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第5章 土木建築工事仕様 
第1節 計画基本事項 

本章で記載している内容については、基本的事項を定めるものであり、実施設計及び施

工に際しては、市の意図を反映させ、機能性、経済性の高い合理的計画とすること。 

1.1 計画概要 

1.1.1 工事範囲 

本工事範囲は下記工事1式とする。 

(1) 工場棟（熱回収施設とリサイクル施設を別棟とすることも可） 

(2) 管理棟（工場棟との合築も可とする） 

(3) ストックヤード棟（工場棟との合築も可とする）  

(4) 計量棟 

(5) 構内道路 

(6) サイン工事 

(7) 駐車場 

(8) 構内排水設備  

(9) 植栽・芝張工事 

(10) 門・囲障 

(11) その他工事 

下記工事は本工事範囲外とする。 

(1) 提示資料以外の地下埋設物撤去（予期しない特に大型のものに限る） 

(2) 提示資料以外の汚染土壌処分  

(3) 電波障害対策工事 

1.1.2 建設用地 

【添付資料 2】のとおり。 

1.1.3 施工方法 

日本建築学会基準、建築基準法等の関係法令及び公共建築工事標準仕様書（国土交通

省大臣官房官庁営繕部監修）及び監理指針を遵守し施工すること。 

工事の安全については労働安全衛生法等を遵守し、安全柵、安全カバー等を設けるな

ど十分な対策を施すこと。 

杭打機械等の騒音、振動等による工事公害が発生しないように事前に近隣周辺状況を

確認し適切に対処すること。 

全ての工事に際して、その工事内容を施工前に各施工要領書等を提出し市の承諾を受

け、工事の円滑化及び労働災害防止に努めること。 
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1.1.4 仮設計画 

建設工事請負事業者は工事着工前に仮設計画書を市に提出し、承諾を得ること。 

工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため建設用地の必要箇

所に仮囲いを施工すること。 

正式引渡までの工事用電力、電話及び水は、建設工事請負事業者の負担にて関係官庁

と協議の上、諸手続きをもって手配すること。 

仮設道路、現場事務所、作業員詰所、駐車場及び機材・資材置場等については、敷地

状況や敷地条件等を十分考慮し、市と協議の上、建設工事請負事業者の負担において

設置すること。 

市監督員及び施工監理員（委託）用仮設事務所（5名程度、面積は各 20m2程度）を

建設工事請負事業者の負担で設置すること。事務所は、建設工事請負事業者仮設事務

所との合棟も可とする。 

監督員用及び施工監理員事務所には、空調設備、衛生設備等の建築設備、建築電気設

備及び付属品（事務机、事務椅子、ロッカー、会議机・会議椅子（各5名分）、電話、

柵、FAX機能付きコピー機、ヘルメットホルダー、下駄箱等。市と協議の上、決定す

る。）を設けること。また、インターネットへの接続を可能とすること。 

①人員 ：市との協議により決定する。 

②その他 ：建設場所は市と協議すること。 

合同で定例会議等を行うための会議室を設けること。 

1.1.5 安全対策 

事業計画地の地下には埋設廃棄物が存在するため、十分な安全対策（可燃性ガス対策

を含む）を講じること。 

建設工事請負事業者は、その責任において工事中の安全に十分配慮し、工事車両を含

む周辺の交通安全、防火防災を含む現場安全管理に万全の対策を講じること。 

工事車両の出入りについては、周辺の一般道に対し迷惑とならないよう配慮し、特に

場内が汚れて泥等を持ち出す恐れのある場合は、場内で泥を落とすなど、周辺の汚損

防止対策を講じること。 

工事にあたっては、車両等の通行に十分考慮すること。また、必要な位置に交通整理

員を配置すること。 

1.1.6 地震対策 

熱回収施設の各設備の耐震性能は「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（建設大

臣官房官庁営繕部監修）」に準拠し、以下に示すとおりとする。なお、プラント設備

についても建築の分類と同等のレベルを確保すること。 

構造体（基礎を含む） Ⅱ類（重要度係数1.25） 

建築非構造部材  Ａ類 
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建築設備   甲類 

主要機器については、建物と整合のとれた耐震力を確保するとともに、個々の機器・

設備等に基準が設けられている場合は、これに関連する他の機器、設備等についても、

それらの重要度・危険度に応じた耐震力を確保すること。

1.1.7 測量及び地質調査 

測量図は【添付資料 8】、地質調査結果は【添付資料3】のとおりであるが、必要に

応じて、建設工事請負事業者の責任・負担において追加調査を実施すること。 

1.1.8 掘削工事 

地下掘削に伴う仮設工事においては、掘削工事着工に先立ち地盤状況等の検討を十分

に行い、工事の進捗状況に支障をきたさないようにすること。 

建設用地は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）第

15条の 17に基づく指定区域として指定された土地であることに十分留意すること。 

杭を除き、原則として廃棄物層は掘削しないこと。廃棄物層を掘削する場合は、建設

工事請負事業者の責任・負担において必要な手続きを行うとともに、掘削された廃棄

物を適正に処分すること。 

1.2 施設配置計画 

1.2.1 一般事項 

工場棟及び計量棟等は、車両や人員の動線を考慮して合理的に配置するとともに、定

期補修整備及び薬剤・燃料の補給等の際に必要なスペースや機器の搬入にも配慮する

こと。 

敷地の西側は、出入口を除き土羽にて整形すること（【添付資料 2】参照）。 

出入口は、敷地の南側の道路に面する位置に計画すること（【添付資料2】参照）。 

敷地の東側の環境センターのストックヤードに接する範囲は、ストックヤード解体後、

土羽にて整形する予定である（【添付資料 2】参照。整形工事は本工事の範囲外。）。

したがって、同エリアを除き、全体配置及び車両動線等を計画すること。 

建物は周囲の環境との調和を図り、施設の機能性、経済性及び合理性を追求すること。 

増築改築等、将来への展望を十分に考慮し、ごみ処理施設のイメージアップを図った

建物とすること。 

管理居室部分は、機能・居住性を十分考慮するとともに、明るく清潔なイメージとし、

採光及びバリアフリー等を考慮して計画すること。 

煙突の位置は、【添付資料 2】をふまえること。 

煙突は、外観や高さ等を十分検討し、周辺環境との調和を図ること。 
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1.2.2 車両動線計画 

搬入出車が円滑な流れとなるような車両動線とすること。 

薬剤・燃料・活性炭等の搬入車両が停車中の場合、メンテナンス・補修等の車両が停

車中の場合、リサイクル施設にて回収資源等を搬出車両へ積み込みを行う場合におい

ても、搬出入車両が支障なく通行できる動線を確保すること。 

計量、管理、処理、補修等が円滑に行われ、かつ、本施設に出入りする人的動線の安

全が確保できる車両動線とすること。 

見学車動線は、原則としてごみ関係車両（メンテナンス車両、薬品等の搬入車両等を

含む）と分離した動線計画とし、構内交通の安全性を十分考慮すること。 

薬品等の搬入や回収資源・処理残渣の搬出に使用する大型車（最大10t 天蓋付きダン

プ車、10t ウイング車（ロング））及び災害廃棄物収集車両（最大 12t 積パッカー車・

ダンプ車（車両総重量 25t））の走行に支障のない幅員及び回転半径を確保すること。 

計量棟は1ヶ所に集約すること。 

計量機は下図のとおり運用することを想定しているが、搬入用 1基、搬出用 1基とす

ることも可とする。 

同一車両において複数の種類のごみが積載されている場合（市民による直接持ち込み

を除く）等は、搬出用の計量機で計量を終えた車両が再度、搬入用の計量機で2回目

以降の計量を行うことをふまえ、安全かつ円滑な動線計画を立案すること。 

市民による直接持ち込みごみは、荷下ろしの場所を 1ヶ所に集約すること。また、荷

下ろししたごみは一時保管し、分別区分ごとに計量を行った上で、場内で適切に処理

すること。 

入場門から計量棟までの動線はできる限り長く確保し、極力搬入車両が施設外には

み出さないようにすること。 

緊急時に消防車両等が速やかに進入できるよう計画すること。 

1.2.3 見学者動線計画

見学者ルートは場内の関連建物との連絡を考慮すること。 

作業員・事務管理員と見学者の動線は原則として分離すること。 

計
量
機
①

直接搬入車の
搬入・搬出用

計
量
機
②

収集車の
搬入・搬出用
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見学場所は、以下及び各社の提案箇所とする。 

