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工場施設 所要室（スペース別） 設計仕様一覧表（参考） 

室（スペース）名 床 巾木 
壁 天井 

窓 その他 
下地 仕上げ 下地 仕上げ 

(1)プラットホーム ・全体はコンクリート金鏝（打増し 20、コンクリートカ
ッター目地＠3m） 

・1 部（下階窓のある範囲のみ）アスファルト防水保護
コンクリート打（ワイヤメッシュ入り）金鏝 

・無機質系硬質塗床仕上 
・床勾配（1.5％）程度 
・排水溝（グレーチング蓋付） 
・排水桝（ごみ受けかご付） 
・排水溝、排水桝はエポキシ樹脂 

・防水立上がり保護コンク
リート打（メタルラス入
り）モルタル抑え 

腰壁：Ｃ コンクリート打放し
及び ALC 素地 
腰壁：AEP 

 屋根下地現し ・見学窓（SUS） ・掃除用具掛（各投入扉
間） 

 倉庫 ・モルタル金鏝 ・モルタル  コンクリート打放し
及び ALC 素地 

 天井現し  ・棚 

(2)車両管制室 ・ビニル床シート 
・配線部分：二重床 

・ビニル H=60 Ｃ JGB12.5 直張 
ビニルクロス 

LGS RB1 ・監視窓（SUS） ・事務机・椅子、書棚 

(3)ごみピット ・水密性コンクリート金鏝 ・ハンチコンクリート金鏝  水密性コンクリート
打放し 
ごみ貯留目盛り 

 屋根下地現し ・見学窓（SUS）  

(4)ホッパステージ及びごみピッ
ト上部スペース 

・アスファルト防水＋保護コンクリート金鏝 
・コンクリート金鏝 
・合成樹脂塗床 
・バケット置場 
・床勾配 

・アスファルト防水の上モ
ルタル＋合成樹脂塗上 

（H=300） 

 ごみピット周囲：RC
腰壁（掃除用開口部） 
コンクリート打放し
及び ALC 素地 

 屋根下地現し  ・ごみクレーンランウェ
イガータ 

・同クレーン点検歩廊及
び階段 

 前室 ・コンクリート金鏝 合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗（H=60） 腰壁：C コンクリート打放し
及び ALC 素地 
腰壁：AEP 

 天井現し  ・クリーンルーム設置ス
ペース 

ﾎｯﾊﾟｽﾃｰｼﾞ準備室 ・コンクリート金鏝 合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗（H=60）  コンクリート打放し
及び ALC 素地 

 上部床現し  ・棚 掃除用具掛 

(5)薬液散布装置室 ・合成樹脂塗床（耐薬品） 
・床勾配 
・排水溝（グレーチング蓋付）＋耐薬塗装 

・合成樹脂塗床 
・防液堤（H=  ） 

 コンクリート打放し  上部床現し   

(6)脱臭装置室 ・コンクリート金鏝   コンクリート打放し  上部床現し   

(7)炉室 ・コンクリート金鏝 
・床勾配 
・排水溝排水桝（グレーチング蓋付） 

・C 現し  コンクリート打放し
又は ALC 素地 

 屋根下地現し ・見学窓（SUS） ・自然採光 
・ルーフファン等による
換気 

 前室 ・コンクリート金鏝 合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗（H=60） Ｃ コンクリート打放し
及び ALC 素地 
腰壁：AEP 

LGS GB（T）   

炉前準備室 ・コンクリート金鏝 合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗（H=60） Ｃ コンクリート打放し
及び ALC 素地 
腰壁：AEP 

LGS GB（T）  ・更衣ロッカー、下駄箱、
ヘルボード 

(8)エアシャワー室 ・合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗床 Ｃ 化粧ケイカル板 LGS 化粧ケイカル板  ・目地アルミジョインナ
ー 

