４に示す。設置位置は改修後の機能、使い勝手に配慮し

た。改修後の耐震性能については、地震応答解析を用いて評価し、一般財団法人日本建築セ

ンターの耐震診断評定を取得した。耐震判定基準及び地震応答解析結果を表５に、設計用地

震動を表６に示す。設計用地震動は極めて稀に発生する地震動とし、サイト波については、

最新の知見を考慮し作成した。各階の最大応答層間変形角は 11 階が 1/110 以下、その他の階

が 1/125 以下となり、耐震判定基準を満足することを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．改修工事について  
本工事は庁舎機能を維持して使用しながら行う工事（居ながら工事）である。ここでは、

特に、夜間工事の実施、工事中のセキュリティ、仮設計画について紹介する。 

（１）居ながらの夜間工事 

工期は、平成29年3月～平成30年9月で、業務を行いながらの工事となるため、作業時間

としては、夜20:00～朝5:00までの夜間に行い、毎回作業前には庁舎管理や防災センターと

事前に作業打ち合わせを行った。作業日としては、毎週水曜日を休工とし土日についても

夜間工事を実施した。図５に天井内設備補強時の養生状況、図６に１階の足場設置状況を

示す。養生作業については毎日設置と撤去の繰り返しにより、執務に支障が無いようにし 

（2／4） 

表５ 耐震判定基準及び 

地震応答解析結果 

項目 耐震判定基準
地震応答

解析結果

最大層間変形角 1/100以下 1/110

層最大塑性率 2.0以下 1.75

部材応答塑性率 4.0以下 2.73

図４ 高性能制振オイルダンパー 図３ 高性能制振オイルダンパー 

種別 地震波

EL CENTRO 1940 NS

TAFT 1952 EW

HACHINOHE 1968 NS

神戸位相波

八戸位相波

乱数位相波

大正関東地震

東京湾北部地震

既往

観測波

告示波

サイト波

表６ 設計用地震動 表４ ダンパーの設置位置 

制震ダンパー

設置位置

補強工事後の

機能･使い勝手

廊下の柱間、

天井内等

補強なし 影響なし

事務室壁面沿の収

納背後

打合コーナー部との境

界部、影響を最小化

リフレッシュルーム

窓際

鋼管の制震ダンパーと

し、採光・開放性を確保

5階南
副区長室～事務室

間

動線、スペース等使い

勝手維持

3～

5階

吹抜け両側EPS ･

設備予備スペース

執務スペースに影響な

し

2階

吹抜けの手すり沿

い（ガラスパネルに

よる危険防止）

動線、開放性の確保

1階 風除室両側壁裏 使用上の支障なし

階

低

層

階

11階
会議室・廊下の使用に

影響なし

8～10階

基

準

階

3～

7階
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＜様式２＞ 

た。また、１階の吹抜け天井は特定天井であり、既存天井を撤去し、軽量の膜天井に改修
を行った。１階が区民の窓口サービスとなっているため、棚足場支持用足場範囲を極力狭
め、仮囲いをクリアパネルなどにして視認性の維持に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）セキュリティ対策 

夜間に作業員が執務スペースで作業をすることから、情報管理の徹底に努めた。工事対

象部署については、事前に情報管理の徹底を周知した上で、工事ではwebカメラ（図７）

を工事中に設置し、現場事務所から作業員の管理を行えるようにした。さらに、セキュリ

ティの必要な部署については警備員を配置させた。また、作業員の通用口には、入退場管

理システム用の機器（図８,９）を設置し、作業員の時間管理を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）制震ダンパーを効果的に配置し、補強箇所を省スペース化 

  構造補強部材の制震ダンパーの配置（図１０）については、建物両端部の収納、打合せ

スペースに使用されることが多い壁際やリフレッシュルームなどに設置し、執務環境への影響

を極力抑えた。また、工事中には執務スペースの一部に仮囲い（図１１～１４）を設置するこ

とから、あらかじめ工事用の代替スペースとして確保した会議室に業務スペースの一部を移動

し、ダンパーを設置した。その後、現状復旧させた後に、また別の階の業務スペースを会議室

に移動させることを繰り、約 1.5か月のペースで各階の制震ダンパーの設置工事を進めた。 

 

