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１．設計条件の整理 

１） 敷地概要 

○ 工事場所 

長野県小諸市丁 318番地 3 他 14筆（小諸市動物園内） 

○ 敷地面積 

動物園全体面積：22,115.00 ㎡ 整備対象敷地面積：798.11㎡ 

○ 用途地域 

第一種住居地域 

○ 防火地域 

無し 

○ その他地域地区 

都市公園、埋蔵文化財包蔵地 

○ 建ぺい・容積率 

建ぺい率：60％ 容積率：200％ 都市公園法に基づく建ぺい率：2％+10％＝12％ 

○ 凍結深度 

凍結深度：－600mm 

○ 積雪量 

積雪深度：630mm 

２） 工事概要 

上位計画である基本計画において、優先して整備する対象として示された以下の施設について、

基本設計を行う。 

（１） ペンギン展示施設 

・プールを含むペンギンパドック、ペンギン舎、プールの水質維持のためのろ過循環設備機械室を併

設したビューイングシェルター等 

（２） ふれあい休憩所 

・屋根付きの休憩スペース、モルモット・パンダマウス舎、モルモットとのふれあいスペース等 

（３） 外構 

・ペンギン展示施設とふれあい休憩所を一体的に整備するにあたっての舗装、植栽、崖転落防止柵 等 

３） 計画位置 

計画位置は、飼育中の動物展示施設が無く、安全かつ施工上必要なスペースが確保可能で、ふれ

あい休憩所とペンギン展示施設を一体的に整備することができる、基本計画で示された以下の場所

とする。 
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４） 計画地の現況と整備に向けた対応 

計画地の現況と本整備に当たり事前に必要となる既存施設の解体撤去等の対応は、以下に示す通

りである。 

・計画地には、飼料倉庫、空きとなっているクマ舎の計 2棟の建物、及び管理車両用ロータリーの

中央に花壇が存在している。また、撤去済みの飲食施設跡の崖際に、トイレのコンクリート部分

が残されている。 

・これら既存施設については、本工事までに解体撤去を行うとともに、計画地北側に設置されてい

るエミュー舎・アネハヅル舎・ヤギパドックについても一緒に解体撤去を行う。 

・また、現在使用している飼料倉庫は、解体撤去予定のアネハヅル舎の北側に残置する倉庫に機能

移転する他、花壇・ヤギパドックで使用されている景石についても、ペンギンパドックの築山等

に再利用する。 

・なお、計画地北側のヤギ展示施設の内、コンクリート造のヤギ舎については、解体撤去コスト等

を考慮して当面残置とし、子どもたちの休憩スペースとして再利用を図る。エミュー舎・アネハ

ヅル舎・ヤギパドックの跡地についても、次期整備までの期間はクローバー播種の緑地とし、休

憩広場として活用する。 

 

ペンギン展示施設・ふれあい休憩所の整備位置 
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現況と計画対象地の範囲  1/200 
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エミュー舎 

既存飼料倉庫 

吊橋（アンカー部分） 

アネハヅル舎 

花壇 

旧飲食施設トイレ部分 

ツル舎 

クマ舎 

ヤギ舎、ヤギパドック 

ライオン舎 

ヤギパドックの景石 

既存トイレ 
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５） 展示動物の概要 

（１） フンボルトペンギン 

・分 類 ： ペンギン目 ペンギン科 ケープペンギン属 

・和 名 ： フンボルトペンギン 

・英 名 ： Humboldt Penguin 

・学 名 ： Spheniscus humboldti 

・分 布 ： フンボルト海流が流れ込むペルーとチリの沿岸に分布しており、主にペルーのフォカ島（南緯5 度）

からチリのアルガロボ（南緯 33 度）にかけて繁殖しているほか、南緯 42 度のチロエ島にも繁殖

地がある。 

・サイズ： 体長約 70cm、体重約 4.5kg  

・生 態 ： 繁殖地ではコロニーを形成し、一生を巣と海を往復して過ごす。巣は糞が堆積して化石化したグ

アノや岩の割れ目、地面に掘った穴、植生の下等避難場所や日陰になる場所につくり、抱卵、

育雛は雌雄が協力して行う。卵を 2 個産み、40 日ほどで孵化する。 

・飼育点数 ： オス 4羽、メス 4羽、雌雄丌明 1羽 計 9羽（現況飼育数） 

（２） モルモット 

・分 類 ： ネズミ目 テンジクネズミ科 テンジクネズミ属 

・和 名 ： テンジクネズミ 

・英 名 ： Guinea pig 

・学 名 ： Cavia porcellus 

・分 布 ： 南米に生息するテンジクネズミ科の野生種が古代インディオのもとで家畜化された種である。 

・サイズ： 体長約 20 cm、体重約 0.7kg 

・生 態 ： 健康を維持できる気温は 17℃から 24℃とされており、直射日光の当たらない明るい日陰で、風

通しが良く乾燥した所を好む。高いところが苦手である。 

・飼育点数 ： オス 16匹、メス 27匹 計 43匹（現況飼育数） 

（３） パンダマウス 

・分 類 ： ネズミ目 ネズミ科 ハツカネズミ属 

・和 名 ： パンダマウス 

・英 名 ： Japanese fancy mouse 

・学 名 ： － 

・分 布 ： 改良品種（野生に存在しない） 

・サイズ： 体長約 7 cm、体重約 30~50g 

・生 態 ： 学習能力が高く、人馴れしやすい。穏やかな性格で好奇心も強い。 

・飼育点数 ： 1匹（現況飼育数） 

 

  



 

7 

 

６） 上位計画 

令和 2年 1月に策定された「平成 31年度地方創生交付金事業 小諸市動物園再整備基本計画」に

おいて、本基本設計の対象となる施設の基本的な考え方・配置・整備イメージ等が示されている。

基本計画で設定された施設規模と計画案は以下の通りである。 

（１） 施設規模 

施設名 面積 

ふれあい休憩所 

休憩スペース 
・幼稚園・保育園 1団体を受け入れる床面積を確保 

・35人（1 クラス最大人数）×1.5ｍ2/人＝52.5ｍ2 

ふれあいスペース ・30ｍ2程度（1回に 10～15人程度を想定） 

モルモット舎 ・8ｍ2程度（他園の計画を参考） 

ペンギン展示施設 

ペンギン舎 

・12ｍ2程度（他園の計画を参考） 

・現在 9 羽飼育中であるが、繁殖等を踏まえ可変できる

巣箱（寝室）形式を設定 

ペンギンパドック（陸） 
・120ｍ2程度 

9羽×0.4ｍ2/羽（AZA基準）＝3.6ｍ2以上 

ペンギンパドック（水） 

・60ｍ2程度 

9羽×0.2ｍ2/羽（AZA基準）＝1.8ｍ2以上 

・ペンギンの潜水や飛込などの行動を引き出すため、一

部 1.5ｍの水深を確保（AZA基準 0.9ｍ以上） 

ビューイングシェルター 

・20ｍ2程度 

・ガラスビューは経済性を考慮し、幅 2.5ｍ、高さ 1.5ｍ程

度で計画 
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（２） 計画案 
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７） 地質概要 

計画地の表層部は、浅間山の軽石流が分布する。地層は、第四紀完新世の軽石流堆積物で構成さ

れており、主な土質は礫混じり火山灰質砂となっている。Ｎ値は、表土部分で 2～6 程度、深度 2

ｍ程度で 8～9、深度 3ｍ以深で 14～30となっている。また、地下水位は認められない。 

地質に関する詳細は次図に示す通りである。 
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出典）令和元年度 地方創生推進交付金事業 

小諸市動物園再整備に伴う地質調査業務委託 中間報告書 

／令和 2年 3月／株式会社アンドー 
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２．基本方針 

１） 設計の視点 

基本的な施設構成・配置・空間イメージは、基本計画で示された考え方に準ずるものとし、具体

的に以下の視点に基づき設計を行う。 

（１） 現況の地形勾配を活かした土地利用 

・計画地は、東から西への緩やかな下り傾斜となっており、高低差は 1ｍ程度となっている。整備で

はこの緩傾斜に合わせて施設を配置し、基礎工事等で発生する土砂はペンギンパドックで整備する

築山等に活かすなど、造成を最小限に抑えるようにする。 

（２） 周囲を崖に囲まれた特殊条件への対処 

・計画地の崖に囲まれた特殊条件を踏まえ、整備エリアの雤水は、地下水位が無く水はけのよい地盤

への浸透処理を原則に、屋根水やオーバーフロー水は浸透桝により既存雤水本管に接続する等、崖

の雤水による浸食防止に最大限努める。 

・また、安全確保の観点から、基本計画で示された通り、南側崖側の整備範囲は、崖の法肩から 2ｍ

セットバックした位置とし、転落防止柵を設けて崖側に立ち入りできないようにする。 

（３） 統一感のある調和のとれた空間の創出 

・ふれあい休憩所・ペンギン舎・ビューイングシェルターの 3つの建物について、屋根形状や外壁等

の意匠の共通化や配置・高さ等の調整を図ることで、統一感のある調和のとれた空間を創出し、今

後の再整備のモデルとして景観誘導を図るとともに、懐古園からの良好な眺望景観を確保する。 

・また、舗装や柵・手すりなどの造園に関わるエレメントについても、建築と調和したデザインや色

調などの統一化を図ることにより、居心地の良い風景を創出する。 

（４） 既存インフラや樹木に支障の無い位置に施設を配置 

・ペンギン舎・放飼場は、計画地北側の中央園路沿いに布設されている給水本管・汚水本管・雤水本

管及びシダレザクラの根張りに影響のない位置に配置し、盛替え・移植は行わずそのまま活用する。 

・また、現場発生の石材も、ペンギンパドックの築山や景石に用いるなどコスト縮減に努めながら、

動物・飼育管理・観覧者にとって魅力的な環境を創出する。 

（５） 冬期の厳しい環境に対応した形態・仕上げ・ディテールの採用 

・建築・造園ともに、基礎等における凍結深度処理や断熱対策などの寒冷地対応はもとより、凍結・

凍上による路面のひび割れ、園路側のつらら対策など、特に冬期の厳しい気象条件に対応した形

態・仕上げ・ディテールの検討を行う。 
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２） 基本計画からの主な見直し 