≪熱回収施設≫ 

プラットホーム、ごみピット、焼却炉室、タービン発電機室、中央制御室 

≪リサイクル施設≫ 

プラットホーム、選別設備 

見学者だまり（60 人程度）を計画すること。 

1.2.4 歩行者動線 

車両動線とは分離することを原則とし、歩行者の安全性に配慮した計画とすること。 

来場者が収集車両の車両動線を横断せずに管理棟及び工場棟に入場できるよう計画

すること。 
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第2節 建築工事 
2.1 全体計画 

2.1.1 設計方針 

明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室内環境、部位に応じ

た耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとすること。 

本施設は一般の建築物と異なり、熱、臭気、振動、騒音、特殊な形態の大空間形成等

の問題を内蔵するので、これを機能的かつ経済的なものとするため、プラント機器の

配置計画、構造計画並びに設備計画は深い連係を保ち、相互の専門的知識を融和させ、

総合的にみてバランスのとれた計画とすること。 

機種・機能・目的の類似した機器はできるだけ集約配置し、点検整備作業の効率化、

緊急時に迅速に対応ができるよう計画すること。 

事業計画地の地下には埋設廃棄物が存在するため、可燃性ガス対策として、床下部等

の必要な箇所にはガス抜き施設を設置すること。 

日常点検作業の動線、補修・整備作業スペースを確保すること。 

地下に設置する諸室は必要最小限に留めるとともに、配置上分散を避けること。 

車両の出入がある箇所（プラットホーム、灰搬出室、メンテナンス通路等）の出入口

には、保護ポールを設置すること。 

見学者動線は、見学者がプラントの主要機器を快適で安全に見学できるよう、考慮す

ること。 

工場棟の屋上に見学者が琵琶湖を展望できるスペースを設けること。同スペースの設

置位置は、見学者動線を考慮すること。 

施設の外観は統一感を持たせ、周辺環境と調和する意匠とすること。 

日本建築学会規定、国土交通大臣官房官庁営繕部公共建築工事標準仕様書、滋賀県

一般土木工事等共通仕様書等の法規・基準・規則は添付資料・関係法令等を遵守する

こと。 

守山市景観条例及び守山市景観計画等を遵守すること。 

杭を除き、原則として廃棄物層は掘削しないこと。廃棄物層を掘削する場合は、建

設工事請負事業者の責任・負担において必要な手続きを行うとともに、掘削された廃

棄物を適正に処分すること。 

本施設は40年以上使用することを想定していることをふまえ設計・施工を行うこと。 

2.1.2 工場棟平面計画 

プラント機器を収容する各階各室は処理フローの流れに沿って効率的に設けること。 

各設備の操作室（中央制御室、クレーン操作室等）や市職員及び及び運転員のための

諸室（事務室、休憩室、湯沸かし室、便所等）、見学者用スペース、空調換気のため

の機械室、防臭区画としての前室その他を有効に配置すること。 
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これらの諸室は、平面的だけでなく、配管・配線・ダクト類の占めるスペースや機器

の保守点検に必要な空間を含め、立体的なとらえ方でその配置を決定すること。 

熱回収施設 

1) 受入供給設備 

(1) プラットホーム 

① 臭気が外部に漏れない構造・仕様とすること。 

② リサイクル施設との兼用も可とする。 

③ スパン方向の有効長さは18m以上（長さ方向［  ］ｍ以上）とし、搬入車

両が障害となることなく作業ができる構造とすること。なお、リサイクル施

設とプラットホームを共有（対面配置）する場合、有効幅員にはリサイクル

施設への搬入・荷下ろしに必要な幅員（12m以上）は含めないこと。 

④ プラットホーム出入口扉は車両の通行に支障のない幅・高さを確保すること。 

⑤ 投入扉手前には、高さ200mm 程度の車止めを設けるとともに、必要部に十

分な強度・耐久性を有する掃除口を設けること。掃除口は、ごみピット内に

ごみ等を搬入しやすい構造とすること。 

⑥ 床面はコンクリート仕上げとし、1.5%程度の水勾配を持たせること。 

⑦ 各ごみ投入扉間に安全地帯（マークまたは縁石）を確保すること。 

⑧ 各ごみ投入扉付近の柱に安全帯取付け用フック（丸環程度）を設け、安全帯を

常備すること。 

⑨ プラットホームから屋外に出ることなく居室（前室を設けること）へ出入りで

きる構造とすること。 

⑩ トップライト及び窓から自然光を積極的に採り入れ、明るく清潔な雰囲気を保

つこと。 

⑪ プラットホームのごみ汚水は、ごみピットまたはごみピット排水貯留槽へ排出

すること。 

⑫ プラットホーム内部は災害ごみの搬入を考慮し、大型車両（12t 積パッカー

車・ダンプ車（車両総重量 25t））でもごみ投入が可能な空間とすること。 

⑬ プラットホームには作業員出入り用の小扉を設けること。 

(2) ごみピット・灰ピット・飛灰処理物ピット 

① 水密性の高いコンクリート仕様とすること。 

② ごみピットの内面は、ごみ浸出液からの保護とクレーンの衝突を考慮し鉄筋の

被り厚さを大きくとること。 

③ クレーン操作室から目視しやすい位置（三方向）に貯留目盛（掘り込み式、塗

装あり）を設けること。 
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④ ピットの構造体の壁厚及び床厚は、荷重及び鉄筋に対するコンクリート被りを

考慮すること。 

⑤ 底部のコンクリートは、鉄筋からのかぶり厚を100mm以上とすること。 

⑥ 側壁のコンクリートは、鉄筋からのかぶり厚を70mm以上とすること。 

⑦ ごみ投入ホッパステージ床面レベルまでのごみピット側壁は、ごみの積み上げ

時の荷重に耐えられること。 

⑧ 隅角部は隅切り等によりごみ・灰・飛灰処理物の取り残しのない構造とし、補

強及び止水対策を行うこと。 

⑨ 底面に十分な排水床勾配をとり、汚水の滞留がないようにすること。 

⑩ ピット底部の照度を十分に確保すること（200ルクス以上）。また、照明器

具の保守点検が安全・容易な構造とすること。 

⑪ 作業員や車両がピット内に転落しないよう対策を講じること。 

⑫ ごみピット火災時に排煙できる構造とすること。 

(3) ごみ投入ホッパステージ 

① ごみクレーン毎のクレーン待避スペース、バケット置場、クレーン保守整備用

の点検床及びバケットの点検・清掃スペースを設けること。 

② ごみ質分析の試料採取が行えるスペースを確保すること。 

③ ホッパステージに下ろしたごみをスコップ等で安全かつ容易にごみピットに

投入できる構造とすること。 

④ クレーンバケット交換用のマシンハッチを設け、プラットホームまでバケット

を降ろせるようにすること。マシンハッチを通じて臭気が外部に漏れない構

造とすること。 

⑤ ホッパステージは、水洗を行える計画とすること。 

⑥ バケット置場は、バケットの衝撃から床を保護する対策を講じること。 

⑦ 落下防止のため、鉄筋コンクリート製の手すり及び安全取付用フックを設ける

とともに、要所に清掃口を設けること。 

2) 炉室 

(1) 要所にマシンハッチを設け、点検・整備・補修等の作業の利便性を確保すること。 

(2) 歩廊は原則として棟階高と高さを統一し、保守、点検時の機器荷重にも十分安全な

構造とすること。 

(3) 特に夏場の作業環境を考慮し、十分な換気を行うこと。 

(4) 自然光を採り入れ、作業環境を良好に維持すること。また、給排気口は防音に配慮

すること。 

(5) 主要機器、装置は屋内配置とし、点検・整備・補修のための十分なスペースを確保

すること。 
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(6) 炉室 1階にはメンテナンス車両が進入できる構造とすること。 