（3／4） 

図１０ 制震ダンパー設置状況 

（打ち合わせスペース） 
図１１ 工事中の仮囲い設置状況 

（執務スペース側から） 

図５ 天井内設備補強 養生状況

（執務スペース） 
図６ １階足場設置状況 

 ステージ足場

 クリアパネル

図８ 入退場管理システム機器 図７ web カメラ設置状況 図９ 入退場管理システム 

利用状況 
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５．おわりに  

 本庁舎全体にわたる約 18 か月の改修工事を契約工期よりも約１か月早く無事に完了でき

たことは、庁舎管理をはじめ各部署や防災センターの協力を得ながら、受注者、工事監理者

と連携して施工した結果である。既存建物の資料も完全に揃ってないなか、毎朝、完了箇所

の点検確認と問題点の早期発見に努め、受注者、工事監理者とともに迅速に対処し、工事を

進めていった事は貴重な経験である。今回の工事で得た知見を今後の施設保全に生かして行

きたい。 

（4／4） 
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図１３ 制震ダンパー設置イメージ 

図１２ 仮設計画（施工中） 

什器移設 

仮囲い設置 ・ 養生 

設備機器撤去 
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図１４ 制震ブレース補強工事 

施工フロー 

作業日数 
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＜様式１＞ 

テーマ： 既存体育館における空調導入事例 

    ～障害者スポーツの利用に配慮した床冷暖房方式の採用～ 

所 属：公立大学法人首都大学東京総務部施設課  

 

１．事業の背景 

 首都大学東京では、障害者スポーツに関する教育研究活動の実績と研究成果を生かした

障害者スポーツ活動への支援を行なってきており、2013 年全国障害者スポーツ大会では選

手団サポートボランティア養成協力校を務めた。現在は東京 2020 大会に向け、パラスポー

ツの普及活動などを行なっている。 

障害者スポーツの一般への理解は進んでおらず、とりわけ車椅子等の器具を用いた競技

の場合、通常の体育館等では床の汚損や傷を理由に貸出しを拒否されるケースが多い。ま

た、障害者の利用を主としたスポーツセンターは都立の 2 箇所（北区と国立市）が主なも

のとしてあるが、まだまだ不足しており、障害者スポーツの裾野を広げるためには、練習

場所の確保が喫緊の課題となっている。 

障害者スポーツに対応した体育館を整備する際、施設のバリアフリー化は不可欠である

が、これに加え、脊髄の損傷等に起因し、発汗機能が失われ体温調整が困難な車椅子使用

者等に配慮し、空気調和設備の整備が求められている。 

こうした背景の下、平成 28 年度に都の助成事業として、荒川キャンパス体育館を改修し

空調設備の導入とバリアフリー化を行った。 

 

２．対象建物概要 

  体育館棟 〔しゅん功〕1986 年(昭和 61 年) 

       〔延床面積〕1677.66 ㎡  

〔構  造〕鉄骨、鉄筋コンクリート造 ２階建て 

 

（1／4） 
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＜様式２＞ 

３．空調方式の検討 

〔空調機直置方式〕 

キャットウォークの上に床置き形空調機を設置又はキャットウォーク下に天吊型空調機

等を設置する方式 

 

メリット ：コスト、施工性に優れる。 

デメリット：吹き出し位置が限られるため、均一な空調制御が難しくエネルギー効率が

悪くなる。また、空調機からの気流でバドミントン等のスポーツでは気流

の影響が懸念される。 

 

〔ダクト送気方式〕 

空調機本体を、機械室等に設置し、ダクトを用いて冷温風を吹き出す方式。 

 

メリット ：工場などの大空間に採用実績が多く、比較的均一な空調、気流制御が可能

になる。 

デメリット：直置方式に比べ、コストがかかる。機器設置場所が別途必要になる。 

 

〔床冷暖房方式〕   

空調機は機械室に設置し、床下のダクトより、冷温風を吹出す。床の輻射熱と床端部に

設ける吹出口からの冷温風を併用し空調する方式。 

 

メリット ：床面輻射を利用することで、冷暖房共に大空間の床面付近を効率よく空調

する事が出来る。 

デメリット：機械室が必要。ダクトを床下に張り巡らせるためのスペースが必要。 

また、床工事を伴うため、コストが大きく工期が長くなる。 

（2／4） 
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＜様式２＞ 

４．採用工法の概要 

 本改修工事では、床冷暖房方式を採用することとした。主な理由は次の 2 点である。 

・車椅子等の障害者スポーツでの利用を考慮し、床面に近い、低い部分を効率的に空調で

きること。 

・冬期に十分な空調効果が期待できること。

 

実際に採用したシステムは、床下にフィルムダクトを張り巡らせ、床板裏面に向かって

冷温風を吹き付けることで、床板そのものを加温、冷却し、その輻射熱による空調効果を

狙う。同時に、床下で吹き出された冷温風を床面端部に設ける吹出口から循環させること

で、直接、アリーナ空間の空調に利用し、壁面低部から吸込む。これにより、冷房、暖房

共に、天井が高い大空間の床付近における空調効率を高めることが可能となっている。 

気流変換器              床下フィルムダクト 

 