基本設計の検討にあたり、以下の点について基本計画案からの見直しを行う。 

（１） ペンギン展示施設 

主施設であるペンギン舎・ビューイングシェルター（ろ過機室）・放飼場・ペンギンふれあいエ

リアの基本的な配置・構成は基本計画案を踏襲し、具体化に向けて以下の点について変更する。 

① ペンギン舎を南側に移動 

・基本計画案でのペンギン舎の位置には、汚水本管・雤水本管・給水本管が通り、浸透桝も設置さ

れていることから、ペンギン舎は南側にずらし既存インフラを活かすようにする。 

② 放飼場のコンパクト化 

・既存シダレザクラの根張りへの対処、既存インフラからの離隔を踏まえ、放飼場も北側への張り

出しを抑え、必要機能・空間・環境を確保しつつ放飼場のコンパクト化を図る。 

③ プール規模の縮小とウォータースライダー・浅瀬プールの中止 

・循環ろ過設備の容量、全排水時の浄化槽への負担、全排水・清掃・再給水に要する時間、水道使

用等に係るランニングコストを考慮し、プール面積・水量を縮小する。水量は 15 ㎥程度で設定

する。 

・深海と浅瀬をつなぐペンギンウォータースライダーは、冬期の凍結、循環ろ過設備の複雑化、及

びペンギンが滑って移動する機会が尐ないと想定されることから中止とする。 

・浅瀬プールについても、冬期の凍結、循環ろ過設備の容量、清掃範囲のボリューム等を考慮して

中止とし、雤天時に水が溜まる程度の緩やかな勾配の窪地を設ける程度とする。 

④ ペンギンふれあいエリアのダブルキャッチ中止 

・ダブルキャッチは、イベント以外にペンギンが放飼場の外に出る機会が無く空間を囲う必要性が

低いこと、ダブルキャッチが無くてもペンギンの行動をエサ等でコントロールできることから中

止とし、サブ園路として設定する。今後本整備エリアの北側での工事の際には管理車両の迂回ル

ートとして利用可能となる。 

⑤ 鳥インフルエンザ対策への対応 

・鳥インフルエンザ発生の緊急時に対処できるように、パドックの一部を網等で囲い、外部から鳥

の侵入や糞の落下を防ぐことができるようにする。 

（２） ふれあい休憩所 

ふれあい休憩所の基本構成は基本計画案を踏襲し、具体化に向けて以下の点について変更する。 

① モルモット舎を中央に配置 

・利用・衛生の観点によりふれあいスペースと休憩スペースを明確に区分するため、モルモット舎

をふれあいスペースエリアから施設中央に移動し、仕切りの役割を果たすようにする。 
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３．造園基本設計 

１） 全体造成 

造成は、現況地盤の自然勾配を活かすことを原則とする。凍上対策による舗装厚確保やろ過機室

地下に排水槽を設けることにより掘削土量が多くなるが、発生土はペンギンパドックの盛土部分に

活用するなど、極力処分量を減らすよう計画する。整備エリアで処理できない発生土の処分につい

ては、崖地での処分（敷地内処分）とする。計画案における土量計算結果は次表の通りであり、160

㎥程度の敷地内処分が必要となる。 

 

 

 

                  表 土量概算 

 切土（ｍ3） 盛土（ｍ3） 

ろ過機室 29.7 0 

ペンギン舎 6.75 0 

ふれあい休憩所1 5.25 0 

外構造成 171.95 53.57 

合計 213.65 53.57 
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２） ペンギン展示施設 

（１） 展示環境 

・ペルー・チリ沿岸に生息するフンボルトペンギンは、岩の割れ目や地面に掘った穴などで営巣し、

一生を巣と海を往復して過ごすことから、海から岩山までの環境を設定し、これらの行動が十分に

行えるようにする。 

（２） 空間構成 

・ペンギンが泳いだり歩いたりする姿をじっくり観察できる近景から、群れとしての景観が見られる

遠景まで、連続的に見ることができるビュー構成とする。 

・アイランド状のパドックの各ビューからは、対面のビューが見えないように視線を制御する。 

・大きな空間要素として、プール・岩山・パドックを設ける。パドックは、平地からプールに向けて

なだらかな上り斜面を造り、高台を設けてプールの水深を確保する。 

・平地のパドックは、ペンギン舎に接して配置し、鳥インフルエンザ発生時にはネットで囲い、外部

からの鳥の侵入防止が図れるようにする。 
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全体計画図  1/100 
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（３） ビュー 

① ビューA 

・主園路からペンギン展示施設に入って初めて見るビュー。来園者に期待感を与えるための奥行き

のある景観と、平地で行動するペンギンを接近して見せる。 

② ビューB 

・奥の岩山を背景に、斜面を登りプールに向かう姿を観察できるビュー。ペンギンが歩きやすい岩

のステップをビュー近くに配置し、歩く様子を間近に観察できるようにする。 

③ ビューC 

・奥行きのあるプールを背景に、ラグーン（浅瀬）からプールに入るシーンを観察できるビュー。

ラグーン際にビューを配置することで、ペンギンが水際で元気に動き回る姿を間近に観察できる。

高い視点レベルとなるため、子供用の踏み台を設置する。 

④ ビューD 

・プールでの行動が観察できる半受水ビュー。アクリルガラス越しにペンギンが水面や水中で泳ぎ

回る姿を間近に観察できる。 

⑤ ビューE 

・木壁にランダムに設けられた窓越しに、岩山で行動する様子を観察できるビュー。斜面や岩山に

登ったり、岩山の穴で休息や営巣する姿を観察できる。 
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断面、展開計画図  1/100 
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（４） バリア 

① ガラス脱出防止柵+手すり（平地パドック－斜面パドック－ラグーン間） 

・ペンギンが外に逃げ出さずかつ幼児がペンギンを容易に観察できるように、H=800 の強化ガラ

スによる柵を設けるとともに、大人もゆっくり観察しやすいように H=1000 の手すりを設置す

る。 

② ガラス脱出防止柵（斜面パドック－ラグーン間） 

・斜面パドック及びラグーンでは、地盤面が高くなりコンクリート土留め擁壁を設置することから、

その上端（擁壁天端=パドック GL+100）に、ペンギンが外に逃げ出さずかつペンギンが観察で

きる H=600 の強化ガラス柵を設置する。 

③ アクリルガラス（半受水ビュー） 

・半受水ビューは、ビューイングシェルター側 FL+1200 に水面を設定し、水面から+800 の高さ

までアクリルガラスを延ばしバリアを設ける。アクリルガラスの歩留まりの関係から、アクリル

ビューは FL から+200 を下端に設定する。 

④ 木壁+ガラス窓（北側斜面パドック） 

・北側斜面パドックでは、コンクリート土留め擁壁に、ペンギンが観覧者の視線から隠れることが

できる木壁を、擁壁天端から+800 の高さまで設けてバリアとする。 

（５） 展示施設 

① 平地パドック床 

・ペンギン舎の出入口に面する平地パドックは、海岸の砂利浜をイメージした仕上げとし、毎日の

清掃等を考慮して玉石洗い出し舗装とする。また、鳥インフルエンザ発生時にネットで囲うエリ

ア内には、雤天時に水が溜まる程度の窪地を設け、水遊び場として機能させる。 

② 斜面パドック床 

・平地パドックとプールをつなぐ斜面パドックは、ペンギンの足裏の病気・ケガ予防や景観的な配

慮、斜面の浸食防止の観点から芝生舗装とする。斜面の勾配は安定性や登りやすさを考慮して

10～25％程度とし、斜面には巣箱を点在させるほか、ペンギン及び飼育員管理用のステップや

景観演出用として、現場発生の景石を設置する。 

・また、平地パドックとプールとの接続部には排水グレーチングを設置する。 

③ 岩山 

・岩山は、生息地ではグアノ層に穴を掘って営巣するケースが多いが、再現するためには擬岩での

製作が必要でコストがかかるため、ヤギパドックで使用されていた大型の景石、撤去する花壇や

敷地内で不要となった縁石等を活用し、自然石を積み上げて岩山を設置する。岩山内には、休息・

営巣が可能な巣穴を点在させる。 

④ プール 

・プールは、循環ろ過設備のコスト、水替え頻度、排水先の浄化槽の処理能力、清掃手間・時間等

を考慮し、水面積 20 ㎡、水量 15 ㎥、最大水深 1500mm 程度の規模で設置する。プールはＦＲ

Ｐ防水とする。プールにはエントリーしやすいようにラグーン（浅瀬）を設けるとともに、プー

ルの周り奥行 1ｍ程度に防水面を確保して、防汚・衛生性・清掃性を確保する。 



 

21 

 