(7) 機器類のメンテナンスに配慮して、床・天井には、必要箇所にエレクションハッチ

を設け、吊フック・電動ホイスト等を設置すること。 

3) 中央制御室 

(1) ごみクレーン操作室と兼用にて配置すること。 

(2) 発電機室及び焼却炉本体、電気関係諸室とは、距離的に短く連絡される位置に配置

すること。 

(3) 炉室に近接した位置に作業準備室を兼ねた前室を設けること。 

(4) 照明・空調・居住性について十分考慮すること。 

(5) フリーアクセスフロアとすること。 

(6) 見学者動線と見学者スペースを考慮すること。 

4) 集じん器・有害ガス除去設備室 

(1) 構造・仕上・歩廊・換気・照明設備は炉室と一体として計画すること。 

5) 電気室 

(1) 設置する機器は、監視・点検作業の効率化を図った配置とし、他室との連携を考慮

すること。 

(2) 機材の搬出入口を考慮すること。 

(3) 保安点検に必要なルート、スペースを設けること。 

(4) 熱対策として、換気・空調等を計画すること。 

(5) 電気室の上部階の床は、必要な防水処置を講じること。 

6) 発電機室 

(1) 蒸気配管系統、電気室及び中央制御室と連係が良く、外部に面した位置に設けるこ

と。 

(2) 吸音材及び防音扉等による防音対策を考慮するとともに、室温上昇対策を講じるこ

と。 

7) 排水処理室、水槽 

(1) 水槽類は系統毎に適切な位置に設け、腐食・悪臭・湿気・漏水の対策を講ずること。 

(2) 酸欠のおそれのある場所・水槽等は、入口または目立つところに「酸欠注意」の標

識を設けるとともに、作業時は十分な換気ができるよう考慮すること。 

(3) 各種槽類及びピット他、点検清掃に必要な箇所には適宜、マンホール、ステンレス

製もしくはステンレス芯の樹脂製タラップ（滑り止め加工）を設けること。 

(4) 48 時間水張り試験を行い、漏水箇所がないことを確認すること。 

8) 通風設備室 

(1) 誘引送風機、押込送風機、二次送風機、排ガス再循環送風機、空気圧縮機、その他

の騒音発生機械は、原則として専用の室に収納し、防音・防振対策を講じること。 
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(2) 機材の搬出入のための開口部を設けること。 

9) 灰出し設備室 

(1) 焼却灰及び飛灰処理物搬出設備は極力一室にまとめて設置すること。 

(2) 車両出入口を閉鎖した状態で焼却灰等の車両積み込みが可能なとすること。 

(3) 他の部屋とは隔壁により仕切ること。また、コンベヤ等の壁貫通部も周囲を密閉す

ること。 

(4) 予備バケット用も含めてバケット置場を設けること。バケット置場はバケットの衝

撃から床を保護する対策を講じること。 

(5) バケット置場ではバケットの点検・清掃が容易に行えるよう十分なスペースを確保

するとともに、洗浄用配管を設け、床面は排水を速やかに排水できること。 

(6) 灰搬出室の出入口にはシャッター等を設けること。また、灰搬出室は常時負圧に保

つこと。 

リサイクル施設 

1) 受入・供給設備 

(1) プラットホーム 

① 臭気が外部に漏れない構造・仕様とすること。 

② 熱回収施設との兼用も可とする。 

③ 車両通行方向の有効幅員は 12m以上とし、搬入車両が投入（荷下ろし車両）

の障害となることなく作業ができる構造とすること。なお、熱回収施設とプ

ラットホームを共有（対面配置）する場合、有効幅員には熱回収施設への搬

入・荷下ろしに必要な幅員（18m以上）は含めないこと。 

④ プラットホーム出入口扉は車両の通行に支障のない幅、高さを確保すること。 

⑤ 床面はコンクリート仕上げとし、1.5%程度の水勾配を持たせること。 

⑥ プラットホームから屋外に出ることなく居室（前室は設けること）へ出入りで

きる構造とすること。 

⑦ トップライト及び窓から自然光を積極的に採り入れ、明るく清潔な雰囲気を保

つこと。 

⑧ 重機（フォークリフト、ショベルローダー、ニブラ等）及び搬入出車両の作業

の障害とならないよう、柱割に配慮すること。 

⑨ プラットホームの床洗浄水は、熱回収施設の排水処理設備に移送し、処理する

こと。 

⑩ プラットホームには作業員出入り用の小扉を設けること。 
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(2) 受入ヤード 

① ごみ種別に仕切り壁等で区切ること。 

② 貯留物容量及び重量と、ヤード内作業に応じた広さと強度を有すること。 

③ 重機等による作業を行う部分の床面及び壁面については、摩耗防止対策を講じ

ること。 

④ 受入ヤード全域を水洗できるよう計画すること。 

2) 破砕設備室 

(1) 破砕機室は機械の搬出入が容易にできる位置に設けること。 

(2) 騒音・振動に対しては必要な対策を講じ、室を無窓、鉄筋コンクリート造の密閉構

造として壁面の遮音性を高めること。 

(3) 出入口からの音の漏れを防止するため、鋼板製防音ドアを設ける等の対策を講じる

こと。 

(4) 爆発、火災に対しては爆発時、爆風を円滑に戸外へ排出するための爆風口を設置し、

消火のための散水装置を完備すること。 

(5) 破砕機室出入り口部には前室を設けること。 

(6) 破砕機室の扉は内開きとし、爆発した場合に開きにくい構造とすること。 

3) 選別設備室 

(1) 各種機器を収容する室は、機械の搬出入が容易にできること。 

(2) 振動、騒音に対しては必要な対策を講じること。 

(3) 窓等からできるだけ自然採光を採り入れ、明るく清潔な雰囲気を保つこと。 

(4) 手選別室は防音、防じん、空調、消臭・脱臭、換気等作業環境を十分に考慮するこ

と。 

4) 再生・排出・搬出設備室 

(1) バンカによる搬出部は、粉じん対策として、他の部屋と隔壁等により仕切ることと

する。 

(2) 搬出車の搬出入口部は入退出に十分な幅、高さを確保すること。 

(3) ヤードは、床面及び壁面は鉄筋コンクリート造とすること。また、搬出車への積み

込みに重機を用いる場合は、床面及び壁面に摩耗対策を講じること。 

(4) 搬出車に積み込む作業スペース（重機、フォークリフトなど）を考慮すること。 

(5) 雨の影響を受けず、かつ、風による搬出物の飛散を防止する観点から、屋内または

貯留スペース近傍で搬出車への積み込みが行えること。 

5) 中央制御室 

(1) 可能な限り投入状況が直視できる位置に計画すること。また、電気関係諸室と距離

的にも短く連絡される位置に配置すること。 

(2) 照明・空調・居住性について十分考慮すること。 
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(3) フリーアクセスフロアとすること。 