５．設計上の配慮 

フィルムダクトの流量設計やダクト配置等、設計段階から緻密に検討を行なった。 

 一次エネルギー換算での CO2 排出量や、ランニングコストを考慮し、駆動方式に GHP を

採用した。 

床下を 2 分割し系統を独立させることで、空調エリアを選択できるようにした。 

 

６．施工時の配慮 

 床下空間の断熱施工に当たり、断熱材の欠損による熱橋に注意する。 

鋼製床下地とダクトが干渉しないように注意する。 

床面を均一に加温、冷却するために、フィルムダクトに設ける多数の気流変換器から吹

き出す風量のバランスを綿密に調整する必要がある。 

床材の選定に当たり、特に、暖房期の床材乾燥によるひび割れや、ささくれを予防し、

車椅子競技による損傷を最小限に抑えるため、樹脂を含ませた強度の高い床材を採用した。 

（3／4） 
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７．運用状況 

定期的に荒川区主催のころばん体操（高齢者向け体操教室）及び障害者スポーツ（ボッチ

ャ等）に使用している。 

温度設定 夏期冷房 26℃ 冬期暖房 23～27℃ 

使用エネルギーを算出するために改修前と比較すると、気温等の条件が異なるため正確な

データとしては根拠が不足するが、改修前後の同一曜日で比較し、1 日当たり約 3 時間の運

転で、ガスの消費量は冷暖房共に 5～10 ㎥の増加が見られた。 

 

８．体育館利用者、管理者の声（要約） 

・冷暖房の有無で体育館の快適さが全く違う。特に障害者や高齢者にとっては、空調がある

ことでとても安心する。 

・冷房時 26℃設定では暑く感じる。体を動かす場合、24～25℃設定が良いのではないか。逆

に、暖房の効果は実感しやすかった。 

・冷暖房共に運転開始してから空調が効きだすまでに 30 分程度かかる事がわかった。運転開

始、終了時間を早め、効率的な運用を心がけている。 

 

９．工事概要 

空調工事  GHP   冷房 85.0kW  暖房 95.0kW ×２台 

       送風機 風量 16,500 ㎥/h 機外静圧 400pa ×２台 

その他工事 バリアフリー改修（出入口自動ドア設置、トイレ改修、 

車椅子使用者用シャワー設置） 

 

アリーナ規模 35ｍ×28ｍ＝980 ㎡ 天井高さ 11ｍ 

 

概算直接工事費 

    空調設備       30,400,000 

     うち空調機     16,000,000 

うちフィルムダクト 14,400,000 

    建築（アリーナ床）  19,400,000 

 

 契約工期  平成 28 年 6 月 24 日 ～ 平成 29 年 2 月 28 日 

 

１０．まとめ 

空調導入による効果は高いものの、コストが高いので、慎重な検討が必要である。 

空調方式を検討する際には、利用者、運用時間、利用目的等の条件に加え、改修の場合は

機械室等の制約を考慮し、目的、予算に合わせた方式の採用が望まれる。 

 また、昨今頻発する自然災害に対し、避難場所として長時間滞在する際には、空調設備が

重要な役割を果たすと考えられ、公共施設の地域貢献という視点からも期待度の高い設備と

考えられる。 

（4／4） 
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光熱水費少ない 

＜様式１＞ 

テーマ： 市有施設の省エネ検討                  

～設備改修等の効果の確認とその有効活用～ 

所 属：町田市役所 財務部 営繕課 

 

 

１．はじめに（検討の目的） 

近年、各自治体における財政状況が厳しくなる中で、市有施設全体の維持費が増加傾向に

ある。その要因の一つとして、建築設備などの老朽化による光熱水費の増加が考えられる。

このような問題を解決する為に、市有施設における“省エネ化”が強く求められている。 

一方、一言で“省エネ化”といっても、施設をどのように改善することで、どの程度の省

エネ効果が得られるのかについては特定の指針がない状況である。 

そこで、本検討では、市有施設におけるエネルギー使用量の調査・分析を行い、実際に設

備改修後の省エネ効果が現れているかどうかに着目し、実際の設備改修による省エネ効果の

確認と今後の市有施設の省エネ化に活用していくことを目的としている。 

 

２．エネルギー使用量の調査・分析 

 対象施設の選定方法や調査内容・分析方法は以下の通りである。 

【対象施設の選定】 

町田市の市有施設 359 施設の中から、比較的延べ床面積が大きく、利用者が日常的に多い

施設に着目し、利用形態や運営方法が同種の施設ごとに 8 グループにまとめ、計 58 施設につ

いて調査を行った。 

 