(9)ボイラ薬品貯留槽スペース ・合成樹脂塗（耐薬品） ・合成樹脂塗床（耐薬品）  コンクリート打放し  上部床現し   

(10)集じん機・有害ガス除去設備
室 

・コンクリート金鏝 
・床勾配 
・排水溝（グレーチング蓋付） 

・モルタル  コンクリート打放し
又は ALC 素地 

 屋根下地現し 見学窓（SUS）（炉
室兼用可） 

・自然採光 
・ルーフファンによる換
気 

(11)触媒脱硝装置スペース ・合成樹脂塗（耐薬品） ・合成樹脂塗床（耐薬品）  コンクリート打放し  上部床現し  ・自然採光 

(12)余熱利用設備室（建築設備
室） 

・コンクリート金鏝 
・排水溝（グレーチング蓋付） 

 C GWB C GWB   

(13)排水処理室 ・合成樹脂塗床（耐薬品） 
・床勾配 
・排水溝（グレーチング蓋付） 

・合成樹脂塗床（耐薬品）  コンクリート打放し  上部床現し   

 タンクスペース ・合成樹脂塗床（耐薬品） 
・釜場 

・合成樹脂塗床（耐薬品）  コンクリート打放し  上部床現し   

薬品保管庫 
（スペース） 

・合成樹脂塗床（耐薬品） 
 

・合成樹脂塗床（耐薬品）  コンクリート打放し  上部床現し   

添付資料-4（調整中） 

設計仕様一覧表（参考）等 



工場施設 所要室（スペース別） 設計仕様一覧表（参考）   

室（スペース）名 床 巾木 
壁 天井 

窓 その他 
下地 仕上げ 下地 仕上げ 

(14)槽類 ・釜場 
・床勾配 

      ・マンホール 
・タラップ 

 ①ごみピット排水貯留槽 ・①～⑩：エポキシ樹脂 
・その他：塗膜防水 

 C 
 

①～⑩：エポキシ樹
脂 

その他：塗膜防水 

 コンクリート打放し   

②ろ易貯留槽 

③有機系排水受水槽 

④生物処理槽 

⑤無機系排水受水槽 

⑥反応槽 

⑦凝集沈殿槽 

⑧中和槽 

⑨ろ過水槽 

⑩汚泥濃縮槽 

⑪処理水槽 

⑫再利用水槽 

⑬雨水貯留槽 

⑭生活用水受水槽 

⑮プラント用水受水槽 

⑯機器冷却水受水槽 

⑰井水受水槽 

(15)ポンプ室 ・コンクリート金鏝 
・排水溝（グレーチング蓋付） 

  コンクリート打放し  上部床現し   

(16)通風設備室 ・コンクリート金鏝  C GWB C GWB   

(17)アンモニア水貯蔵室 ・合成樹脂塗床（耐薬品） 
 

・合成樹脂塗床（耐薬品）  コンクリート打放し  上部床現し  年間暖房、防爆、シャワ
ー 

 タンクスペース ・合成樹脂塗床（耐薬品） 
・釜場 

・合成樹脂塗床（耐薬品）  コンクリート打放し  上部床現し   

付室 ・合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗床  コンクリート打放し  上部床現し   

(18)灰ピット ・水密性コンクリート金鏝 
・床勾配 

・ハンチコンクリート金鏝  水密コンクリート打
放し 

 上部床現し   

(19)灰積出場 ・無機質系硬質塗床仕上 
・床勾配（排水処理設備へ導水） 
・車止め 
・排水溝（グレーチング蓋付） 

・モルタル  コンクリート打放し  上部床現し  ・掃除用具掛け 

(20)灰ﾋﾟｯﾄ上部及び灰ｸﾚｰﾝ待機ｽ
ﾍﾟｰｽ 

・コンクリート金鏝 
・床勾配（灰ピットへ流下） 
・バケット置場 

・モルタル  コンクリート打放し  上部床現し又は屋根
下地現し 

 ・灰クレーンランウェイ
ガータ 

・同クレーン点検歩廊 
(21)飛灰処理室（スペース） ・コンクリート金鏝 

・床勾配 
・排水溝排水桝（グレーチング蓋付）エポキシ樹脂 

  コンクリート打放し
又は ALC 素地 

 上部床現し  ・掃除用具掛け 

(22)飛灰搬出室 ・無機質系硬質塗床仕上 
・床勾配（排水処理設備へ導水） 
・車止め 
・排水溝排水桝（グレーチング蓋材）エポキシ樹脂塗装 

・C 現し  コンクリート打放し  天井現し  ・掃除用具掛け 

(23)処理物バンカ室、磁性物貯留
設備室 

・無機質系硬質塗床仕上 
・床勾配（排水処理設備へ導水） 
・車止め 
・排水溝（グレーチング蓋付） 

・モルタル  コンクリート打放し  上部床現し  ・掃除用具掛け 



工場施設 所要室（スペース別） 設計仕様一覧表（参考）  

室（スペース）名 床 巾木 
壁 天井 

窓 その他 
下地 仕上げ 下地 仕上げ 

(24)空気圧縮機室 ・コンクリート金鏝 
・排水溝（グレーチング蓋付） 

 C GWB C GWB   

(25)中央制御室 ・フリーアクセスフロア 
・カーペットタイル（帯電防止用） 
・配線部分：二重床 

・ビニル H=60 C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB（S） ・監視窓（SUS） 
・見学窓（SUS） 

・ホワイトボード（行事
用、一般用） 

・掲示板 
(26)ごみクレーン操作室 ・フリーアクセスフロア 

・カーペットタイル（帯電防止用） 
・配線部分：二重床 

・ビニル H=60 C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB（S） ・監視窓（SUS） 
・見学窓（SUS） 

 

(27)ごみクレーン制御室 ・ビニル床シート 
・配線部分：二重床 

・ビニル H=60 C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB1  ・事務机・椅子、書棚 

(28)ごみクレーン見学スペース ・ビニル床シート ・ビニル H=60 C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB（2）  ・掲示板 

(29)灰クレーン操作室 ・ビニル床シート 
・配線部分：二重床 

・ビニル C JGB（S）12.5 
ビニルクロス 

LGS RB1   

(30)灰クレーン制御盤室 ・ビニル床シート 
・配線部分：二重床 

・ビニル C JGB（S）12.5 
ビニルクロス 

LGS GB（T）   

(31)低圧電気室 ・フリーアクセスフロア 
・カーペットタイル（帯電防止用） 

・ビニル H=60 C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS GB（T）   

(32)受変電室 ・合成樹脂塗床 
・配線部分：二重床 

・合成樹脂塗床 
H=60 

 コンクリート打放し 
又は ALC 素地の上
AEP 

C 
S 

コンクリート打放し 
デッキプレート塗装 

  

(33)蒸気タービン発電機室 ・合成樹脂塗床 
・油タンク周り：防油堤（釜場付） 

耐油性樹脂塗 

・腰壁 H=1000 
コンクリート素地 

C GWB（壁梁柱共） C GWB ・監視窓（SUS） 
・見学窓（SUS） 

・クレーンランウェイガ
ータ 

・同クレーン点検歩廊 
(34)発電機補機室 ・合成樹脂塗床 

・油タンク周り：防油堤（釜場付） 
・腰壁 H=1000 
コンクリート素地 

C GWB（壁梁柱共） C GWB 
エレクションハッチ 

  