(4) 見学者動線と見学者スペースについても考慮すること。 

熱回収施設・リサイクル施設共通 

1) 受入・供給設備 

(1) 斜路 

① プラットホーム出入口に斜路を設ける場合、勾配は 10%以下とし、路面の舗

装はコンクリート舗装とし、滑りにくい仕上げとすること。 

② 幅員は、一方通行の場合は 3.5m以上、対面通行の場合は6m以上とするこ

と。 

2) 運転員関係諸室 

以下を参考に各社提案により記載すること。 
室名 室数 規模 設置階 備品等

プラットホーム監視室  ［  ］人 
［ ］m2

［  ］ 

プラットホーム用トイレ ［ ］m2 ［ ］
玄関（運転員・市職員専用） ［ ］m2 下駄箱、傘立て、庇

運転員事務室 
 ［  ］人 

［ ］m2 ［  ］ 

会議室  ［  ］人 
［ ］m2

［  ］ 

湯沸し室 ［ ］m2

男子トイレ（必要箇所に設置） ［  ］m2  小便器、大便器（洋式）、
手洗器

女子トイレ（必要箇所に設置） ［ ］m2 大便器（洋式）、手洗器

男子更衣室 
 ［  ］人 

［ ］m2 ［  ］ 

女子更衣室 
 ［  ］人 

［ ］m2 ［  ］ 

休憩室  ［  ］人 
［ ］m2

［  ］ 

仮眠室 ［ ］m2 ［ ］
男子用脱衣室・浴室（またはシ
ャワー室）

 ［  ］人 
［ ］m2

［  ］ 

女子用脱衣室・浴室（またはシ
ャワー室）

 ［  ］人 
［ ］m2 ［  ］ 

洗濯・乾燥室 ［ ］m2 ［ ］
倉庫 ［ ］m2 ［ ］
危険物庫 ［ ］m2 ［ ］
予備品収納庫 ［ ］m2 ［ ］
工作室 ［ ］m2

分析室 ［ ］m2 ［ ］
その他必要な諸室 ［ ］m2 ［ ］
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3) その他 

(1) ヘルメット置場、雨具掛け、作業道具置場等を必要な箇所に設けること。 

(2) 窓ガラスの清掃が容易に行えるように計画すること。 

(3) 必要に応じて、空調機械室を設け、騒音に配慮すること。 

(4) 炉室近傍にエアシャワー室を設けること。 

(5) 薬品及び燃料の受入場所を機器配置図へ記載すること。 

(6) 薬品及び燃料補充車が他の車両の通行の妨げにならないよう計画すること。 

(7) 薬品及び燃料受入時の漏洩等に対応できる構造とすること。 

(8) 見学者通路の有効幅員は1.8m以上とし、主要部にはホール形式スペースを計画と

すること。 

2.1.3 管理関係諸室 

管理関係諸室は運転・維持管理、日常動線、居住性、見学者対応等を考慮した配置と

すること。なお、管理諸室として、以下を想定している。 
室名 室数 規模 設置階 備品等

玄関（来客用） ［  ］m2
 風除室、自動ドア、下駄箱（60人分）、スリ

ッパ（100足）、傘立て
エントランスホー
ル ［  ］m2 100人程度 

男子トイレ（各階
に設置）

［  ］m2  小便器［  ］基、大便器（洋式）［  ］基、
手洗器、鏡

女子トイレ（各階
に設置）

［  ］m2 大便器（洋式）［  ］基、手洗器、鏡 

多目的トイレ ［  ］m2
 オスメイト対応、警報装置、自動ドア 

大便器（洋式、多目的用）1基、手洗器、手摺、
鏡

男子更衣室 
 5人、 

［ ］m2 ロッカー 

女子更衣室 
 3人、 

［ ］m2 ロッカー 

研修室 1 100人 
 机・椅子、ホワイトボード（可動式）、倉庫、

物品庫、映像装置、音響装置、ブラインドボッ
クス・ブラインド、スライディングウォール

事務室（会議スペ
ース（8人程度）
を設ける）

5人程度 
［  ］m2

 机・椅子、書棚、会議用テーブル・椅子、受付
カウンター、フリーアクセスフロア、ブライン
ドボックス・ブラインド、市専用線の配管

男子用脱衣室・シ
ャワー室

 ［  ］人 
［ ］m2

［  ］ 

女子用脱衣室・シ
ャワー室

 ［  ］人 
［ ］m2

［  ］ 

倉庫 30m2 棚
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室名 室数 規模 設置階 備品等
書庫 50m2 棚
備品庫 ［ ］m2

湯沸し室 ［ ］m2 湯沸かし器、流し台、吊戸棚
その他必要な諸室 ［ ］m2

玄関 

位置は、外部からのアクセスの利便性を十分に考慮すること。 

職員用（運転員用と兼用可）と来場者用を別に計画すること。 

来場者用のエントランスホールは、来場者の人数に応じた広さを確保すること。 

研修室 

エントランスホール、エレベータ等との連絡に適した位置とすること。 

外部に面した位置に計画すること。 

天井高さは一般の居室より高く計画すること。 

スクリーンで中央制御室及び中央監視室のモニタ画面・ITVモニタ画面を表示できる

こと。 

事務室 

来客者の把握が容易にできる位置に計画すること。 

外部に面した位置に計画すること。 

来場者用の玄関には 60人分、職員用の玄関には5人分の下足箱を設置すること。 

OA機器の設置スペースを確保すること。 

その他 

管理関係諸室は、工場部分との連絡が円滑となるよう考慮すること。 

来場者用通路、見学者ホール及び備品庫などを適切な広さで設けること。 

必要に応じて、空調機械室を設け、騒音に配慮すること。 

居室については、採光・日照・換気等を考慮し、事務室及び研修室等の居室は外部に

面した位置に計画すること。 

身障者の出入り及びトイレに配慮するとともに、2階以上に見学者動線がある場合は

エレベータを設けること。 

事務室及び作業員関係諸室は、集約して配置すること。階数は異なっても構わない。 

リサイクルに関する啓発・展示スペースを設けること。 

2.1.4 その他付属棟計画 

計量棟 

構造    ［  ］ 

寸法    幅［  ］m×奥行［  ］m 

軒高    ［  ］m 
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面積    ［  ］m2 

特記事項 

(1) 受付用にカウンターを設けること。 

(2) 事務員は 2名で計画すること。 

(3) 照明・空調・居住性に十分配慮すること。 

(4) トイレ・手洗器・湯沸し設備を設けること。 

(5) 机・椅子・柵等の必要な備品を設けること。 

(6) 計量棟及び計量機の全体を覆う屋根を設けること。 

(7) 強い風雨時においても、収集業者等が雨に濡れることなく計量・料金支払い等を

行える構造とすること。 

ストックヤード棟 

構造    ［  ］ 

寸法    幅［  ］m×奥行［  ］m 

壁高さ   ［  ］m 

貯留対象物・貯留方法等 

(1) 剪定枝木チップ  バラ 

(2) 蛍光管   ドラム缶 

(3) 透明ビン   バラ（カレット） 

(4) 茶色ビン   バラ（カレット） 

(5) その他色ビン  バラ（カレット） 

(6) 飲料用紙パック  ネット 

(7) 廃食油   ドラム缶 

(8) 乾電池   フレコンバッグ 

(9) 丸太   バラ 

(10) 新聞・雑誌・ダンボール バラ 

(11) 不法投棄物  バラ 

(12) スクラップ（スプリング） バラ 

(13) 金属類   バラ 

(14) 小型家電   コンテナ 

(15) 自転車（選別する場合） バラ 

(16) ストーブ（選別する場合） バラ 

(17) なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（鉄） フレコンバッグ 

(18) なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（アルミ） フレコンバッグ 

(19) なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（ｽﾃﾝﾚｽ） フレコンバッグ 

(20) コード類   フレコンバッグ 
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(21) 銅線   フレコンバッグ 