・また、プール清掃の際に飼育員が底に容易に降りられるように、観覧側から見えにくい位置に階

段・手すりを設置する。 
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計画のポイント  1/100 
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３） 環境展示演出 

（１） ペンギン展示入口 

主園路に面したペンギン展示の入口には、これから始まるペンギンとの出会いへの期待感を生み

出すための環境演出を行う。 

① サイン 

・ペンギン展示の入口であることを示す施設サインを設置する。サインは、フンボルトペンギンが

生息するペルー沿岸の民俗的な雰囲気が感じられる意匠を取り入れる。候補として、フンボルト

ペンギン等多くの生き物が暮らすペルーのバジェスタス島への玄関口である港町パラカスに見

られるアンデス文明（パラカス・インカ文化）のデザイン・色調をモチーフとして取り入れる。 

・施設サインは、吊橋側からの来園利用も考慮し、最初のコーナーとなるビューイングシェルター

（ろ過機室）の外壁にも設置する。 

 

 

 

 

② 植栽 

・ペンギン展示導入部の雰囲気づくりとして、入口コーナー部に来園者を迎える植栽地を設ける。

植栽地はペンギン舎との緩衝帯・視線制御として景観性を高めるとともに、主園路景観からのイ

メージの切替えの役割を果たす。 

・植栽地は、ペンギン舎北側にも設けて景観性を高めるとともに、一部を空調室外機置場として活

施設サインデザイン参考案 



 

24 

 

用する。 

（２） ペンギン解説情報コーナー 

斜面パドック北側の園路に面した木壁に、フンボルトペンギンに関する多様な情報を提供するグ

ラフィックコーナーを設ける。 

① ペンギン基礎情報 

・フンボルトペンギンに関する生息環境、形態・特徴、採餌や営巣などの生態、絶滅危惧の状況、

ペンギンの種類などについて紹介する。グラフィックは固定式とする。 

② 飼育情報 

・飼育しているペンギンの愛称・特徴・年齢、種の保存への取組みなどについて紹介する。グラフ

ィックは、情報の更新を踏まえ差し替え式とし、ペンギンの飼育数が増えても対応可能なスペー

スを確保する。 

③ イベント情報 

・給餌タイム、アジ流しなどのイベント時間・開催日について紹介する。グラフィックは、ベース

のタイトル等は固定式とし、時間等の表示は情報の更新を踏まえ差し替え式又記入式（ホワイト

ボード）とする。 
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（３） モルモットふれあいコーナーサイン 

モルモットのふれあいコーナーを示す施設サイン、ふれあいイベント等の時間や内容の情報を提

供するサインを設置する。 

① 施設名サイン 

・モルモットのふれあいコーナーであることを示す施設サインを設置する。サインは、南側の防風

壁の壁面に設置し、切り文字のシンプルな表示とする。 

② イベント情報 

・ふれあいタイム、レール行進などのイベント時間・開催日について紹介する。グラフィックは、

ベースのタイトル等は固定式とし、時間等の表示は情報の更新を踏まえ差し替え式又記入式（ホ

ワイトボード）とする。 

（４） ファニチャー 

モルモット等の小動物とのふれあいスペース及び休憩スペースには、移動可能なテーブル・ベン

チ等のファニチャーを設置する。形状寸法は利用目的に応じて調整を行うが、材質や色調、ディテ

ール等の基本デザインは統一を図る。ファニチャー類は既製品を想定し、イベント等に応じて片付

け・移動しやすい軽量タイプを設定する。 

① ふれあいスペース 

・ふれあい用のファニチャーは、飼育スタッフが様々なシチュエーションに対しフォローしやすく、

かつ利用者も座りやすい、背もたれ無しのベンチと縁台の組合せとする。数量は 15 人以上が利

用できるように、ベンチ 5 基、縁台 2 基を設定する。 

・ベンチのサイズは 2～3 人用掛け W1200×D400×H420、縁台のサイズは 6～8 人用掛け W1200

×D1200×H420 程度とする。 

② 休憩スペース 

・休憩スペースのファニチャーは、お弁当を広げられるようにテーブル・ベンチの組合せとし、4

人用と 8 人用を設ける。数量は 40 人が利用できるように、4 人用 6 基、8 人用 2 基を設定する。

また、出来るだけ休憩スペースを確保するため、サブ園路（ペンギンふれあいエリア）にも 4

人用を 2 基程度配置する。 

・4 人用のテーブル・ベンチサイズは、テーブル W1200×D800×H720、ベンチ W1200×D400

×H420×2 基、8 人用のテーブル・ベンチサイズは、テーブル W1200×D1200×H720、ベン

チ W1200×D400×H420×4 基程度とする。 

４） 運営施設 

（１）ペンギン流しアジ 

・ペンギン観察の主空間となるサブ園路の一角で、好評を博している「ペンギン流しアジ」のイベン

トが開催できるようにする。 

・具体的な開催場所は、ペンギンがパドックから移動しやすく、かつ多くの人が集まり楽しむことが

できる、玉石洗い出しの平地パドックと休憩スペースに挟まれた空間を設定する。 

・流しアジの際は、休憩スペースを観覧スペースとして活用し、子どもたちが休憩スペース側の石段

に腰かけて見学できるようにするなど、多様な空間利用を想定する。 
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・サブ園路には常設の手洗い場を設置し、イベント時には参加者の手洗い用に、通常時は昼食前の手

洗い等に利用できるようにする。 

・流しアジのレール等の機材は、現在利用しているものを引き続き使用する。 

（２）モルモットプリプリ大行進 

・「ペンギン流しアジ」と同様に好評を博し人気の「モルモットプリプリ大行進」を、ふれあいスペ

ースで開催できるようにする。 

・大行進は、モルモットとのふれあいタイム終了後にモルモット舎に戻る際のイベントとして想定し、

モルモット舎の壁面に一部に開閉穴を設けて、そこに行進用レールを接続し、モルモットが急ぎ足

で帰還する姿を見学できるようにする。 

・行進用レールは、現在利用しているものを活用しつつ、ジョイント部材などを必要に応じて新規に

製作する。 

５） 外構 

（１） 植栽 

整備範囲内で緑化ができる箇所は限られるが、動物園の良好な景観形成や動物観察環境の確保、

崖の安定性向上に資する植栽を効果的に行う。 

① 日照調整用植栽 

・ビューイングシェルターへの太陽光の差し込みを抑え、映り込みのない半受水ビューを提供する

ため、ビューイングシェルター南側の崖寄りに常緑の中高木を植栽する。 

② 崖際部植栽 

・転落防止柵を設置し立ち入り禁止とする崖の法肩から 2ｍの範囲は、地表面の風化・浸食防止、

雑草防止の観点から、剪定等の作業が不要なシバザクラ等の地被植物を植栽する。 

（２） 園路・広場 

園路・広場の材料は、展示空間の景観に出来るだけ違和感なく調和し、かつ冬期の凍結による凍

上でひび割れを起こさず、透水性の高い舗装材を選定する。 

① 園路 

・ペンギンの観覧エリアとなる副園路は、最低 3ｍ以上の幅員を確保する。舗装表層材は、透水性・

遮熱性に優れ、雤水貯留浸透機能を持ち、凍上対策にも有効で車両通行の強度も確保できるポー

ラスコンクリート舗装を想定する。骨材には自然石を使用することで、展示景観との調和を図る。 

・なお、「流しアジ」などイベントに使用するスペースは、防滑性があり子供に優しいゴムチップ

舗装に、休憩・ふれあいスペースは清掃性の高い舗装にするなど、使用目的に応じた適切な仕上

げを実施設計段階で検討する。 

・路盤深さは、凍結深度の関係から小諸市の基準に準拠して GL-400 の深さで設定する。 

・また、既存園路等との境界となる舗装端部には、スチールエッジを用いることにより、舗装境界

が直線的・人工的になることを防ぐ。 
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表 園路比較検討 

 

② ふれあい・休憩スペース 

・ふれあいスペース、休憩スペース、ビューイングシェルターの床面についても、空間の連続性、

景観の調和を図るため、園路と同様に自然石を骨材に用いたポーラスコンクリート舗装を採用す

る。 

・段差処理となるステップ部分については、段差が目立ちやすくかつ空間に変化を与えるため、舗

装材にも調和した自然石張りとする。 

③ 北側休憩広場 

・エミュー舎・アネハヅル舎・ヤギパドック撤去後の空間を利用した休憩広場は、次期整備までの

暫定利用となることから、コスト・透水性の考慮、及びお弁当広場としての活用を想定し、クロ

ーバー播種とする。 

（３） 安全・管理施設 

① 転落防止柵 

・崖の転落防止対策として、法肩から 2ｍセットバックしたラインに転落防止柵を設置する。柵は、

開放性、コスト、耐久・耐候性を考慮してメッシュフェンスを採用する。高さは、法肩からセッ

トバックしていることから、建築基準法上の安全数値である 1.1ｍを設定し、目線高さの眺望を

確保する。 

② モルモット舎バックヤード 

・飼育管理の軽作業やふれあい休憩所全体の掃除用具を置くスペースとしての利用を想定する。崖

際の空間であることから、崖への雤水流出を防ぐため砂利舗装とする。 

・ふれあいスペース、休憩スペースとの境界部は、メッシュフェンスによる柵と扉を設置する。 
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６） 施設構造 