(35)非常用発電機室 ・合成樹脂塗床 
・油タンク周り：防油堤（釜場付） 

 C GWB C GWB   

(36)直流電気室    コンクリート打放し C 炭カル   

(37)蒸気復水器スペース ・合成樹脂塗床コンクリート金鏝＋塗膜防水 ・立上がり コンクリート
＋塗膜防水（H=300） 

 周壁：吸音パネル    ・吸音パネル＋ALC 版現し
面吹付タイル アルミ
笠木押さえ 

(38)電子計算機室 ・フリーアクセスフロア 
・カーペットタイル（帯電防止用） 
・配線部分：二重床 

・ビニル H=60 C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB1  ・事務机（２個程度） 

(39)事務室 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB1 ・ブラインド
（BOX 共） 

・ホワイトボード 
・掲示板 
・ミニキッチン 

(40)会議室 ・カーペットタイル ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB1 ・ブラインド
（BOX 共） 

・ホワイトボード 

(41)更衣室 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS GB（T）  ・鏡 
・ロッカー 

(42)浴室 ・アスファルト防水の上押えコンクリート 
・磁器質タイル 

・防水層仕上げ M 陶器質タイル LGS バスリブ   

(43)洗濯室 ・ビニル床シート ・ビニル C ケイカル板 VP LGS ケイカル板 VP  ・洗濯機パン 

(44)食堂・給湯室 ・ビニル床シート ・ビニル C 
水 が か
り部：M 

JGB12.5 
ビニルクロス水がか
り部：陶器質タイル 

LGS ケイカル板 VP  ・流し台、クッキングヒ
ーター 

・吊戸棚、食器棚 
・電気温水器 

(45)仮眠室 ・畳敷き ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB1 ・ブラインド
（BOX 共） 

 

(46)トイレ 土足用トイレ 
・アスファルト防水の上押えコンクリート磁器質タイル 

・陶器質タイル C 
JGB（S） 

陶器質タイル 
磁器質タイル 
甲板：テラゾブロッ
ク又は御影石 

LGS ケイカル板 VP  ・トイレブース（メラニ
ン化粧板） 
・洗面器セット（見学者
用） 
・洗面器、鏡、棚、水石
けん入れ 上履用トイレ 

・ビニル床シート 
ステンレス C JGB（S）12.5 

ビニルクロス 
LGS GB（T）  

(47)更衣室（現場作業着替用） ・コンクリート金鏝 合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗（H=60） Ｃ コンクリート打放し
及び ALC 素地 
腰壁：AEP 

LGS GB（T）  ・更衣ロッカー、下駄箱、
ヘルボード 

(48)多目的トイレ ・塗膜防水押えコンクリート 
・ビニル床シート 

・ステンレス C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS ・ケイカル板 VP   

(49)シャワー室 ・アスファルト防水の上押えコンクリート 
・磁器質タイル 

・防水層仕上げ M 陶器質タイル LGS バスリブ  ・シャワー 
・すのこ 



工場施設 所要室（スペース別） 設計仕様一覧表（参考）  

室（スペース）名 床 巾木 
壁 天井 

窓 その他 
下地 仕上げ 下地 仕上げ 

(50)見学者たまり場 ・ビニル床シート ・ビニル H=60 C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS RB（2）  ・案内板 
・掲示板 
・表示板 
・ピクチャーレール 

(51)工作室 ・コンクリート金鏝 
・床用塗料（防じん） 

・モルタル  コンクリート打放し C 
S 

コンクリート打放し
又はデッキプレート
塗装 

 ・電動ホイスト 

 工作資材スペース ・コンクリート金鏝 ・モルタル  コンクリート打放し  上部床現し  ・資材棚 

(52)倉庫 ・コンクリート金鏝   コンクリート打放し  上部床現し  ・重量物を納める倉庫に
はホイストクレーン設
置 

・棚 

(53）予備品収納庫 ・コンクリート金鏝 
・床用塗料（防じん） 

・モルタル  コンクリート打放し
又は ALC 素地 

C 
S 

コンクリート打放し
又はデッキプレート
塗装 

 ・資材棚 
・電動ホイスト 

(54）危険物庫 ・コンクリート金鏝 
・床用塗料（防じん） 

・モルタル  コンクリート打放し
又は ALC 素地 

C 
S 

コンクリート打放し
又はデッキプレート
塗装 

  

(55)清掃員控室 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS GB（T）   

(56)見学者廊下 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB 9＋12.5 の上 
ビニルクロス 

LGS RB1 ・見学窓（SUS） ・案内板 
・掲示板 
・表示板 
・ピクチャーレール 

(57)廊下、階段等         

 
廊下 

・ビニル床シート ・ビニル C JGB AEP LGS GB1   

通路 
・合成樹脂塗床 ・ビニル C JGB AEP LGS GB（T）   

階段(1) 
・ビニル床シート ・ビニル C JGB AEP LGS GB（T）  エレベーターコア部に設

ける階段をいう。 

階段(2) 
・床用塗料  S ALC 素地 S 階段：C S 階段：塗装仕上  階段（1）以外の階段をい

う。 

(58)エレベーターホール ・ビニル床シート ・ビニル C JGB AEP LGS RB1   

(59)エレベータ昇降機スペー
ス 

・合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗床  コンクリート打放し  上部床現し   

(60)建築設備機械室 ・合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗床 C GWB C GWB   

(61)PS・EPS ・コンクリート金鏝   コンクリート打放し  上部床現し   

  