(22) 場内処理困難物  バラ 

(23) 共通   バラ 

(24) その他必要なもの  ［  ］ 

有効面積等 

(1) 剪定枝木チップ  24m2以上 

(2) 蛍光管   18m2以上 

(3) 透明ビン   44m2以上 

(4) 茶色ビン   44m2以上 

(5) その他色ビン  44m2以上 

(6) 飲料用紙パック  25m2以上 

(7) 廃食油   12m2以上（ドラム缶5本分） 

(8) 乾電池   蛍光管容量に含む 

(9) 丸太   24m2以上 

(10) 新聞・雑誌・ダンボール 6m2以上（それぞれ2m2以上） 

(11) 不法投棄物  25m2以上 

(12) スクラップ（スプリング） 25m2以上 

(13) 金属類   25m2以上 

(14) 小型家電   12m2以上 

(15) 自転車（選別する場合） ［  ］m2以上 

(16) ストーブ（選別する場合） ［  ］m2以上 

(17) なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（鉄） 25m2以上 

(18) なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（アルミ） なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（鉄）に含む 

(19) なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（ｽﾃﾝﾚｽ） なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（鉄）に含む 

(20) コード類   なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（鉄）に含む 

(21) 銅線   なべ・やかん・ﾌﾗｲﾊﾟﾝ（鉄）に含む 

(22) 場内処理困難物  25m2以上 

(23) 共通   25m2以上 

(24) その他必要なもの  ［  ］m2以上 

付属品   名称板、その他［  ］ 

特記事項 

(1) 屋根・壁を設けること。 

(2) 工場棟との合築も可とする。 

(3) 蛍光管ヤードは、破砕機による破砕作業及びドラム缶への詰め作業のための作業

スペースを考慮すること。 
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(4) 空きビンはコンテナで収集され、収集業者が荷降ろし及びヤード内での色別選別

（茶色、透明、その他）を行うため、空きビンヤードにはこれらの作業スペース

を考慮すること。また１区画につき搬入車両２台が同時に荷降ろし出来る間口寸

法を確保すること。 

(5) 空きビンは重機で粗破砕し、比重を高めた上で搬出車両に積み込むことから、こ

れらの作業に必要なスペースを確保すること。 

(6) 空きビンヤードは、スポット冷房・暖房機の設置など、収集業者による選別作業

環境に配慮すること。また、強い風雨時においても、収集業者が極力雨に濡れる

ことなく、選別作業を行えること。 

(7) 空きビンヤード以外も、選別作業等を行う箇所には、必要に応じて、スポット冷

房・暖房機等を設置し、作業環境に配慮すること。 

(8) 飲料用紙パックヤードは、飲料用紙パックのネット詰め作業のための作業スペー

スを考慮すること。 

(9) 廃食油ヤードは、ドラム缶への詰め作業のための作業スペースを考慮すること。 

(10) 乾電池ヤードは、フレコンバッグへの詰め作業のための作業スペースを考慮す

ること。 

(11) 雨の影響を受けずに搬出するため、極力、屋内や軒下での積み込みが出来るこ

と。 

(12) 洗浄設備（ヤード全域を洗浄できること）及び排水溝等を設け、排水は排水処

理設備に導くこと。 

(13) 粉じんや悪臭等の作業環境に配慮すること。 

資源回収コンテナの保管場所 

構造 

(1) 保管場所A  ［  ］ 

(2) 保管場所 B  ［  ］ 

有効面積    

(1) 保管場所A  ［  ］m2

(2) 保管場所 B  ［  ］m2

保管するパレットの種類 

(1) 保管場所A  スプレー缶用（約71cm×50cm×40cm、200 個）、

    空きビン用（約 71cm×50cm×40cm、80 個） 

    廃食油用（約71cm×51cm×40cm、75 個） 

(2) 保管場所 B  使い捨てライター用（約45cm×35cm×20cm、200

    個）、蛍光管用（約 71cm×51cm×40cm、90個）

    乾電池用（約83cm×53cm×37cm、14 個） 
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付属品   名称板、その他［  ］ 

特記事項 

(1) 保管場所 Aの利用者（収集業者）と保管場所Bの利用者（収集業者）が対面する

ことがないよう、配置を検討すること。 

(2) 各保管場所の位置は、受入ヤード及びストックヤードからコンテナを移送するこ

とを考慮し、計画すること。 

(3) 保管場所 Aは、収集業者が空きビンヤードで選別作業を終えた後、空きビンのコ

ンテナを保管場所Aまで収集車にて移送し荷下ろしすることをふまえ、位置及び

作業スペースを計画すること。 

(4) 各保管場所は、収集業者がコンテナを収集車に積み込む際にごみ搬入車等の通行

に支障をきたさない位置に計画するとともに、コンテナの荷積みに必要なスペー

スを確保すること。 

(5) 各保管場所は屋内または軒下とすること。 

(6) 洗浄設備（保管場所全域を洗浄できること）及び排水溝等を設け、排水は排水処

理設備に導くこと。 

倉庫 

小動物死骸の保冷庫を収納するために設置する。 

構造    ［  ］ 

寸法    幅［  ］m×奥行［  ］m 

軒高    ［  ］m 

有効面積   ［  ］m2

特記事項 

(1) 市職員が小動物の死骸を保冷庫に出し入れできるスペースを確保すること。これ

らの作業は倉庫内で行えること。 

(2) 洗浄設備（倉庫全域を洗浄できること）及び排水溝等を設け、排水は排水処理設

備に導くこと。 

(3) 手洗い設備及び消毒設備を設けること。 

(4) 保冷後の小動物死骸は市職員が場外に搬出することを考慮した位置に配置する

こと。 

(5) 見学者車両及び直接搬入車両の動線上及び見学者車両及び直接搬入車両の停車

位置から見える位置には配置しないこと。 

(6) 見学ルートから見える位置には配置しないこと。 

(7) 他の用途との兼用は不可とする。 
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共通事項 

(1) 工場棟及び管理棟と調和がとれた意匠とすること。 

(2) 車両動線を考慮し、適切な位置に設けること。 

(3) 資源等を搬出車両へ積み込みを行う場合においても、搬出入車両が支障なく通行で

きる動線を確保すること。

2.2 構造計画 

2.2.1 基本方針 

建築物は上部・下部構造とも十分な強度を有する構造とすること。 

振動を伴う機械は十分な防振対策を行うこと。 

高速回転式破砕機を設置する基礎は建物基礎とは縁を切り、独立基礎とすること。 

2.2.2 基礎構造 

建築物は地盤条件に応じた基礎構造とし、荷重の偏在による不等沈下を生じない基礎

計画とすること。 

杭の工法については、荷重条件、地質条件を考慮し、地震時、風圧時の水平力をも十

分検討して決定すること。 

土工事は、安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。 

残土は事業者の負担・責任において適正に処分すること。 

2.2.3 躯体構造 

焼却炉、集じん器等の重量の大きな機器やクレーンの支持架構は、十分な強度・剛性

を保有し、地震時にも十分安全な構造とすること。 

破砕機室及び前室は、爆発を考慮し、強度、剛性を兼ね備えた構造とすること。 

クレーン架構は、クレーン急制動時の短期的荷重も検討すること。 

架構は、強度・剛性を保有するとともに軽量化に努め、地震時の変異も有害な変形に

ならない構造とすること。 

2.2.4 施設に求める耐震性能 

熱回収施設は、耐震安全性の分類を「官庁施設の総合耐震計画基準」（平成 19年 12

月18日付け国営設第101号）により、構造体Ⅱ類として耐震化の重要度係数を1.25、

建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類とすること。 

2.2.5 一般構造 

屋根 

軽量化に努めるとともに、十分な強度を有するものとし、特にプラットホーム、ごみ

ピット室の屋根は気密性を確保し悪臭の漏れない構造とすること。 

採光に配慮し、換気装置を設けるものとし、雨仕舞と耐久性に配慮すること。 

風圧や機器荷重に対し、十分な強度を有すること。 
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防水は［  ］防水とすること。 