（１） プール 

・構造種別は、スラブや立ち上がりなどの外郭を一体的につくれる上に、剛性が高く水圧や地盤沈

下などにより変形しにくいために止水性が高いことからＲＣ造とする。 

・水圧に対して安全な構造とするため、また、乾燥収縮等の影響を抑制するため、スラブや立ち上

がり躯体は、十分な厚さ（200 ㎜）を確保し、ダブル配筋とする。 

・砂質土主体の地盤であり圧密沈下や自沈するような粘性土が存在しない上、構造物が比較的軽量

なため、基礎形式は直接基礎を採用する。 

・基礎底レベルは、凍結深度を考慮して GL-600 ㎜以深とするとともに、プール荷重を確実に地盤

に伝達させ、不同沈下を抑制するために現状地表面以深とする。段床状になっている床面の低い

面はベタ基礎形式とし荷重を直接地盤に伝達する。一方、段床の高い面は接地面が盛り土となる

ため、布基礎を設け、布基礎を介して現地盤に荷重を伝達する。 

（２） 土留め擁壁 

 ・プール周囲には、盛り土の土留めとして擁壁を設ける。 

・擁壁は、ＲＣ造とし、安定性の高いＬ型形式を採用し、十分な大きさいの底版を確保することで、

転倒に対して十分な安全率を確保する。 

 ・基礎は、砂質地盤であり十分な耐力が確保できることから直接基礎とする。 

 ・根入れ深さは、凍結（600㎜）以深とする。 

 ・基礎底面は砕石を施し十分に締固めをすることで不同沈下の起きないよう配慮する。 

７） 設備 

（１） 給水設備 

本整備で対象となる給水設備は、項目別に以下のように整理される。引込は計画地北側園路に布

設されている本管（75φ）より行う。 

① ペンギンパドック 

＜プール＞ 

・展示の主シーンとなるプールに給水する。給水量は 15 ㎥程度とし、給水後は循環ろ過設備にて

水質維持を行う。給水は、ろ過機室にバルブを設けて操作する。 

・15 ㎥のプールの給水時間を極力短縮するため、給水管の口径は 50A とする。口径 50A による給

水による、メインプールが空の状態から満水になるまでの時間は以下の通りである。 

  50mm メーターの適正使用流量範囲 2～20 m3/h 

   流量線図より塩ビ配管 50Aの流量は適正流速から 130 l/min (7.8 m3/h) 

   以上より 15m3/7.8 m3/h=1.92→2時間 

＜散水栓・地流し＞ 

・芝生管理及びプール・舗装面の清掃用に散水栓・地流しを設置する。散水栓はプール周辺、地流

しはペンギン舎東面壁際に配置する。 
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② ふれあいスペース 

＜手洗い場＞ 

・モルモット等とのふれあいの前後に手を洗うための手洗い場を 2 か所設置する。蛇口は各箇所 3

口計 6 口とし、蛇口の取付高さは子供用に設定する。また、1 ヶ所の手洗い場には地流しを併設

する。手洗い場は液体・泡石鹸が置けるようにする。 

③ モルモット舎バックヤード 

＜地流し＞ 

・モルモット・パンダマウスの飼育ケーストレー等の水洗い用に、地流しを設置する。 

④ サブ園路（ペンギンふれあいエリア） 

＜手洗い場＞ 

・アジ流し等のペンギンふれあいイベント時や、お弁当を広げる昼食時などに利用できる手洗い場

を設置する。蛇口は 3 口とし、取付高さは子供用に設定する。手洗い場には地流しを併設する。 

 

基本設計段階における給水設備負荷は次表の通りである。（ビューイングシェルター・ふれあい

休憩所・ペンギン舎の各建築、外構を含む） 

＜給水負荷単位数＞ 

設備 施設 器具名 個数 器具給水負荷単位 負荷計 主口径 

給水 

ビューイングシェルター 

補給水 1   50A(130l/m) 

掃除流し 1 (4)   

水栓 1 (2)   

ふれあい休憩所 水栓 10 2 20 30A(55l/m) 

ペンギン舎 

掃除流し 1 4 4  

水栓 4 2 8  

散水栓 1  2 2  

計   14 30A(42l/m) 

（２） 循環ろ過設備 

・ペンギンプールの水質維持のために循環ろ過設備を導入する。 

※循環ろ過設備の仕様等は、建築（ビューイングシェルター）の機械設備を参照のこと。 

（３） 造波設備 

・ペンギンのプールでの運動量を増やすなどのエンリッチメントの向上、及び冬期の水面凍結の防止

のために造波設備を導入する。但し、本格的な造波装置は非常に高価であり、プール面積も比較的

小規模であることから、水面を波立たせる程度の設備とする。具体的には、水中ポンプや水流ポン

プを複数台設置することを想定し、故障時にもバックアップ運転が可能な計画とする。 

（４） 排水設備 

本整備で発生する排水は、汚水・雤水排水共に、計画地北側園路に布設されている本管に接続す

る。汚水は、動物の糞尿が混入する場合は汚水本管に、混入しない場合は別系統で設置されている

既存トイレの汚水系統に接続する。 
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① ペンギンパドック 

＜プール＞ 

・プールの排水は、全排水は汚水系統に排水する。 

・排水管は塩ビ配管 100A とする。塩ビ配管 100A により排水する場合、メインプールが満水の状

態から空の状態になるまでの時間は以下の通りである。 

  流量線図より塩ビ配管 100Aの流量は適正流速から 500 l/min (30 m3/h) 

   以上より 15m3/30m3/h=0.5→30分 

・全排水の際は、浄化槽の処理能力（7ｍ3/日）を踏まえ、排水槽（一時貯留ピット）をろ過機室

下部に設け、排水ポンプにより排水量を調整する。排水ポンプの能力は以下の通りである。 

ピット容量：15m3 

排水ポンプ条件：一週間で 15m3排出する。(15/7=2.14 m3/日) 

ポンプ能力：Φ50×50l/min×5m×0.25kw 

・プールのオーバーフロー水は、斜面パドックとの接点に排水グレーチングを設けて処理し、水面

に糞尿が残留しにくいことから、大雤時の対応も考慮し雤水系統に排水する。 

＜パドック＞ 

・パドック内の雤水や清掃水は、ペンギンの糞尿が混入することから汚水系統に排水する。排水は、

斜面パドックと平地パドックの接点に排水グレーチングを設けるとともに、平地パドックには、

水勾配に応じて排水桝も適宜設置する。 

② 手洗い場・地流し 

・ふれあいスペース、モルモット舎バックヤード、サブ園路（ペンギンふれあいエリア）に設置さ

れている手洗い場・地流しの排水は、既存トイレ汚水系統に接続し、浄化槽への負担を軽減する。 

③ 園路 

・園路は、透水性舗装で浸透させることを基本とし、集水浸透桝、浸透トレンチを設ける。また、

系統末端は雤水本管に接続し、余剰水を排水する。ふれあい・休憩スペースの床排水についても

園路と同じとする。 

 

基本設計段階における汚水排水負荷、雤水排水量は次表の通りである。（ビューイングシェルタ

ー・ふれあい休憩所・ペンギン舎の各建築、外構を含む） 

＜汚水排水負荷単位数＞ 

設備 施設 器具名 個数 器具排水負荷 負荷計 主口径 

排水 

ビューイングシェルター 

ろ過器 1 -   

掃除流し 1 2.5   

床排水 1 5   

計  7.5 100A 

ふれあい休憩所 流し排水 4 2 8 100A 

ペンギン舎 
掃除流し 1 2.5   

床排水 1 5 7.5 100A 
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＜雨水排水量＞ 

合理式 Q=1/360C・I・A 

         Q：雤水流出量(m3/s) 

         C：流出係数＝0.725 

              Ｉ：時間降雤強度 32.4mm/hr(上田 5年確率 ) 

              A：0.0798 h 

Q=1/360・0.725・32.4・0.0798=0.0052 m3/s 

      雤水排水量 0.0052 m3/s を雤水管 150A、3か所で既設雤水管に接続する。 
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（５） 電気設備 

造園では、ペンギンパドックへの電源供給を行う。電源は、動物園内に中部電力が設置した電柱・

電線により供給される施設毎の個別契約となっており、施設へのメーター設置までが中部電力工事

となる。 

① ペンギンパドック 

＜電源コンセント設備＞ 

・プールや舗装の清掃の際に用いる高圧洗浄機用、及びプールの水中（水流）ポンプ用に電源コン

セントを設置する。コンセントは防水コンセントとし、プール階段付近に 2 口、ペンギン舎外

壁面に 1 口設置する。（※ペンギン舎外壁面は建築設計区分） 

・電源は、ペンギン舎内に設置する分電盤より供給する。 

・基本設計段階における盤仕様書、電気負荷容量計算書、幹線計算書は次表の通りである。（ふれ

あい休憩所・ペンギン舎・ビューイングシェルターの各建築、外構を含む） 

表 盤仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 負荷容量計算書 
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表 幹線計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 既存配電線ルートの迂回 

・計画地のほぼ中央に動物園内への電気を供給する配電線が通っていることから、施工面や景観面

での支障が懸念される。特にペンギン舎の上部を通る他、ふれあい休憩所・ビューイングシェル

ターにも近接するため、配電線からの離隔距離確保が難しく、かつ屋根の CLT 板設置などの吊

り込みの際に支障が出る可能性があり、配電線の補修等の際にも影響が出る恐れがあることから、

本工事着手前に電柱を移設・追加し配電線ルートを迂回するなどの措置を検討する。 

・迂回方法やルート設定については、実施設計において中部電力と協議し調整を行うものとする。 

・基本設計段階における迂回ルート案は下図の通りである。 
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配電線迂回ルート案  1/200 
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４．建築基本設計 