管理施設 来場者用エリア所要室（スペース別） 設計仕様一覧表 （参考）  

室（スペース）名 床 巾木 
壁 天井 

窓 その他 
下地 仕上げ 下地 仕上げ 

(1)エントランス ・磁器質タイル ・磁器質タイル M ・磁器質タイル LGS RB2  ・くつ拭きマット 
 

(2)エントランスホール ・ビニル床シート 
・上框：御影石 

・ビニル 
 

C JGB12.5 
上部：ビニルクロス
または AEP 
腰部：木版（多摩産
材） 

LGS RB2  ・総合案内板 
・ピクチャーレール 
・掲示板 

(3)エレベーターホール ・ビニル床シート ・ビニル C JGB AEP LGS RB1   

(4)エレベータ昇降機スペース ・合成樹脂塗床 ・合成樹脂塗床  コンクリート打放し  上部床現し   

(5)トイレ ・塗膜防水押えコンクリート 
・ビニル床シート 

・ステンレス C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS ・ケイカル板 VP   

(6)多目的トイレ ・塗膜防水押えコンクリート 
・ビニル床シート 

・ステンレス C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS ・ケイカル板 VP   

(7)授乳室 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS RB1   

(8)給湯室 ・ビニル床シート ・ビニル C 
水 が か
り部：M 

JGB12.5 
ビニルクロス水がか
り部：陶器質タイル 

LGS ・ケイカル板 VP  ・流し台 
・電気温水器 

(9)会議室(中) ・カーペットタイル ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS RB1 ・ブラインド
（BOX 共） 

 

(10)会議室(小) ・カーペットタイル ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS RB1 ・ブラインド
（BOX 共） 

 

(11)見学者説明室 ・フリーアクセスフロア 
・カーペットタイル 

・腰部：木質パネル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS RB2 ・ブラインド
（BOX 共） 

・可動間仕切設置 

(12)見学者説明室倉庫 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS GB（T）   

(13) 見学者説明室物品庫 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS GB（T）   

(14)啓発資料コーナー ・ビニル床シート ・木製 
 

C JGB12.5 
上部：ビニルクロス
または AEP 
腰部：木版（多摩産
材） 

LGS RB2  ・ピクチャーレール 

(15)階段室(1) ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS RB1   

(16)階段室(2) ・ビニル床シート ・ビニル C ・ケイカル板 VP また
は AEP 

LGS GB（T）   

 

 

  



管理施設 市職員用エリア所要室（スペース別） 設計仕様一覧表 （参考）  

室（スペース）名 床 巾木 
壁 天井 

窓 その他 
下地 仕上げ 下地 仕上げ 

(1)職員事務室 ・フリーアクセスフロア 
・カーペットタイル 

・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS RB（S） ・ブラインド
（BOX 共） 

・掲示板 
・カウンター、造付腰棚 

(2)書庫 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS GB（T）  ・棚 

(3)更衣室 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS GB（T） ・ブラインド
（BOX 共） 

・鏡 

(4)トイレ ・塗膜防水押えコンクリート 
・ビニル床シート 

・ステンレス C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS ・ケイカル板 VP   

(5)多目的トイレ ・塗膜防水押えコンクリート 
・ビニル床シート 

・ステンレス C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS ・ケイカル板 VP   

(6)給湯室 ・ビニル床シート ・ビニル C 
水 が か
り部：M 

JGB12.5 
ビニルクロス水がか
り部：陶器質タイル 

LGS ・ケイカル板 VP  ・流し台 
・吊戸棚、食器棚 
・電気温水器 

(7)防災備蓄倉庫 ・ビニル床シート ・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロスまたは
AEP 

LGS GB（T）   

 

 

 

  



付属施設 設計仕様一覧表（参考）   

室（スペース）名 床 巾木 
壁 天井 

窓 その他 
下地 仕上げ 下地 仕上げ 

(1)計量室 ・ビニル床シート 
・配線部分：二重床 

・ビニル C JGB12.5 
ビニルクロス 

LGS RB1 ・ブラインド 
（BOX 共） 

・洋式便器 
・洗面化粧台 
・ミニキッチン 
・電気ポット 

 計量機ピット ・釜場は無機質浸透性塗布防水 
・コンクリート金鏝 

  コンクリート打ち放
し 

   ・排水は有機排水槽へ導
く 

・枠及び蓋等は溶融亜鉛
メッキとする 

(2)洗車場 ・床勾配 
・コンクリート金鏝 
・排水溝（グレーチング蓋付） 
・排水溝、桝はエポキシ樹脂 
・枠及び蓋はステンレス製 

 内部：C 
外部：C 

内部：防水モルタル
金鏝 

外部：複層塗材 E 

   ・排水は有機排水槽へ導
く 

 受水槽及び排水槽 ・受水槽：塗膜防水 
・排水槽：エポキシ樹脂 

 受水槽：C 
排水槽：C 

受水槽：塗膜防水 
排水槽：エポキシ樹

脂 

   ・タラップ 
・マンホール 

 

 

 

  



所要室（スペース別） 設計仕様一覧表（参考）   

材料記号表 塗装記号表 

表示記号 表示事項 表示記号 表示事項 

コンクリート打放し コンクリート打ち放し A種・B種 AEP 合成樹脂エマルジョンペイント塗 B種 

コンクリート素地 普通型枠コンクリート打放しのまま VP 塩化ビニル樹脂エナメル塗 

RB1 ロックウールボード（ｱ)12（GB（ｱ）9.5捨張） 複層塗材 RE 反応硬化形合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材（RE） 