エキスパンションジョイント部は漏水がなく、接合部の伸縮に十分対応でき、経年変

化の少ない構造とすること。 

トップライトを設ける場合は、雨仕舞と耐久性に十分配慮すること。 

屋根のメンテナンスが容易かつ安全に行えるよう計画すること。 

外壁 

構造耐力上、重要な部分及び遮音が要求される部分は、原則として鉄筋コンクリート

造とすること。 

破砕機室及び前室は、鉄筋コンクリート造とすること。 

プラットホーム、ごみピット室、灰搬出室等の外壁は、気密性を確保し悪臭の漏れな

い構造とする。 

床 

機械室の床は、清掃・水洗等を考慮し、必要な勾配をとり、排水溝を設けること。な

お、排水溝には、グレーチング（SUS製）を設けること。 

重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は床板を厚くし、小梁を有効に配置

するなど配慮して構造強度を確保すること。 

中央制御室、受変電室等の電線の錯綜する諸室は配線用ピット・二重床等、配線を考

慮した構造とすること。 

内壁 

各室の区画壁は、要求される性能や用途上生じる要求（防火、防臭、防音、耐震、防

煙）を満足すること。 

不燃材料、防音材料等は、それぞれ必要な機能を満足すること。 

各室の結露防止に十分考慮すること。 

建具 

外部に面する建具は、台風時の風圧や降雨に耐えるものとすること。 

ガラスは、管理上、機能上、意匠上等の条件を考慮して選定すること。また、Low-E

複層ガラスの採用など省エネルギー対策を講じること。 

ガラスは結露対策を講じること。 

人が頻繁に通行する部分のガラスについては、衝突等を考慮して選定すること。 

建具（扉）のうち、特に防臭、防音を要求されるものについてはエアタイト型とする

こと。また、防音扉においては内部吸音材充填とし、締め付けハンドル等は遮音性能

を十分発揮できるものとすること。 

建具（扉）のうち、一般連絡用扉にはストップ付ドアチェック（法令抵触部は除外）、

シリンダー本締錠を原則とすること。なお、マスターキーシステムとし、詳細は実施

設計時の協議による。機器搬入用扉は開放時に使用する煽り止めを取り付けること。 
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建具（扉）は、必要に応じて、室名札等の室名表示を行うこと。 

建具（窓）のうち、特殊な箇所を除き窓建具はアルミ製とすること。また、原則とし

てガラス窓は内外側とも清掃可能とすること。 

2.3 仕上計画 

2.3.1 外部仕上 

立地条件・周辺環境に配慮した仕上計画とすること。また、違和感のない、清潔感の

あるものとし、全体の統一性を図ること。 

原則として、工場棟外壁は［  ］仕上げ、煙突は［  ］仕上げとすること。 

材料は経年変化が少なく、耐久性・耐候性が高いものとすること。 

2.3.2 内部仕上 

各部屋の機能・用途に応じて必要な仕上を行うこと。また、計画する仕上げ表を提出

すること。 

薬品、油脂の取扱い、水洗等、それぞれの作業に応じた必要な仕上計画を採用し、温

度・湿度等の環境の状況も十分考慮すること。 

居室部の内部に使用する建材はVOCを含有していないものとすること。 

居室に使用する建材は F☆☆☆☆以上とすること。 

2.4 建築仕様 

2.4.1 工場棟 

構造    鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 

(1) プラットホーム室  外壁 ［  ］ 

    屋根 ［  ］ 

(2) ごみピット   外壁 鉄筋コンクリート造 

    屋根 ［  ］ 

(3) ホッパステージ  外壁 鉄筋コンクリート造 

    屋根 ［  ］ 

(4) 炉室    外壁 ［  ］ 

    屋根 ［  ］ 

(5) 排ガス処理設備室  外壁 ［  ］ 

    屋根 ［  ］ 

(6) 破砕機室   外壁 鉄筋コンクリート造 

    屋根 ［  ］ 

(7) 選別室   外壁 ［  ］ 
    屋根 ［  ］ 
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建屋規模 

(1) 建築面積   ［  ］m2

① 熱回収施設  ［  ］m2

② リサイクル施設  ［  ］m2

(2) 建築延床面積 （地下槽類は除く。）［  ］m2

① 熱回収施設  ［  ］m2

② リサイクル施設  ［  ］m2

(3) 各階床面積（各階ごとに記載すること。）［  ］m2

① 熱回収施設  ［  ］m2

② リサイクル施設  ［  ］m2

(4) 軒高    ［  ］ｍ 

① 熱回収施設  ［  ］m 

② リサイクル施設  ［  ］m 

(5) 最高の高さ   ［  ］ｍ 
① 熱回収施設  ［  ］m 
② リサイクル施設  ［  ］m 

階高 

(1) 機械設備等を考慮して、階高を決めること。 

室内仕上 

(1) 【添付資料 9】を参考に提案すること。 

(2) 機械設備は原則として建屋内に収納し、事務室、見学者通路、騒音・振動の発生が

予想される室、発熱のある室、床洗の必要な室等は最適な仕上を行うこと。 

工場棟内各室の仕様

【添付資料 9】を参考に提案すること。

共通事項 

(1) 建物の配置はプラント全体計画に基づき、経済性・安全性・美観・維持管理の容易

性を考慮して計画すること。 

(2) 工場棟は、機能上必要な部分は鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造

とし、その他の部分は鉄骨造として計画すること。 

(3) 工場棟の鉄骨部分はOP仕上げとすること。 

(4) 地階部分は地下水の浸透のない構造、仕上げとすること。 

(5) 材質や勾配等について、風土・気象条件を考慮すること。 

(6) 外壁と屋根の結露防止に配慮すること。 

(7) 臭気のある室内に出入りするドアはエアタイト構造とすること。臭気のある室と居

室の間には前室を設けること。 
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(8) 手摺の高さは1.1m以上とすること。 

(9) 屋外に設置される鉄骨の塗装仕様は原則OP仕上げとするが、外部の環境に応じて

決定すること。 

(10) 出入口には庇を計画すること。 

2.4.2 ストックヤード棟 

構造    ［  ］ 

建屋規模   ［  ］ 

(2) 建築面積   ［  ］m2

(3) 軒高    ［  ］ｍ 

(4) 最高の長さ   ［  ］ｍ 

2.4.3 管理棟 

構造    ［  ］ 

外壁    ［  ］ 

屋根    ［  ］ 

建屋規模 

(1) 建築面積   ［  ］m2

(2) 建築延床面積  ［  ］m2

(3) 各階床面積  ［  ］m2（各階ごとに記載すること） 

(4) 軒高   ［  ］m 

(5) 最高の高さ  ［  ］m 

室内仕上 

(1) 【添付資料 9】を参考に提案すること。 

2.5 その他 
臭気のある室と居室の間には前室を設けること。 
薬品受入時及び給油時の漏洩等に対応できる構造とすること。 
外部環境に配慮し、建物の外部と内部を熱的に区分し、結露防止及び断熱を考慮する
こと。 
各室の用途・空間に応じ、最適な環境と省エネ効果を保持すること。 
断熱・防露に使用する材料は、室内外の環境条件を考慮し最適なものを選定すること。 
断熱・結露防止の施工に際し、最適な構造及び工法を選択すること。 
耐震性等を考慮した上で、できる限り自然光を採り入れること。 
建物内外の凍結について十分考慮すること。 
見学窓の清掃が容易な構造とすること。 
滋賀県産材を積極的に使用すること。使用箇所の選定等にあたっては、ライフサイ
クルコストを考慮すること。
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第3節 土木工事及び外構工事 
3.1 土木工事 