１） 施設の基本的考え方 

（１） 適切な面積の確保と仕様の設定 

・動物を飼育するペンギン舎・モルモット舎は、動物にとって安息の場所になることから適切な面積

を確保するとともに、動物の特徴を把握した上で、飼育管理、維持管理、経済性等を考慮した仕様

を設定する。 

・休憩スペース・ふれあいスペースは、設定人数が余裕をもって利用できる空間を確保するとともに、

小さな子供たちが多く利用することから安全性を最優先に、維持管理、経済性を考慮した仕様を設

定する。 

（２） 外観デザイン・仕上げ材・ディテールの共通化 

・ふれあい休憩所・ペンギン舎・ビューイングシェルターの 3棟について、外観デザイン・仕上げ・

ディテールの共通化を図ることで、統一感のある景観を創出するとともに、維持管理のしやすさや

トータルコストの低減につなげる。 

・屋根形式は、各建物の特性を踏まえ「片流れ屋根」で統一し、勾配は、建物規模や必要天井高、全

体の景観バランスを考慮して、棟毎に設定する。 

（３） 建物構造は木造で設定 

・3棟の建物の構造は、立地条件から施工性・効率性の高さが求められること、地盤に影響のない軽

量な構造であること、低コストであることなどが求められることから、ペンギン・モルモットは壁

面や建具等に堅固な強度が不要であり規模もコンパクトであることも踏まえ、「木造」を採用する。

木造は、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22年法律第 36号）に基づ

く基本方針にも合致する。 

・木造化にあたり、ペンギン舎は、床面の水洗いによる清掃等が毎日あることを踏まえ高基礎を採用

し、休憩・ふれあいスペースは、壁のない開放的な空間が要求されることから、CLTなどの耐力や

耐久性を図るための技術を採用するなど、施設の利用目的に支障の出ないように十分配慮する。 
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２） ペンギン舎 

（１） 諸室構成・規模 

ペンギン舎は、以下の諸室・規模で構成する。 

室名 機能 面積(㎡) 備考 

寝室 屋内飼育・寝室スペース。個別

の寝室（巣箱）は設けない 

2.6×3.0－ 

0.65×0.9=7.21㎡ 

置型の巣箱を設置 

隔離室 治療・隔離等に使用。 0.9×3.0=2.7㎡ 個別にプールを設置 

※鳥インフルエンザ発

生時にも活用 

キーパースペース キーパーの飼育作業空間 1.0×3.0+ 

0.65×0.9=3.58㎡ 

掃除用具掛・地流し等を

設置 

鳥インフルエンザ対

策パドック 

鳥インフルエンザ発生時に隔離

して飼育できる空間 

4.5×2.5=11.25㎡ 屋外（軒下）にネットで囲

って設置 

（２） 平面計画 

平面レイアウトの考え方は、以下の通りとする。 

・ペンギン舎へのキーパーのアクセスは、キーパースペース出入口とし、キーパースペースは、寝室・

パドックに連絡する位置に配置 

・隔離室は、寝室に接した位置に建具で仕切ることができるように配置し、治療・隔離利用が無い場

合には、隔離室内のプールも自由に利用できるように考慮 

・寝室からのパドックへのペンギン出入口は、キーパースペースから容易に扉を開閉操作できるよう

に、キーパースペース脇に配置 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 断面計画 

・室内の高さは、特に高い必要がないことから、天井高有効 2.1ｍを最低限確保する。片流れ屋根の

勾配は、軒下を利用するインフルエンザ対策パドックのネット設置を考慮して緩やかな 1寸勾配で

設定する。 

（４） 外部意匠計画 

・外観は、ビューイングシェルター・ふれあい休憩所との共通化を図る。外壁は展示景観に調和した

ライトグレー系の落ち着いた色調の仕上げとし、耐久・耐候性・低メンテナンス性を踏まえ亜鉛合

金板（ガルバリウム鋼板）張りを設定する。 

・屋根は耐久・耐候性・低メンテナンス性を踏まえ金属葺とし、コスト等を考慮し亜鉛合金板（ガル

バリウム鋼板）を設定する。

寝室 
キーパースペース 

パドック 

園路 

管理ヤード 観察窓 

隔離室 

動物動線 

キーパー動線 

パドック管理動線 

観覧動線 
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（５） 詳細計画 

①清掃・衛生 

・寝室・隔離室・キーパースペースの床面は、デッキブラシでの日常清掃を踏まえ、防水モルタル

を設定する。 

・内部は毎日水で清掃することから、床面の早期乾燥を考慮して水勾配を 3/100 に設定し、かつ通

風を十分考慮する。 

・寝室の床排水は、キーパースペース側に排水側溝を設け、そこに流し込む方式とする。側溝は掃

除しやすい幅（200 程度）とし、人が通る部分のみグレーチングを設置する。グレーチングは羽

根付きの既製品とする。 

・キーパースペースに、床清掃用の給水口（ホース掛・排水桝付）を設置する。 

・キーパースペース出入口には、メッシュフェンスで囲んだ管理ヤードを設け、床面に消毒マット

（又は消毒用トレイ）が置けるようにする。 

②建具・間仕切 

・ペンギンの逃避防止策として、キーパースペースと寝室の間に扉を設ける。キーパースペースに

ペンギンが立ち入らないようにすることで、キーパーが外部やパドックから出入りする際の、扉

とペンギンの衝突防止としても機能する。 

・湿気・結露・臭気の換気対策として、開閉式のハイサイド窓を設置する。 

・ペンギンの出入り扉の開閉は、キーパースペースからの手動動作とする。 

・内部のキーパースペースと寝室を仕切る柵と扉、寝室と隔離室を仕切る柵は、外構用のメッシュ

フェンス既製品を活用し、メッシュ面にプラスチックネット（網目 10×10）を取り付ける。柵・

扉の高さは h600 とする。 

・ペンギンのパドック出入口扉は、サイズを w250×h600 程度とする。小さい開口であることか

ら開閉はケンドン式とし、毎日の水による清掃及び冬期の外気温を考慮し、材質は硬質塩ビ板+

スタイロフォームとする。 

・寝室と隔離室間の扉は、平常時の一体利用も考慮しケンドン式とする。材質は硬質塩ビ板とし、

サイズは w600×h600×t8 とする。 

・キーパースペースの 2 ヶ所の扉は、アルミ扉とする。 

・園路側から寝室の様子が見学できるように、北側壁面にガラス窓を設置する。窓は状況応じて塞

ぐことができるようにブラインドを設置する。 

・軒下に設置する鳥インフルエンザ対策用のネットは、ナイロン製の漁網（網目 20×20）程度と

する。ネットは、鳥インフルエンザ発生時に、軒下・外壁面にあらかじめ取り付けられたフック

金物に引っ掛け、床面は重量のあるレンガ等により押える簡易な方式とする。 

（６） 構造計画 

・上部構造は、経済性に配慮し木造とする。十分な量の耐力壁をバランスよく配置し、地震力や風圧

力に対しての安全性を確保する。 

・屋根は、庇下を広々とした柱無空間とするため、2.5ｍの跳ね出しを設ける。屋根構造は、大きく

跳ね出した庇を合理的でシンプルに構築できる CLT 板を採用し、積雪に対しても十分に安全な厚

さとする。面材であるＣＬＴは、施工工期を短縮できる上に、軒裏面ではそのまま仕上げ材として
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利用できる。 

・砂質土主体の地盤であり圧密沈下や自沈するような粘性土が存在しない上、構造物が軽量なため、

基礎形式は直接基礎を採用する。基礎底版を凍結深度（600 ㎜）以深に設置することを考慮し、経

済性に配慮して布基礎を採用する。土間は、コンクリートスラブとし、使用性に配慮するとともに

局部的な沈下等に対応するため、鉄筋を配筋する。 

・水の使用が想定されるため、十分な立ち上がり高さを設け、上屋の木材が腐食しないよう配慮する。 

・基礎・各部材等の詳細は実施設計の段階で構造計算により検討するものとする。 

（７） 設備計画 

①電気設備 

a. 基本的な考え方 

【飼育環境及び日常の飼育作業への配慮】 

・ペンギンの飼育に支障がない設備環境と、キーパーが日常の飼育作業を効率的に行いやすい環境

を整える。 

【イニシャルコスト・ライフサイクルコスト及び環境負荷の低減への配慮】 

・省エネルギー化と維持管理、更新性を考慮した計画をおこない、ライフサイクルコストの縮減と

環境負荷の低減を図る。 

【維持管理・更新性への配慮】 

・保守管理の容易な機器の選定、維持管理費のかからない汎用機器を採用する。 

b. 幹線設備 

・ペンギン舎に子電灯分電盤を設置し、ろ過機室に設けられた分電盤から園路に布設する FEP 埋

設配管にて電源を供給する。 

・幹線は短絡及び負荷容量に十分に耐える資材を選定し計画する。 

・電源電圧は動力 3Φ3W200V、電灯コンセントは 1Φ3W200／100V で計画する。 

c. 電灯コンセント設備 

・省エネルギーを考慮した LED 照明器具を設置し、必要箇所にコンセントを設置する。 

・照明器具は直管 LED とする。 

・室内の照明制御方式は、キーパーの人的操作を優先し、現地スイッチとする。 

・配線は、天井は CLT 表しとなるためモール配線とし、壁いんぺい部はＰＦ樹脂管で保護する。 

・コンセントは防水コンセントとし、形式は安全性を考慮して 2 口接地極付及び 2 口接地端子付

を原則とする。設置高さは FL+1500 とする。高圧洗浄用にパドック内にも適宜設置する。 

・寝室の照明は、生育・繁殖等を考慮し、適切な器具・照度・色温度などを飼育員と調整して設定

する。 

・壁面上部に冬期に使用するコルツヒーター用のコンセントを設置する。コルツヒーターは 100

Ｖタイプを使用し、寝室巣箱上部 2 ヶ所、隔離室 1 か所、計 3 ヶ所への設置を想定する。 

・分電盤は、室内の湿度が高くなることが想定されるため、SUS（メラミン焼付）とする。 

d. 動力設備 

・動力機器（空調・換気・プール内設置水中ポンプ）に電源を供給する。 
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②機械設備 