RB2 ロックウールボード（ｱ)15、（ｱ）19リブ（GB（ｱ）9.5

捨張） 

複層塗材 E 合成樹脂エマルジョン系複層仕上塗材（E） 

RB（S） ロックウール系システム天井（ｱ)12（不燃第 1021号） 弾性複層塗材 防水形複層仕上塗材 

JGB 斥候ボード 継目処理工法 SOP 合成樹脂調合ペイント塗り B種 

JGB（S） シージング石膏ボード継目処理工法   

GB 石膏ボード（ｱ）9.5 （準不燃第 2001号） 下地記号表 

 （ｱ）12.5（不燃第 1003号） 表示記号 表示事項 

GB（T） 化粧石膏ボード（トラバーチン）（ｱ）9.5 C コンクリート下地 

GB（W） 化粧石膏ボード（柾目）（ｱ）9.5 LGS 軽量鉄骨下地 

GB（不） 不燃石膏積層板（ｱ）9.5 （化粧石膏ボード） PC プレキャストコンクリート下地 

ケイカル板 珪酸カルシウム板（ノンアスベスト） W 木下地 

GWB グラスウールボード（32kg）断熱材ファスナー止め 

ガラスクロス額縁貼り（不燃第 1032号） 

M モルタル下地 

炭カル 炭酸カルシウム発砲板（ｱ）25（不燃） S 鉄骨下地 

  



工場施設 室別設備一覧（参考） 

 工場施設 建築機械設備 
備考 

室名 施設 給排水衛生設備 空調・換気設備 ガス、消防設備等 

1 

プラットホーム 地流し 掃除用放水口、洗面器 

地流し用水栓 

投入扉前掃除用水栓（2基に 1個程度） 

薬液散布ノズル（必要数） 

エアカーエテン装置、燃

焼用空気取入装置等 

 床排水及び地流しの排水は

夾雑物除去後有機排水槽へ

導く 

 倉庫   第二種換気   

2 
車両管制室 

 

  個別 8時間 

第一種換気 

 冷暖房 

3 

ごみピット  薬液散布ノズル（必要数） 

水噴霧設備用ノズル（必要数） 

 放水銃 ステンレス製バースクリー

ン排水はごみピット排水貯

槽へ導く 

4 

ﾎｯﾊﾟｽﾃｰｼﾞ及びごみﾋﾟｯﾄ

上部ｽﾍﾟｰｽ 

地流し 掃除用放水口 

地流し用水栓 

  床排水はごみピットへ導く 

 前室   第二種換気   

ﾎｯﾊﾟｽﾃｰｼﾞ準備室 

 

 洗面器 第二種換気   

5 
薬液散布装置室 

 

 洗面器 第二種換気   

6 脱臭装置室   第一種換気   

7 

炉室 地流し 地流し用水栓、掃除用放水口 

洗面器 

第一種換気  床排水は排水貯留槽へ導く 

 前室   第二種換気   

炉前準備室 

 

 洗面器、洗眼器、冷水器、うがい器 第二種換気  更衣ロッカー、洗濯機、エ

アシャワー 

8 
エアシャワー室 

 

  第一種換気  上部・側面吹出し、下部吸

引 

9 
ボイラ薬品貯留槽スペ

ース 

防液堤、地流し 地流し用水栓 第一種換気   

10 
集じん機・有害ガス除去

設備室 

 洗面器 第一種換気  排水は排水貯留槽へ導く 

11 
触媒脱硝装置スペース 

（屋内） 

地流し 地流し用水栓 第一種換気  排水は排水貯留槽へ導く 

12 余熱利用設備室 地流し 地流し用水栓 第一種換気   

13 

排水処理室 地流し 地流し用水栓、洗面器 第一種換気  排水は排水貯留槽へ導く 

 タンクスペース      

薬品保管庫（ｽﾍﾟｰｽ）      



工場施設 室別設備一覧（参考） 

 工場施設 建築機械設備 
備考 

室名 施設 給排水衛生設備 空調・換気設備 ガス、消防設備等 

14 槽類      

15 ポンプ室 地流し 地流し用水栓 第一種換気   

16 通風設備室   第一種換気   

17 

アンモニア水貯蔵庫 地流し 

ｱﾝﾓﾆｱ検知装置 

 

地流し用水栓 第三種換気  暖房 

換気はアンモニア漏洩時、

間欠運転 

安全増防爆 

排水は排水貯留槽へ導く 

 タンクスペース      

付室      

18 灰ピット   第三種換気  排水は排水貯留槽へ導く 

19 
灰積出場 地流し 地流し用水栓、掃除用放水口 第三種換気  飛散防止対策 

排水は排水貯留槽へ導く 

20 
灰ﾋﾟｯﾄ上部ｽﾍﾟｰｽ及び灰

ｸﾚｰﾝ待機ｽﾍﾟｰｽ 

地流し 地流し用水栓 第三種換気   

21 飛灰処理室（スペース）  洗面器 第一種換気   

22 飛灰搬出室 地流し 地流し用水栓   床排水は排水貯留槽へ導く 

23 磁性物貯留設備室 地流し 地流し用水栓   床排水は排水貯留槽へ導く 

24 
空気圧縮機室 

 

  第一種換気  振動・騒音対策 

25 
中央制御室   個別 24時間 

第一種換気 

 冷暖房 

26 
ごみクレーン操作室   個別 24時間 

第一種換気 

放水銃装置 冷暖房・臭気対策 

操作用窓、窓拭き装置 

27 
ごみクレーン制御室 

 