3.1.1 造成工事 

造成面積   ［  ］m2

造成レベル   FH=88m 

法面の保護・仕上げ  ［  ］ 

3.1.2 山留・掘削 

土工事は安全で工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。 

湧水・雨水の排水計画、根切り底、法面、堀削面に異常が起こらないように十分検討

し施工すること。 

残土は原則として場内処分とすること。 

施工に先立ち施工計画を提出し、市の承諾を受けること。 

事業計画地の地下には埋設廃棄物が存在し、事業計画地の地上部では可燃性ガスの発

生が確認されていることをふまえ、十分な安全対策を講じること。 

3.2 外構工事 

3.2.1 基本的事項 

外構施設については、敷地の地形、地質、周辺環境との調和を考慮した合理的な設備

とし、施工及び維持管理の容易さ、経済性等を検討した計画とすること。 

事業計画地の地下には埋設廃棄物が存在するため、可燃性ガス対策として、舗装面の

下部等の必要な箇所にはガス抜き施設を設置すること。 

薬剤・燃料・活性炭等の搬入車両が停車中の場合、メンテナンス・補修等の車両が停

車中の場合、リサイクル施設にて資源等を搬出車両へ積み込みを行う場合においても、

搬出入車両が支障なく通行できること。 

3.2.2 構内道路及び駐車場 

十分な強度と耐久性を持つ構造及び効率的な動線計画とし、必要箇所に白線、道路標

識を設け、構内の交通安全を図ること。 

構内道路の設計は構内舗装・排水設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課）

によること。 

① 交通量の区分   N3交通 

② 設計 CBR   CBR 試験による 

③ 大型車両（12t積みダンプ車・パッカー車（車両総重量 25t）、10t ダンプ車・

ウイング車（ロング）等）が無理なく通行できる幅員を確保すること。 

3.2.3 構内排水設備 

敷地内に適切な排水設備を設けること。
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3.2.4 植栽芝張工事 

原則として敷地内空地は高木・中木・低木・地被類等により、良好な環境の維持に努

めること。 

各所に散水栓を設置すること。 

植栽は、現地条件に合致した植生とすること。 

3.3 土木工事及び外構工事仕様 

3.3.1 杭工事 

「環境施設整備の施工方法等の検討資料（別途、閲覧に供する）」をふまえた上で、

適切な基礎工事を行うこと（［  ］基礎。）。なお、施工方法等の検討資料について

は、県協議をふまえた最新版を入札公告時までに整理する予定である。 

杭打工法   ［  ］工法（騒音・振動に対して考慮すること。） 

(1) 杭長    ［  ］m 

(2) 杭材質   ［  ］杭 

(3) 杭径    ［  ］mm 

直接基礎工法 

(1) 支持地盤深さ   GL－［  ］m 

3.3.2 構内道路工事 

構造    アスファルト舗装 

舗装面積   ［  ］m2

舗装仕様 

(1) 舗装厚    

① 表層   5cm 

② 基層   15cm 

(2) 路盤厚   15cm 

その他 

(1) 施工前に CBR試験を実施して最終仕様を決定すること。 

(2) 必要に応じて、凍上抑制層や路床の安定処理を考慮すること。 

(3) 緑地部分を除き、建屋以外の構内用地は原則として、舗装を施すこと。 

(4) 搬出入車両、メンテナンス車両、一般車両等の通行に支障が生じない構造とするこ

と。 

(5) 車両の誘導に必要となる箇所にサインを施すこと。 

(6) 構内道路にわだちができることがないよう計画すること。 

(7) 道路幅は、搬出入車両等の走行に支障がないこと。 

(8) 適切な箇所にカーブミラーを設けること。設置箇所は実施設計時に決定する。
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3.3.3 駐車場 

構造    アスファルト舗装 

計画台数 

(1) 普通車（市職員用）  ５台 

(2) 普通車（運転員用）  ［  ］台 

(3) 普通車   20 台（来客用） 

(4) 普通車   2 台（身障者・高齢者等対応） 

(5) 大型バス   4 台 

舗装面積   ［  ］m2

ｓ舗装厚 

(1) 表層    5 ㎝ 

(2) 基層    15 ㎝ 

路盤厚   15 ㎝ 

その他 

(1) 施工前に CBR試験を実施して最終仕様を決定すること。 

(2) 必要に応じて、凍上抑制層や路床の安定処理を考慮すること。 

(3) 来客用駐車場の位置は、玄関の位置を考慮すること。 

(4) 来客用駐車場の境界表示は二重ラインとすること。 

3.3.4 構内排水設備工事 

排水溝 

排水管 

付属設備 

3.3.5 植栽・芝張工事 

植栽面積   ［  ］m2

植栽仕様 

(1) 地被類   ［  ］m2

(2) 高木    ［  ］本/m2

(3) 中木    ［  ］本/m2

(4) 低木    ［  ］本/m2

その他 

(1) 樹種については実施設計時に協議・決定する。 

3.3.6 門・囲障工事 

門柱 

基数    1 基 

構造    ［  ］製 
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仕上    ［  ］ 

幅高さ   ［  ］m×［  ］m 

設置箇所   正面入口 

付属品   ［  ］ 

門扉 

材料    ［  ］ 

幅高さ   ［  ］m×［  ］m 

施設銘板    

(1) 材質    ［  ］ 

(2) 大きさ   ［  ］mm×［  ］mm 

設置箇所   各出入口 

フェンス 

材料    ［  ］製 

高さ    1.8m程度 

延長    ［  ］m 

その他   敷地全周（入場門を除く）に設置すること。また、 

    意匠に配慮すること。 

表札 

材料    ［  ］製 

寸法    ［  ］m×［  ］m 

設置箇所   施設正面入口 

3.3.7 給水・排水管等の敷設工事 

上水給水管敷設工事 

市が所有する上水道本管（【添付資料5】参照）から本施設までの上水給水配管を敷

設すること（地中埋設とすること）。 

給水量等をふまえ、仕様（材質、管径等）を検討し、記載すること。 

処理水排水管敷設工事 

市が指定する位置（【添付資料 5】参照）までの処理水排水管を敷設すること（地中

埋設とすること）。 

放流水量等をふまえ、仕様（材質、管径等）を検討し、記載すること。 

温水給水管敷設工事 

市が指定する位置（【添付資料 5】参照）までの温水給水管を敷設すること（地中埋

設とすること）。 

温水の給水量等をふまえ、仕様（材質、管径等）を検討し、記載すること。 
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第4節 建築機械設備工事 
4.1 空気調和設備工事 

4.1.1 温湿度条件 

区 分 外 気 室 内
乾球温度 湿球温度 乾球温度 湿球温度

夏 季 26℃ －
冬 季 22℃ －

4.1.2 時間帯 

(1) 8 時間ゾーン   室名［  ］ 

(2) 24 時間ゾーン  室名［  ］ 

4.1.3 熱源

電気式 

4.1.4 空気調和設備 

建築設備リストを提出すること。 

単位：kJ/m2h
室 名 暖 房 負 荷 冷 房 負 荷

4.2 換気設備工事 

建築設備リストを提出すること。
室 名 換気方式

4.3 排煙設備 

消防法に準拠し、排煙設備を必要な箇所に設けること。 

4.4 給排水衛生設備工事 

4.4.1 給水設備工事 

給水量は以下の条件から計算すること。 

生活用水 

(1) 市職員（５人）  ［  ］L/人・日 
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(2) 運転員（［  ］人）  ［  ］L/人・日 