a. 基本的な考え方 

【飼育環境及び日常の飼育作業への配慮】 

・ペンギンの飼育に支障がない設備環境と、キーパーが日常の飼育作業を効率的に行いやすい環境

を整える。 

【イニシャルコスト・ライフサイクルコスト及び環境負荷の低減への配慮】 

・小諸の自然・気象条件と動物園のインフラ状況を考慮の上、省エネルギー化と維持管理、更新性

を考慮した計画をおこない、ライフサイクルコストの縮減と環境負荷の低減を図る。 

【維持管理・更新性への配慮】 

・汎用性の高い機器の選定、耐久性の高い材料の使用、十分なメンテナンススペースの確保等、将

来の更新性を考慮し、さらに維持管理が容易な設備を導入する。 

b. 空気調和設備 

・空調方式は、室内が一部屋で小規模であることから、空冷ヒートポンプパッケージ式のルームエ

アコン（10 帖用程度）を設定する。 

c. 換気設備 

・新鮮空気の導入及び排気し、臭気・水蒸気・熱等の除去をおこない室内の空気環境を維持できる

ものとする。 

・換気方式及び換気回数は、下記の通りとする。 

換気方式 換気回数 換気機器 備考 

第 3種換気 15回/h※ 有圧扇 屋外側にウェザーカバー設置 

※換気量は室内の用途を便所と同等とみなすと、換気回数は一般的に 10～15 回/h となるため、

15 回/h とする。 

d. 給排水衛生設備 

【給水設備】 

・既設給水本管φ７５より分岐し、建物内に引き込む。 

・給水箇所は、以下の通りである。 

場所 給水箇所 備考 

ペンギン舎 
キーパースペース 地流し 横水栓 

隔離室 プール 横水栓 

パドック 
ペンギン舎脇 地流し 横水栓 水栓柱 

プール付近 散水栓  

【排水設備】 

・屋内については汚水扱いとし、動物汚水用の既設汚水管に接続し排水する。 

・屋根の雤水は既設雤水本管に接続し排水する。 

【衛生器具設備】 

・衛生器具はランニングコスト低減に配慮し、節水型を採用する。 

・手洗場は自己発電型自動水栓とし、節水及び衛生面に配慮する。 
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e. 消火設備 

・消防法、建築基準法を準拠し、消火器設備を計画する。 

３） ビューイングシェルター 

（１） 諸室構成・規模 

ビューイングシェルターは、以下の諸室・規模で構成する。 

室名 機能 面積(㎡) 備考 

水中観察コーナー ペンギンの水中行動観察スペー

ス 

2.5×4.5=11.25㎡ 半屋外空間 

ろ過機室 循環ろ過設備機器の設置 3×4.5=13.5㎡ 掃除流し・収納併設 

（２） 平面計画 

平面レイアウトの考え方は、以下の通りとする。 

・水中観察コーナーは、ペンギンプールのアクリルガラス窓に面して配置し、2 方向から来園者がア

クセスできるように配慮 

・ろ過機室は、水中観察コーナーの背後に配置し、循環ろ過設備及び給排水の配管ルートを確保する

ため、水中観察コーナーの一部床下にトレンチを設置 

・ろ過機室の床下に、ペンギンプール全排水用の一時貯留用の排水槽を設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 断面計画 

・ろ過機室の高さは、ろ過機の 5 面点検が可能なように、天井高有効 3.0ｍを最低限確保する。 

・屋根勾配は、建物が高くなりすぎないようにするため、ペンギン舎と同様に 1 寸勾配で設定する。 

・水中観察コーナーは、ろ過機室の屋根を延ばして軒下空間を活用するため、天井高は、片流れ屋根

の勾配に合わせて設定する。 

・水中観察コーナーのアクリルガラス窓側の南西面には、日よけ用の遮光壁を設置し、良好な観察環

境を確保する。 

（４） 外部意匠計画 

・外観は、ペンギン舎に準ずる。 

 

水中観察 
コーナー 

管理動線 

観覧動線 

ペンギン 
プール 

園路 水中 
観察窓 

ろ過機室 

園路 

パドック 
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（５） 詳細計画 

①水中観察コーナー 

・誰もがゆっくり楽しく観察できるように、ろ過機室の外壁面に造りつけの張り出しベンチを設け

る他、幼児も水面で泳ぐペンギンを間近に観察できるように、アクリルガラス窓の下部に h200

のコンクリート立上りを利用した踏み台を設ける。 

・床面は、園路の延長上にあるビューであることから、園路と同じポーラスコンクリート舗装とし

て来園者をスムーズに誘引する。 

・ろ過機室側の壁面に、寄付者銘板を設置する。 

②ろ過機室 

・床面は防塵塗装とし、ろ過機用の機械基礎を設ける。 

・室内には、アクリルガラスやペンギンパドック等の清掃・メンテに用いる用具類置場、掃除流し

を併設する。 

・機械室出入口扉は、外部へのポンプ等の機械騒音の漏れを尐しでも抑えるため、セミエアタイト

（SAT）クラスの遮音性能を確保する。 

・トレンチは、循環ろ過系統と給排水系統の給水・排水別々の配管ルートを設け、それぞれの配管

が可能な断面とし、設備と調整して寸法を設定する。トレンチは、施工・メンテナンス性を考慮

して上面を化粧蓋で全面開閉ができるようにする。 

・排水槽の深さは、全排水後に定期的な清掃できるように作業が可能な最低 2.0m 以上を確保し、

床面は、水中ポンプを設置する吸込ピット（釜場）に向けて 1/15～1/10 の勾配を確保する。吸

込ピットは、水中ポンプの故障時の対応も想定し、2 台設置できる大きさを確保する。 

・排水槽の通気管は、ろ過機室内部壁際を通過し、壁面上部で外部に接続させる。 

・排水槽への侵入口として、ろ過機室内に防臭マンホール蓋及びタラップを設置する。 

（６） 構造計画 

・上部構造は、経済性に配慮し木造とする。十分な量の耐力壁をバランスよく配置し、地震力や風圧

力に対しての安全性を確保する。 

・屋根は、庇下を広々とした柱無空間とするため、3m の跳ね出しを設ける。屋根構造は、大きく跳

ね出した庇を合理的でシンプルに構築できる CLT 板を採用し、積雪に対しても十分に安全な厚さ

とする。面材であるＣＬＴは、施工工期を短縮できる上に、軒裏面ではそのまま仕上げ材として利

用できる。 

・支持地盤は砂質土主体の良質な地盤であるため、基礎形式は直接基礎を採用する。ピットの偏荷重

に伴う不同沈下抑制のためベタ基礎を採用する。底版は、十分な厚さを確保し、ダブル配筋とする。 

・基礎・各部材等の詳細は実施設計の段階で構造計算により検討するものとする。 

（７） 設備計画 

①電気設備 

a. 基本的な考え方 

【イニシャルコスト・ライフサイクルコスト及び環境負荷の低減への配慮】 

・省エネルギー化と維持管理、更新性を考慮した計画をおこない、ライフサイクルコストの縮減と
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環境負荷の低減を図る。 

【維持管理・更新性への配慮】 

・保守管理の容易な機器の選定、維持管理費のかからない汎用機器を採用する。 

b. 受電設備 

・受電方式は低圧受電とし、単相三線式とする。 

・受電は吊橋近くの電柱から引き込み、必要に応じ引込柱を設置する。建物までの引込工事は、敷

地内の電柱電線が中部電力の施設であり、施設毎に一般供給の契約を行う形態となるから、メー

ター設置まで中部電力にて行う。 

c 幹線設備 

・ろ過室内に電灯及び動力分電盤を設置し、ろ過設備制御盤、ポンプ警報盤、ペンギン舎の子分電

盤に電源を供給する。 

・幹線は短絡及び負荷容量に十分に耐える資材を選定し計画する。 

・電源電圧は動力 3Φ3W200V、電灯コンセントは 1Φ3W200／100V で計画する。 

d. 電灯コンセント設備 

・省エネルギーを考慮した LED 照明器具を設置し、必要箇所にコンセントを設置する。 

・照明器具は使用目的に適した華美にならない製品を計画、ランプ種類を尐なくし維持管理の向上

を図る。 

・ろ過機室内の照明制御方式は、キーパーの人的操作を優先し、現地スイッチとする。 

・配線は、天井は CLT 表しとなるためモール配線とし、壁いんぺい部はＰＦ樹脂管で保護する。 

・コンセントは防水コンセントとし、形式は安全性を考慮して 2 口接地極付及び 2 口接地端子付

を原則とする。 

・照度は、JIS 照度基準に準拠し、100Lx 程度とする。 

・分電盤は、鋼板製とする。 

e. 動力設備 

・動力機器（循環ろ過設備・水中ポンプ・換気）に電源を供給する。 

・警報盤をろ過機室内に設置し、設備機器類の警報表示を行う。 

②機械設備 

a. 基本的な考え方 

【飼育環境及び日常の飼育作業への配慮】 

・ペンギンの飼育に支障がない設備環境と、キーパーが日常の飼育作業を効率的に行いやすい環境

を整える。 

【イニシャルコスト・ライフサイクルコスト及び環境負荷の低減への配慮】 

・小諸の自然・気象条件と動物園のインフラ状況を考慮の上、省エネルギー化と維持管理、更新性

を考慮した計画をおこない、ライフサイクルコストの縮減と環境負荷の低減を図る。 

【維持管理・更新性への配慮】 

・汎用性の高い機器の選定、耐久性の高い材料の使用、十分なメンテナンススペースの確保等、将

来の更新性を考慮し、さらに維持管理が容易な設備を導入する。 

【安全性・信頼性の確保】 
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・排水槽の水中ポンプは複数台設置とし、故障時にもバックアップ運転が可能な計画とする。 