  個別 24時間 

第一種換気 

 冷房（年間）・臭気対策 

28 
ごみクレーン見学者ス

ペース 

  中央 8時間 

第二種換気 

 冷暖房・臭気対策 

見学者窓 

29 
灰クレーン操作室   個別 24時間 

第一種換気 

 冷暖房 

操作用窓 

  



工場施設 室別設備一覧（参考） 

 工場施設 建築機械設備 
備考 

室名 施設 給排水衛生設備 空調・換気設備 ガス、消防設備等 

30 
灰クレーン制御盤室   個別 24時間 

第一種換気 

 冷暖房 

31 
低圧電気室   個別 24時間 

第一種換気 

消火設備 冷房（年間）・防じん対策 

32 
受変電室   個別 24時間 

第一種換気 
消火設備 冷房（年間）・防じん対策 

33 蒸気タービン発電機室   第一種換気 消火設備  

34 発電機補機室 防油堤、地流し 地流し用水栓 第一種換気 消火設備  

35 
非常用発電機室 

 

防液堤（小出し

タンク） 

 第一種換気 消火設備  

36 
直流電気室 

 

  個別 24時間 

第一種換気 

 冷房（年間）・防じん対策 

37 蒸気復水器スペース     雨水排水設備、防鳥網 

38 
電子計算機室 

 

  個別 24時間 

第一種換気 

 冷房（年間） 

39 
事務室  洗面器、洗眼器 

冷水器、うがい器 

個別 24時間 

第一種換気 

 冷暖房 

40 
会議室   個別随時 

第一種換気 

 冷暖房 

41 
更衣室（男女） 

 

 洗面器 第三種換気   

42 浴室  浴槽、シャワー、湯水混合水栓 第三種換気   

43 洗濯室  混水混合水栓、洗濯機パン 第三種換気  物干 

44 
食堂・給湯室 

 

  個別 8時間 

第三種換気 

 冷暖房 

45 
仮眠室   個別随時 

第一種換気 

 冷暖房 

46 
トイレ（男女） 洗面器ｾｯﾄ（見学

者用）、鏡、棚 

ＳＫ付帯、洗面器、水石鹸 第三種換気  介助手摺 

47 
更衣室（現場作業着替

用） 

  第三種換気   

  



工場施設 室別設備一覧（参考） 

 工場施設 建築機械設備 
備考 

室名 施設 給排水衛生設備 空調・換気設備 ガス、消防設備等 

48 
多目的トイレ 

 

洗面器ｾｯﾄ（見学

者用）、鏡、棚 

ＳＫ付帯、洗面器、水石鹸 第三種換気  介助手摺、非常ボタン 

49 
シャワー室（男女） 

 

 シャワー、湯水混合水栓 第三種換気   

50 
見学者たまり場   個別 8時間 

第一種換気 

 冷暖房 

51 

工作室 工作機械 

地流し 

地流し用水栓 中央 8時間 

第一種換気 

 粉じん、・ガス対策（局所排

気）、冷暖房 

 工作資材スペース 

 

  第三種換気   

52 倉庫   第三種換気   

53 予備品収納庫   第三種換気   

54 危険物庫   第三種換気   

55 
清掃員控室   個別 8時間 

第一種換気 

 冷暖房 

56 
見学者廊下   中央 8時間 

第二種換気 

 冷暖房 

57 

廊下・階段室等      

 廊下   中央 8時間 

第二種換気 

 冷暖房 

通路   第二種換気   

階段     階数表示 

58 
エレベータ（停止階）   個別 24時間 

第二種換気 

 冷暖房（工場内は除く） 

59 
エレベータ昇降機スペ

ース 

  第三種換気   

60 建築設備機械室 エアチャンバ 排水口（空調機用必要数） 第三種換気  振動・防音対策 

61 ＰＳ・ＥＰＳ      

 

  



管理施設 来場者用エリア室別設備一覧（参考） 

 管理施設 建築機械設備 
備考 

室名 施設 給排水衛生設備 空調・換気設備 ガス、消防設備等 

1 エントランス  排水口（足拭きマット下） 第二種換気   

2 
エントランスホール   個別 8時間 

第二種換気 

 冷暖房 

3 
エレベータ（停止階）   個別 24時間 

第二種換気 

 冷暖房（工場内は除く） 

4 
エレベータ昇降機スペ

ース 

  第三種換気   

5 
トイレ（男女） 洗面器ｾｯﾄ（見学

者用）、鏡、棚 

ＳＫ付帯、洗面器、水石鹸 第三種換気  介助手摺 

6 
多目的トイレ 洗面器ｾｯﾄ（見学

者用）、鏡、棚 

ＳＫ付帯、洗面器、水石鹸 第三種換気  介助手摺、非常ボタン 

7 
授乳室   個別 8時間 

第一種換気 

 冷暖房 

8 
給湯室   個別 8時間 

第三種換気 

 冷暖房 

9 
会議室（中）   個別随時 

第一種換気 

 冷暖房 

10 
会議室（小）   個別随時 

第一種換気 

 冷暖房 

11 
見学者説明室   個別随時 

第一種換気 

 冷暖房 

12 見学者説明室倉庫   第三種換気   

13 見学者説明室物品庫   第三種換気   

14 
啓発資料コーナー   個別 8時間 

第一種換気 

 冷暖房 

15 階段室（1）      

16 階段室（2）      

 

  