(3) 見学者（200人）  ［  ］L/人・日 

プラント用水 

(1) プラットホーム散水量  ［  ］L/m2・日 

(2) 洗車水量台（2台/日）×［  ］L/台 

4.4.2 衛生器具設備工事 

水洗式の大・小便器、洗面所、清掃用水栓、流し台、ガス台及びその他必要なものを

設けること。 

大便器（洋式）は温水洗浄・暖房便座、小便器はセンサー付きとすること。 

手洗器は自動感知式とすること。 

4.4.3 消火設備工事 

本設備は、消防法規、条例等を遵守し、実施設計に際して所轄の消防署と協議の上、

必要設備を設置すること。 

4.4.4 給湯設備工事 

対象箇所は建築設備リストを提出すること。 

給湯水栓は混合水栓とすること。 

4.5 エレベータ設備工事 

4.5.1 来場者用エレベータ 

特に身障者の昇降が行いやすいように計画すること。 

形式    車椅子兼用エレベータ 

数量    ［  ］基 

積載重量   ［  ］kg（［  ］人用） 

停止階   ［  ］階層 

運転方式   インバータ全自動 

警報表示   中央制御室と管理棟事務室に警報を表示すること。 

その他   地震感知による自動最寄階停止装置を設置すること。 

4.5.2 人荷用エレベータ(必要に応じて設置） 

形式    ［  ］ 

数量    ［  ］基 

積載重量   ［  ］kg（［  ］人用） 

停止階   ［  ］階層 

運転方式   インバータ全自動 

警報表示   中央制御室と管理棟事務室に警報を表示すること。 

その他   地震感知による自動最寄階停止装置を設置すること。 
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4.6 配管工事 

給水給湯、排水、ガス等の配管材質は下記を基準とし、提案すること。 
種別 区分 資料名 略号 規格

給水管 

屋内埋設 内外面ライニング鋼管 SGP-VD WSP-034

屋内一般 
硬質塩化ビニルライニング鋼管 
水道用硬質塩化ビニル管

SGP-VB 
HIVP

JWWA-K-116 
JIS-K-6742

屋外 
内外面ライニング鋼管 
水道用硬質塩化ビニル管

SPG-VD 
HIVP

WSP-034 
JIS-K-6742

給湯管 
（一般） 

埋設 
その他 

耐熱性塩化ビニルライニング鋼管 
耐熱塩化ビニル管 
ステンレス鋼管

K-HVA 
HTVP 
SUS

JWWA-K-140 

汚水管 
1 階便所 硬質塩化ビニル管 

排水用鋳鉄管
VP 
CIP ﾒｶﾆｶﾙ

JIS-K-6741 
HASS-210

2 階便所 排水用鋳鉄管 CIP ﾒｶﾆｶﾙ HASS-210

雑排水管 
及び通気
管 

1 階 硬質塩化ビニル管 
亜鉛鍍金鋼管

VP 
SPG-W

JIS-K-6741 
JIS-G-3452

2 階 
硬質塩化ビニル管 
亜鉛鍍金鋼管

VP 
SGP-W

JIS-K-6741 
JIS-G-3452

屋外排水   
硬質塩化ビニル管 
遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)

VU 
HP

JIS-K-6741 
JIS-A-5303

衛生器具 
との接続   排水用鉛管 LP HASS-203 

消火管 
地中埋設 外面ライニング鋼管 SGP-VS WSPO41 

(JISC-3452)
屋内一般 配管用炭素鋼管 SGP-W JIS-G-3442
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第5節 建築電気設備工事 
本設備はプラント低圧主幹盤から２次側以降の各建築電気設備工事とすること。

5.1 動力設備工事 

本設備は建築設備の各種ポンプ、送排風機、空調、給水、排水設備等に含まれる電動機

類の電源設備とすること。 

5.2 照明コンセント設備工事 

作業の安全及び作業能率と快適な作業環境の確保を考慮した設計とすること。 

非常用照明、誘導灯等は建築基準法、消防法に準拠して設置すること。 

照明器具は、用途及び周囲条件により、防湿・防雨・防じんタイプを使用すること。

破損の危険性がある場所はガードつきとすること。 

LED等の省エネルギータイプを採用すること。 

人感センサーや照度センサーを用いた点灯制御を行うこと。 

ごみピット・プラットホーム・炉室等の高天井付器具は、保守点検上支障のないよう、

必要な箇所に昇降式を採用すること。 

外灯はポール型照明とし、タイマー及び自動点滅式の併用式とすること。また、ソー

ラー式の採用など省エネ対策を考慮すること。

コンセントは維持管理性を考慮した個数とし、用途及び使用条件に応じて防雨・防

爆・防湿型とすること。 

床洗浄を行う部屋は、床上 70cmに取り付けること。 

5.3 その他工事 

5.3.1 自動火災報知機設備工事 

受信    盤［  ］型、［  ］級、［  ］面 

感知器 

(1) 種類    ［  ］ 

(2) 形式    ［  ］ 

配線及び機器取付工事（消防法に基づき施工） 1 式 

受信盤設置箇所  中央制御室、管理事務室 

5.3.2 電話設備工事 

引込位置、施工方法等は市と十分協議し、決定すること。

自動交換機 

(1) 型式    電子交換式 

(2) 局線    ［  ］ 

(3) 内線    ［  ］（各電話機に、内線番号票を付けること） 
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電話機 

(1) 型式    プッシュホン 

(2) 台数    ［  ］台 

ファクシミリ   ［  ］基 

設置位置   建築設備リストに記載すること 

配管配線工事   1 式（電話専用の配管を施工すること） 

機能 

必要な箇所から、局線への受発信、内線の個別・一斉呼出、内線の相互通話ができ

ること。 

5.3.3 拡声放送設備工事 

増幅器型式 

AM、FMラジオチューナ内蔵型、一般放送・BS、非常放送（消防法上必要な場合）

兼用 

［  ］w、［  ］台 

BGM放送（CD） 

スピーカ（トランペット、天井埋込、壁掛け型）［  ］個 

マイクロホン（事務室、中央制御室等に設置）［  ］型、［  ］個 

設置位置 

(1) 建築設備リストに記載すること。 

(2) 放送用音響装置の設置場所は、事務室とする。 

5.3.4 インターホン設備工事 

型式    相互通話式 

設置位置   ［  ］ 

5.3.5 テレビ共聴設備工事 

アンテナ（必要に応じて設置） 

(1) UHF アンテナ  ［  ］基 

(2) 衛星放送用 BSアンテナ ［  ］基 

アンテナ端子設置箇所  建築設備リストに記載すること 

5.3.6 情報通信網工事

所内パソコンの連携を行うため、構内 LAN設備を設置すること。 

LANコンセント設置室及びLANコンセント設置数を建築設備リストに記載すること。 

5.3.7 時計設備工事 

形式    ［  ］ 

設置場所   建築設備リストに記載すること 
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5.3.8 避雷設備 

設置基準   建築基準法により高さ20mを超える建築物を保護

    すること。 

仕様    JIS A 4201避雷針基準によること。 

数量    1 式 

5.3.9 防犯警備設備工事 

防犯上の警備設備の設置が可能なよう電気配管工事（空配管工事）を行うこと。 

5.3.10 その他 

必要に応じて、予備配管を設けること。 

保守用電源は搬入車両の動線を考慮して決定すること。 