b. 換気・通気設備 

・新鮮空気の導入及び排気し、臭気・水蒸気・熱等の除去をおこない室内の空気環境を維持できる

ものとする。 

・換気方式及び換気回数は、下記の通りとする。 

換気方式 換気回数 換気機器 備考 

第 3種換気 5回/h 有圧扇 屋外側にウェザーカバー設置 

・排水槽に通気管を設置する。通気管はろ過機室内部壁際を通過し、壁面上部で外部に接続させる。 

c. 給排水衛生設備 

【給水設備】 

・既設給水本管φ７５より分岐し、ろ過機室内に引き込む。 

・給水箇所は、以下の通りである。 

場所 給水箇所 備考 

ろ過機室 
プール 

全排水清掃後の給水（ろ過機室内でバルブ操作）、 

補給水（水位センサー対応） 

掃除流し 横水栓 ライニング+ＳＫシンク 

【排水設備】 

・ペンギンプール水は汚水扱いとし、浄化槽の処理能力（7 ㎥/日）を踏まえ、ペンギンプールの

全排水時には、一旦ろ過機室地下に設ける排水槽に貯留し、タイマー制御の排水ポンプにて浄化

槽の処理能力を超えないように、計画的に動物汚水用の既設汚水管に接続し排水する。排水ポン

プの故障時の対応も想定し、2 台設置する。 

 

・ろ過機の逆洗排水・ドレン排水及び掃除流しの排水は、地下の排水槽に排水する。 

・屋根の雤水は既設雤水本管に接続し排水する。 

【衛生器具設備】 

・衛生器具はランニングコスト低減に配慮し、節水型を採用する。 

・掃除流しは SK シンクとする。 

d. 循環ろ過設備 

・ペンギンプールの水質維持のために循環ろ過設備を導入する。 

・ペンギンプールの循環ろ過系統の吐出口と吸込口は、ショートサーキットを起こさないように離

した位置に設置し、ろ過機室とペンギンプール間の配管ルート（トレンチ）は、別々に設ける。 

・循環ろ過設備の基本条件は、以下の通りとする。 

＜基本条件＞ 

・水槽容量：15㎥ 

・水抜き頻度：水中でアジ（エサ）を与えるため、2週間に 1回（2～3回/月）の全排水・清掃を基準（夏は 1

週間度ごと、冬は 3週間ごとを想定） 

・上記を前提に、夏期のアオコ発生を抑え水質の透明度を維持 
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・循環回数：1回／h（24回／日） 

・循環ろ過設備機器は、ビューイングシェルターの背後に設けたろ過機室内に設置し、ビューイングシェ

ルター床下に配管トレンチを設けてプールと配管を接続 

 

・上記の基本条件を基に、次表に示す比較検討を行い、循環ろ過設備の仕様を以下の通り設定する。 

【ろ過機】 

・ろ過機は、全自動の圧力式密閉型ろ過装置とする。ろ過方式は砂ろ過とする。 

【薬品注入等設備】 

・水質維持のための薬品注入等の設備については、プール水量が小規模であること、2 週間に 1 回

を基準に全排水による清掃を行うことから、イニシャル・ランニングコストが高額となるオゾン

殺菌処理システムは導入せず、凝集剤（PAC）及び次亜塩素酸ソーダによる水質維持を行うもの

とする。 

○ 凝集剤注入装置 

・ろ過の前処理として、薬注ポンプで循環水中に凝集剤（ポリ塩化アルミニウム（PAC））を注

入し、細かい粒子を凝集させ、フロック化させることで不純物を濾過しやすくする装置である。 

○ 次亜塩素酸注入装置 

・薬液に次亜塩素酸ソーダを用い、循環水に注入ポンプにて一定量注入し色素成分、微生物及び

アンモニアを分解する装置である。 

 

循環ろ過設備のフロー図を以下に示す。 
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ペンギンプールろ過設備の機能・コスト比較表 
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e. 消火設備 

・消防法、建築基準法を準拠し、消火器設備を計画する。 

４） ふれあい休憩所 

（１） 諸室構成・規模 

ふれあい休憩所は、以下の諸室・規模で構成する。 

室名 機能 面積(㎡) 備考 

モルモット舎 モルモット・パンダマウスの飼育

スペース 

2.5×3.5=8.75㎡ 行進レール収納併設 

ふれあいスペース モルモットのタッチングコーナー 5.0×6.0＝30.0㎡ 半屋外空間、一部冬期

ふれあい用囲い設置 

休憩スペース 休憩・昼食場所・荒天時の一時

避難スペース 

5.5×6.5+ 

2.5×2.5=42.0㎡ 

半屋外空間 

（２） 平面計画 

平面レイアウトの考え方は、以下の通りとする。 

・モルモット舎を中央に配置して、機能の異なる休憩スペースとふれあいスペースを緩やかに区切り、

衛生面にも配慮 

・休憩スペース・ふれあいスペースの開放感を確保するため、中央に配置したモルモット舎で壁量を

確保し、両スペースは柱をモルモット舎の軸線上に配置して大屋根のオープンな空間を創出 

・ふれあいスペースの内、柱に囲まれた一角をビニールカーテンで囲えるようにして、冬期のふれあ

いスペースとして利用 

・モルモット舎は、バックヤード側にキーパー出入口を設け、ふれあいスペース側の壁面にモルモッ

トが観察できるガラス窓を配置 

・モルモット舎の内部は、長手方向の両側壁面にモルモットの飼育ケージを配置し、中央に作業性を

考慮して奥行きのあるキーパースペースを確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

動物動線 

キーパー動線 

観覧動線 

隔離飼育 
ケージ 

キーパー 
スペース 

休憩 
スペース 

園路 

バックヤード 
観察窓 

モルモット舎 

公開飼育 
ケージ 

ふれあい 
スペース 

冬期 
ふれあい 
スペース 
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（３） 断面計画 

・休憩スペース・ふれあいスペースの天井高は、閉鎖感のない開放的な空間が求められることから、

コストや意匠的なバランスも考慮し、片流れ屋根の一番低い軒下部分で h2300 を確保する。 

・モルモット舎の天井高は、休憩・ふれあいスペースの設定高さに準拠する。 

・ふれあいスペースは、冬期もモルモットとふれあえる空間を確保するため、南面の崖側に崖から吹

き上がる風を防ぐ防風壁を設ける。壁面には、ハイサイド窓を設置し採光を確保する。 

（４） 外部意匠計画 

・外観は、ペンギン舎に準ずる。 
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（５） 詳細計画 

①モルモット舎 

・ガラス窓に面したモルモット飼育ケージの台の高さは FL+700 として、幼児が窓越しから覗い

て観察できるようにする。 

・休憩スペース側に設置する飼育ケージの台の高さについても、上から飼育作業しやすいように

FL+700 で設定する。 

・飼育ケージは、一つのケージ当たりのサイズを w600×d600 とし、仕切りの高さをモルモット

がジャンプしても飛び越えられない高さである h400 で設定する。仕切りは可動式のステンレス

メッシュとし、飼育状況に応じてケージサイズが可変できるようにする。 

・飼育ケージの床板は、外部の地流しで水洗いできるように脱着可能な引き出し式のトレイとする。

トレイの材質はステンレスとする。 

・ガラス窓側の飼育ケージの背後（キーパースペース側）には、展示空間としての設え、及び隔離

用ケージの遮蔽を考慮して、フラッシュ扉を設置する。フラッシュ扉は上下分離式とし、下扉の

高さを h400 で設定して通常の飼育作業時は、上扉のみを開けて対応できるようにする。 

・ガラス窓の一部に小さな小窓を設置し、モルモットのタッチング体験後にモルモットが飼育ケー

ジに帰還できる行進レールの接続場所とする。小窓のサイズは、150×150 とする。 

・飼育ケージ台の下部は、キーパースペースの FL+50 で設定し、行進レールや飼育道具、備品、

掃除用具等の収納スペースとして活用する。 

・キーパースペース床面は防塵塗装とし、モップ掛けなど水拭きができるようにする。 

・キーパースペースの扉は、アルミ扉とする。 

 

  

飼育ケージ詳細イメージ 



 

59 

 