【対象施設の調査内容及び分析方法】 

 各対象施設の毎月の電気、ガス、上下水道の使用量と料金について、過去 7 年分に遡って、

各施設管理者や施設を所管している部署からデータを収集し、比較が容易にできるよう、単

位面積あたりにおける光熱水費（単一年度）で分析比較を行った。 

 

 

【対象施設の分析結果】 

 今回は、行政窓口や近隣住民の

集会場所としての役割を持つ市

民センターのグループについて

取り上げる。図 1 に市民センター

グループの単位面積あたりにお

ける光熱水費（2017 年度）の結

果、表 1 には施設情報一覧を示

す。 

 

                図 1．市民センターグループの単位面積 

あたりにおける光熱水費（2017 年度） 

（1／4） 
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この結果から読み取れることは、忠生

市民センター・鶴川市民センターの 2

施設は他の 3 施設に比べ、単位面積あ

たりの光熱水費が少ないことがわか

る。忠生市民センターは、近年の新築

施設であること、鶴川市民センターは、

空調設備や照明設備に関して大規模な

改修を行っていることが、両施設の光

熱水費が低い要因であると考えられ

る。一方、他の南市民センター等の 3

施設においては、設備全体の大規模な改修を行っていないことから、前述の単位面積あたり

の光熱水費が少ない施設との差が現れていると考えられる。 

 

３．設備改修による省エネ効果の確認 

図 2 に、空調方式の変更を伴

う設備改修を行った鶴川市民

センターの 2011 年度から 2017

年度の光熱水費を示す。なお、

改修工事は 2015 年 12 月から

2016 年 9 月までの期間で実施

している。 

この結果から、改修工事にと

りかかる 2014 年度までは右肩

上がりで光熱水費が上昇して

いたことが読み取れる。設備機

器の経年劣化等による効率低下が一因と考えられる。また、2015～2016 年度にかけては、改

修工事中のため、比較対象からは除いた。 

2017 年度は年間を通して平常通りの運営を行い、年間を通しての光熱水費は、3,400,000

円程度であった。改修工事前の 2011～2014年度の光熱水費の平均額が約 7,800,000円であり、

改修工事により約 4,400,000 円削減されたことがわかる。これは、率にすると約 57％の削減

効果が得られていることになる。 

次に、その削減効果に寄与している改修内容を明確にするため、各設備改修からどのよう

な効果が得られているのかについて調査した。 

 

一般的にエネルギー消費が大きいとされる設備機器としては、照明設備、各種ポンプ類、

空調設備が挙げられるが、それぞれの改修効果は次のように想定される。 

① 照明設備：今回蛍光灯器具をＬＥＤ化しており、ＬＥＤ化による効果について試算を

行った。省エネ貢献電力量を年間営業日数や想定点灯時間から計算すると、年間の省

エネ貢献電力量は、約 72,000kWh と試算でき、仮に 1kWh の電気料金を 15 円で換算す

ると、年間、約 1,100,000 円の削減が想定できる。 

② 各種ポンプ類：0.4kWのポンプの改修と 2.2kWのポンプの撤去が 1台ずつであったため、

エネルギー消費に与える影響が少ないことから今回の検討には含めないこととした。 

（2／4） 
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図 2．鶴川市民センター光熱水費（2011～2017 年度） 

改修工事中 

2011～2014 年度の平均線 約 57％削減 

表 1．市民センターグループの施設情報一覧 
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③ 空調設備：①②より、照明設備とポンプ類の改修を除く、空調設備改修による削減とし

ては、年間、約 3,300,000 円程度の削減効果になることが想定できる。 

 

表 2 に、設備改修前後の削減効果一覧を示す。 

表 2．設備改修前後の電気・ガス料金削減効果一覧 

  

  

【空調方式の違い】 

大きな削減効果が見て取れた鶴川市民センターでは、大規模な設備改修時に「中央空調方式」

から、空調が必要な箇所ずつ運転可能な「個別空調方式」に変更している。「中央空調方式」

と「個別空調方式」についての説明を図 3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3．「中央空調方式」と「個別空調方式」 

 

なぜ、今回のように「中央空調方式」から「個別空調方式」に変更することで、光熱費の削

減効果が得られるのかについて分析すると、その要因としては以下のことが考えられる。 

 

 

 

 