管理施設 市専有エリア室別設備一覧（参考） 

 管理施設 建築機械設備 
備考 

室名 施設 給排水衛生設備 空調・換気設備 ガス、消防設備等 

1 
職員事務室   個別 8時間 

第一種換気 

 冷暖房 

2 書庫   第三種換気   

3 
更衣室（男女） 洗面器  個別 8時間 

第三種換気 

 冷暖房 

4 
トイレ（男、女） 洗面器ｾｯﾄ（見学

者用）、鏡、棚 

ＳＫ付帯、洗面器、水石鹸 第三種換気  介助手摺 

5 
多目的トイレ 洗面器ｾｯﾄ（見学

者用）、鏡、棚 

ＳＫ付帯、洗面器、水石鹸 第三種換気  介助手摺、非常ボタン 

6 
給湯室   個別 8時間 

第三種換気 

 冷暖房 

7 防災備蓄倉庫   第三種換気   

 

 

 

  



付属施設 室別設備一覧（参考） 

 付属施設 建築機械設備 
備考 

室名 施設 給排水衛生設備 空調・換気設備 ガス、消防設備等 

1 

計量室 洗面化粧台 洋式便器 個別随時 

第一種換気 

 冷暖房 

 計量機ピット      

2 

洗車場 洗面器 洗車設備、掃除用水栓   洗車排水は、スクリーン及

びオイルトラップを経て有

機排水槽へ導く 

 受水槽及び排水槽     

 



工場施設 器具設置表（参考） 

室名（工場施設諸室） 放送 時計 電話 照明器具 備考 

(1)プラットホーム 〇 〇 〇 LED灯天井付（昇降式）、LED灯 両面照光式時計 

 倉庫    LED灯  

(2)車両管制室 ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）  

(3)ごみピット    LED天井灯（40000lm） 防じん 

(4)ﾎｯﾊﾟｽﾃｰｼﾞ及びごみﾋﾟ

ｯﾄ上部ｽﾍﾟｰｽ 

〇  〇 LED天井灯（40000lm）、LED灯 防じん 

 前室    LED灯  

 ﾎｯﾊﾟｽﾃｰｼﾞ準備室    LED灯  

(5)薬液散布装置室   〇 LED灯  

(6)脱臭装置室 〇   LED灯  

(7)炉室 〇 〇 〇 LED天井灯、LED灯 照光式時計（炉室

上部は耐熱を考

慮）照明は防塵形 

 前室    LED灯  

 炉前準備室    LED灯  

(8)エアシャワー室    LED灯 防じん 

(9)ボイラ薬品貯留槽 〇  〇 LED灯  

(10)集じん機・有害ガス

除去設備室 

〇  〇 LED灯天井付、LED灯壁付、LED灯  

(11)触媒脱硝装置ｽﾍﾟｰｽ 〇  〇 LED灯天井付、LED灯壁付  

(12)余熱利用設備室 〇 〇 〇 LED灯  

(13)排水処理室 〇  〇 LED灯、必要に応じて水銀灯  

 タンクスペース 〇  〇 LED灯、必要に応じて水銀灯  

薬品保管庫    LED灯  

(14)槽類      

(15)ポンプ室 〇 〇 〇 LED灯  

(16)通風設備室 〇  〇 LED灯、必要に応じて水銀灯  

(17)アンモニア水貯蔵室   〇 LED灯  

 タンクスペース 〇   LED灯  

付室    LED灯  

(18)灰ピット 〇   LED灯天井付・高圧ナトリウム灯天井付  

(19)灰積出場 〇  〇 LED灯天井付、LED灯壁付  

(20)灰ﾋﾟｯﾄ上部ｽﾍﾟｰｽ及

び灰ｸﾚｰﾝ待機ｽﾍﾟｰｽ 

   LED灯  

(21)飛灰処理室（ｽﾍﾟｰｽ） 〇  〇 LED灯  

(22)飛灰搬出室 〇  〇 LED天井灯 防じん 

(23)磁性物貯留設備室 〇  〇 LED灯天井付、LED灯壁付  

(24)空気圧縮機室 ◎  〇 LED灯 音量考慮 

(25)中央制御室 ◎ 〇 〇 

外 

LED灯埋込形（ルーバ付）グレア対策 

システム天井 

 

(26)ごみクレーン操作室 ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）グレア対策  

(27)ごみｸﾚｰﾝ制御室   〇 LED灯  

(28)ごみｸﾚｰﾝ見学者ｽﾍﾟｰ

ｽ 

〇 〇  LED灯下面開放埋込形  

(29)灰ｸﾚｰﾝ操作室 ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）グレア対策 ｶﾞﾗｽの反射光注意 

調光装置付 

(30)灰ｸﾚｰﾝ制御盤室 〇  〇 LED灯  

(31)低圧電気室 〇  〇 LED灯  

(32)受変電室 〇 〇 〇 LED灯  



工場施設 器具設置表（参考） 

室名（工場施設諸室） 放送 時計 電話 照明器具 備考 

(33)蒸気タービン発電機

室 

〇 〇 〇 LED灯天井付・高圧ナトリウム灯天井付、

LED灯壁付 

 

(34)発電機補機室 〇  〇 LED灯  

(35)非常用発電機室 〇  〇 LED灯天井付、LED灯壁付  

(36)直流電気室 〇  〇 LED灯  

(37)蒸気復水器スペース 〇  〇 LED灯（投光器）  

(38)電子計算機室 ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）グレア対策 

システム天井 

 

(39)事務室 ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）  

(40)会議室 ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）  

(41)更衣室 〇   LED灯下面開放埋込形  

(42)浴室 〇   防水型照明装置  

(43)洗濯室    LED灯 防湿 

(44)食堂・給湯室 ◎ 〇  LED灯  

(45)仮眠室    LED灯  

(46)トイレ    鏡上灯、LED灯下面開放埋込形  

(47)更衣室（現場作業着

替用） 

〇   LED灯下面開放埋込形  

(48)多目的トイレ    鏡上灯、LED灯下面開放埋込形  

(49)シャワー室 〇   防水型照明装置  

(50)見学者たまり場    LED灯下面開放埋込形  

(51)工作室 〇 〇 〇 LED灯  

 工作資材スペース 〇   LED灯  

(52)倉庫 〇  〇 LED灯  

(53)予備品収納庫 〇  〇 LED灯  

(54)危険物庫      

(55)清掃員控室  ○  LED灯  

(56)見学者廊下    LED灯下面開放埋込形  

(57)廊下・階段等 〇   LED灯（廊下は下面開放埋込灯）  

(58)エレベーターホール 〇   LED灯下面開放埋込形  

(59)エレベーター昇降機

スペース 

     

(60)建築設備機械室    LED灯  

(61)ＰＳ・ＥＰＳ    LED灯壁付  

 



管理施設 来場者用エリア器具設置表（参考） 

室名（工場施設諸室） 放送 時計 電話 照明器具 備考 

(1)エントランス 〇 〇  LED灯埋込形（ルーバ付）  

(2)エントランスホール 〇 〇  LED灯埋込形（ルーバ付）  

(3)エレベーターホール 〇   LED灯下面開放埋込形  

(4)エレベーター昇降機

スペース 

     

(5)トイレ    LED灯下面開放埋込形、鏡上灯  

(6)多目的トイレ    LED灯下面開放埋込形、鏡上灯  

(7)授乳室  〇  LED灯  

(8)給湯室    LED灯  

(9)会議室(中) ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）  

(10)会議室(小) ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）  

(11)見学者説明室 ◎ 〇 〇 LED灯埋込形（ルーバ付）  

(12)見学者説明室倉庫    LED灯  

(13)見学者説明室物品庫    LED灯  

(14)啓発資料コーナー  〇  LED灯埋込形（ルーバ付）  

(15)階段室 〇   LED灯  

 

管理施設 市専有エリア器具設置表（参考） 

室名（工場施設諸室） 放送 時計 電話 照明器具 備考 

(1)事務室 ◎ 〇 〇外 LED灯埋込形（ルーバ付）グレア対策 システム天井 

(2)書庫 〇   LED灯  

(3)更衣室 〇   LED灯下面開放埋込形  

(4)トイレ    LED灯下面開放埋込形、鏡上灯  

(5)多目的トイレ    LED灯下面開放埋込形、鏡上灯  

(6)給湯室    LED灯  

(7)防災備蓄倉庫    LED灯  

 

付属施設 器具設置表（参考） 

室名（工場施設諸室） 放送 時計 電話 照明器具 備考 

(1)計量機棟 ◎ 〇 〇外 LED灯埋込形  

 計量機ピット      

(2)洗車場    LED灯  

 受水槽及び排水槽      

◎印は、室内に音量切替器があることを示す。 

＊会議室、ホールについては建築計画を考慮し壁付・天井ダウンライト等を配置し調光装置を設置する。 

○外印は、外線が使用可能とする。 

 

 

 



エントランスホール

　靴拭きマット
　傘立て　120人分以上
　ベンチ（３～４人掛け）　20人分以上
　ごみ箱　１セット（分別３種類）

建設
事業者

市
運営
事業者

会議室（中）

　長机（３人掛け）10台
　　※書類及び資料等を置いて支障がない大きさ
      奥行45cm以上
　　※キャスター付き及び折りたたみ式
　椅子　30脚
　ホワイトボード(W=1800 H=1200) ２台

建設
事業者

市
運営
事業者

会議室（小）

　長机（３人掛け）６台
　　※書類及び資料等を置いて支障がない大きさ
　　　奥行45cm以上
　　※キャスター付き及び折りたたみ式
　椅子　18脚
　ホワイトボード(W=1800 H=1200) １台

建設
事業者

市
運営
事業者

見学者説明室

　演壇（マイクスタンド共）　１台
　長机（３人掛け）42台
　　※書類及び資料等を置いて支障がない大きさ
　　※キャスター付き及び折りたたみ式
　椅子　126脚
　ホワイトボード(W=1800 H=1200)　２台
　棚（付属の倉庫にパンフレット保管用）

建設
事業者

市
運営
事業者

啓発資料コーナー
　ベンチ（３～４人掛け）　10人以上
　ごみ箱　１セット（分別３種類）

建設
事業者

市
運営
事業者

通路 　ベンチ（３～４人掛け）　３脚
建設
事業者

市
運営
事業者

通用口
　靴拭きマット
　傘立て　10人分以上

建設
事業者

市
運営
事業者

市職員事務室 　机・椅子・書棚・応接セット・ごみ箱 市 市 市

書庫
　書棚
　※段ボール１００箱以上保管できる仕様とする

建設
事業者

市 市

更衣室(男) 　ロッカー 市 市 市

更衣室（女） 　ロッカー 市 市 市

防災備蓄倉庫 　棚 市 市 市

各所 提案による
建設
事業者

事業者
運営
事業者

更衣室
(現場作業着替用)

　ロッカー（市職員用６人分）
　※防護服及び安全靴を収納予定でいる。

建設
事業者

市
運営
事業者

運営事業者用
エリア

　※備品の選定については市の承諾を受けること。
　※備品も配慮したレイアウトとし設計をすること。

来場者用エリア

利用者エリア 室名 設置者 所有者 管理備　品

市職員用エリア

所要室等備品一覧（参考）

1