① については、「中央空調方式」を変えずに機器などをそのままの能力で更新した場合に 

おいても、ある程度は同様な効果が見込まれる要因である。 

一方、②については、「中央空調方式」から「個別空調方式」に変えたことで、特に効果の

得られる要因である。②で特に効果が得えられた要因を分析すると、「中央空調方式」は空調

の必要な部屋以外の範囲まで冷暖房を行っており、市民センターのように部屋により空調の

稼働時間が異なる施設にとっては非効率な方式である。これは、施設しゅん功当時は大空間

に適したヒートポンプ式の空調機が普及していなかったという背景があると考えられる。ま

た、個別空調方式で使用するヒートポンプ式の空調機器の運転効率が、近年非常に向上して

いることも効果の一因と言える。 

（3／4） 

改修前 改修後 光熱費削減額（円）

照明設備 蛍光灯 ＬＥＤ 約1,100,000

ポンプ類 給水ポンプ（2,2kW）　排水ポンプ（0.4kW）
給水ポンプを撤去
排水ポンプを同容量で更新

―　

空調設備 中央空調方式（吸収式冷温水発生機など） 個別空調方式（ＧＨＰ・ＥＨＰ併用） 約3,300,000

「中央空調方式」⇒「個別空調方式」で光熱費の削減効果が得られる要因 

①機器のエネルギー効率が改善したこと 

②施設規模・用途に適した空調方式になったこと 

【中央空調方式】 

熱源機器（吸収式冷温水発生機など）で作られる冷温水をポンプで

空気調和機（エアハンドリングユニット等）に送水し、空調を行う。

建物全体を同時に空調する場合には良い方式である。 

【個別空調方式】 

ガスや電気を熱源としたヒートポンプエアコンを用いて、各階また

はゾーンごとに分散して空調を行う。運営上、部屋によって空調の

稼動時間などに違いがある建物に適している。 

今回の改修工事で変更 
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＜様式２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で「中央空調方式」⇒「個別空調方式」にする際の注意事項としては以下が挙げられる。 

① 室外機置き場を確保する必要がある 

② 冷媒管を新たに敷設する必要がある⇒比較的大規模な施設全体の改修を伴う 

 

また、市有施設の中で、福祉施設や保健所施設においても同様な改修工事を行っており、改

修後には同等な効果が得られていることも今回の調査でわかった。鶴川市民センターを含め、

全ての施設に共通していることは、延べ床面積が 3,000 ㎡よりも小さい施設である。この程度

の規模であれば、機器設備金額を「中央空調方式」と「個別空調方式」で一般的に比較した場

合、「中央空調方式」のほうが 3 割程度高額であるが、延べ床面積が大きい施設にとっては、

「個別空調方式」のほうが高額になる可能性がある。このため、施設規模に応じた空調方式を

選定することが重要であると考えられる。 

以上の結果から、「中央空調方式」から「個別空調方式」の改修に適した施設条件をある程

度明確にすることができた。 

 

 

 

 

 

 

※但し、②延べ床面積についてはサンプル数が足りないため、どこまでの施設規模において 

効果が得られるのか、引き続き調査を継続する必要がある。 

 

４．今後の活用方法について 

今回のエネルギー使用量の調査から、施設の運営状況・施設規模に適した設備方式に見直す

ことで、大きな省エネ効果が得られることがわかった。今後も、施設に適した設備方式への改

修提案や省エネに適した新しい設備の導入を進めることで、市有施設全体の省エネ性向上に繋

がると考えられる。 

一方、エネルギー使用量の比較を行ったことで、エネルギー使用量が多い施設も判明した。

そのような施設がなぜエネルギー使用量が多いのか、その原因を把握していくことで、今後の

設備改修の方法やその改修時期を決めていく良い判断材料として活用できると考えられる。 

 

（4／4） 

①施設の利用状況により空調の稼動する諸室・時間帯が変わる 

②延べ床面積が 3,000 ㎡程度以下※ 

③室外機置き場の確保が可能   

（④大規模改修を予定している） 

今後、機器の更新を行う際に、施設全体の空調設備を停止せずに更新できる。 

故障した場合は、その機械のみの更新が可能。 

 

行政窓口の業務のほかに、近隣住民の集会場所として、会議室や和室などの貸し出しを行

っている。⇒部屋によって利用率や利用時間帯が異なる為、空調の稼動時間が異なる。 

 

今必要な空調設備だけを運転することにより、不必要なエネルギー消費を抑えることがで

きる。 

 
省エネ効果が得られる！ 

 

その他のメリット 

今回の検討から判明した「中央空調方式」⇒「個別空調方式」の改修に適した施設条件 

「中央空調方式」から「個別空調方式」への変更 