②ふれあいスペース 

・壁と柱で囲まれたスペースを冬期のタッチングコーナーとして設定する。冬期はこの空間を不燃

又は防炎のビニールカーテンで囲って寒さ対策を図り利用できるようにする。ビニールカーテン

は常設し、冬期以外の時期は劣化防止のため、北側コーナーに収納ボックスを設けて格納できる

ようにする。 

・モルモットの行進レールは、W150×側枠 H50×L1500 の基本サイズを 8 台程度製作し、端部は

ジョイント用の加工や金物取付を行う。また直角のコーナーレールを 4 台程度、レールを支持

する台を 8 台程度設ける。 

・崖側に設置する壁面に、モルモットのふれあい案内や注意事項、園内情報等を紹介するモニター

を設置できるようにする。モニターは、モルモット舎内部にパソコンを設置し操作することを想

定する。 

③休憩スペース 

・飲料の自動販売機が設置・固定しやすいように、自販機設置予定のモルモット舎の壁際は土間コ

ンクリート仕上げ（奥行 900）とする。 

（６） 構造計画 

・上部構造は、経済性に配慮し木造を主体とする。十分な量の耐力壁をバランスよく配置し、地震力

や風圧力に対しての安全性を確保する。 

・外部に露出する間柱や梁は、耐食性に優れる鉄骨材を使用する。 

・屋根は、庇下を広々とした柱無空間とするため、2.5ｍの跳ね出しを設ける。屋根構造は、大きく

跳ね出した庇を合理的でシンプルに構築できる CLT 板を採用し、積雪に対しても十分に安全な厚

さとする。面材であるＣＬＴは、施工工期を短縮できる上に、軒裏面ではそのまま仕上げ材として

利用できる。 

・砂質土主体の地盤であり圧密沈下や自沈するような粘性土が存在しない上、構造物が軽量なため、

基礎形式は直接基礎を採用する。基礎底版を凍結深度（600 ㎜）以深に設置することを考慮し、経

済性に配慮して布基礎を採用する。室内床は、使用性や局部的な沈下抑制のため、コンクリートス

ラブとし、鉄筋を配筋する。 

・基礎・各部材等の詳細は実施設計の段階で構造計算により検討するものとする。 

（７） 設備計画 

①電気設備 

a. 基本的な考え方 

【快適性・利便性の向上への配慮】 

・来園者の快適性、利便性に配慮し、かつ管理者が機能的に運営できる計画とする。 

【飼育環境及び日常の飼育作業への配慮】 

・モルモットの飼育に支障がない設備環境と、キーパーが日常の飼育作業を効率的に行いやすい環

境を整える。 

【イニシャルコスト・ライフサイクルコスト及び環境負荷の低減への配慮】 

・省エネルギー化と維持管理、更新性を考慮した計画をおこない、ライフサイクルコストの縮減と

環境負荷の低減を図る。 
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【維持管理・更新性への配慮】 

・保守管理の容易な機器の選定、維持管理費のかからない汎用機器を採用する。 

b. 受電設備 

・受電方式は低圧受電とし、単相三線式とする。 

・受電は既存トイレ近くの電柱から引き込み、必要に応じ引込柱を設置する。建物までの引込工事

は、敷地内の電柱電線が中部電力の施設であり、施設毎に一般供給の契約を行う形態となるから、

メーター設置まで中部電力にて行う。 

c. 幹線設備 

・モルモット舎内に電灯及び動力分電盤を設置する。 

・幹線は短絡及び負荷容量に十分に耐える資材を選定し計画する。 

・電源電圧は動力 3Φ3W200V、電灯コンセントは 1Φ3W200／100V で計画する。 

d. 電灯コンセント設備 

・省エネルギーを考慮した LED 照明器具を設置し、必要箇所にコンセントを設置する。 

・照明器具は直管 LED とする。 

・モルモット舎内の照明制御方式は、キーパーの人的操作を優先し、現地スイッチとする。 

・ふれあい・休憩スペースの照明は、自動点滅器による制御とする。 

・配線は、ふれあい・休憩スペースの天井は CLT 表しとなるため、CLT にあらかじめ設けられた

溝掘内に配線し、建築にて穴埋めカバーを設置、壁いんぺい部はＰＦ樹脂管で保護する。 

・コンセントの形式は安全性を考慮して 2 口接地極付及び 2 口接地端子付を原則とする。ふれあ

い・休憩スペースには、鍵付カバー付きのコンセントを設置する他、休憩スペースには自販機設

置用のコンセントも設置する。 

・壁面上部に冬期に使用するコルツヒーター用のコンセントを設置する。コルツヒーターは 100

Ｖタイプを使用し、ケージ上部 2 ヶ所への設置を想定する。 

・モルモット舎内の照明は、生育・繁殖等を考慮し、適切な器具・照度・色温度などを飼育員と調

整して設定する。 

・ふれあい・休憩スペースの照度は、10～30Lx 程度とする。 

・分電盤は、鋼板製とする。 

e. 動力設備 

・動力機器（空調・換気）に電源を供給する。 

②機械設備 

a. 基本的な考え方 

【飼育環境及び日常の飼育作業への配慮】 

・モルモットの飼育に支障がない設備環境と、キーパーが日常の飼育作業を効率的に行いやすい環

境を整える。 

【イニシャルコスト・ライフサイクルコスト及び環境負荷の低減への配慮】 

・小諸の自然・気象条件と動物園のインフラ状況を考慮の上、省エネルギー化と維持管理、更新性

を考慮した計画をおこない、ライフサイクルコストの縮減と環境負荷の低減を図る。 

【維持管理・更新性への配慮】 
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・汎用性の高い機器の選定、耐久性の高い材料の使用、十分なメンテナンススペースの確保等、将

来の更新性を考慮し、さらに維持管理が容易な設備を導入する。 

b. 空気調和設備 

・モルモット舎の空調方式は、室内が一部屋で小規模であることから、空冷ヒートポンプパッケー

ジ式のルームエアコン（6 帖用程度）を設定する。 

c. 換気設備 

・新鮮空気の導入及び排気し、臭気・水蒸気・熱等の除去をおこない室内の空気環境を維持できる

ものとする。 

・モルモット舎の換気方式及び換気回数は、下記の通りとする。 

換気方式 換気回数 換気機器 備考 

第 3種換気 15回/h※ 有圧扇 屋外側にウェザーカバー設置 

※換気量は室内の用途を便所と同等とみなすと、換気回数は一般的に 10～15 回/h となるため、

15 回/h とする。 

d. 給排水衛生設備 

【給水設備】 

・既設給水本管φ７５より分岐し、建物内に引き込む。 

・給水箇所は、以下の通りである。 

場所 給水箇所 備考 

モルモット舎 バックヤード 地流し 横水栓 水栓柱 

屋外 
ふれあいスペース 手洗場（2 ヶ所） 横水栓 3口/箇所 +地流し（1 ヶ所） 

サブ園路 手洗場 横水栓 3口 +地流し（1 ヶ所） 

【排水設備】 

・排水は、手洗いの雑排水が主体であることから、別系統で設置されている既存トイレの汚水系統

に接続する。 

・屋根の雤水は既設雤水本管に接続し排水する。 

【衛生器具設備】 

・衛生器具はランニングコスト低減に配慮し、節水型を採用する。 

・手洗場は自己発電型自動水栓とし、節水及び衛生面に配慮する。 

e. 消火設備 

・消防法、建築基準法を準拠し、消火器設備を計画する。 

  



 

62 

 

５．仮設計画 

工事期間中は休園とする予定であり、動物園の出入口である懐古園事務所側と白鶴橋側の出入口

2 ヶ所を閉じることで、関係者以外の立入りを禁止することが可能であることから、大掛かりな仮

囲いや工事ゲート設置は行わないものとする。 

ただし、休園中も動物飼育は行うことから、飼育・管理スタッフが通行する整備エリア内の園路

沿いにはカラーコーンとコーンバーを設置し、安全性を確保する。 

また、動物園休園中も懐古園は通常開園となることから、コンクリート打設時など大型車両が頻

繁に出入りする際には、車両の出入口となる懐古園入口に警備員を配置する。 

仮設計画は下図に示すとおりである。
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６．工事工程 

 

実施設計 工事監理

計画通知

工事入札準備・入札

再整備工事

飼料庫引越し 検査・手直し・引渡し

工事入札準備・入札 ペンギン引越し・オープン準備

飼料庫・クマ舎・トイレ基礎等解体撤去工事 オープン

通常開園 一時開園（桜まつり・ＧＷ） 通常開園

閉園（解体工事期間中） 閉園（工事期間中）

準備工・施工計画・施工図 清掃・後片付け

土工事

プールCON

FRP防水

アクリルパネル

水張試験

土工事 芝生 芝生は3月に施工

擁壁CON・ガラス手すり基礎

造成工事

側溝・桝・雤水管等 パドック内造成は、土留めとな

築山（石積）・巣箱等 るプール・擁壁・ペンギン舎基

土間CON+玉石洗い出し 礎の打設後に着手

ガラス手すり・木壁等

設備工事（スリーブ、配管、配線、器具取付等）

土工事

基礎CON

木工事

屋根・外装・建具

内装・金属・雑

設備工事（スリーブ、配管、配線、器具取付等）

土工事

地下基礎CON

土工事

トレンチCON 機械基礎・ピット左官・防水

木工事

屋根・外装・建具 アクリルパネル設置後から

内装・金属・雑 床舗装 木工事着手

設備工事（スリーブ、配管、配線、器具取付等）

循環ろ過設備 試運転・調整

基盤造成・汚水管盛替・土工事 敷地奥の施設であるペンギン

基礎CON 関係のＣＯＮ打設が概ね完了

木工事 した段階から、手前のふれあい

屋根・外装・建具 休憩所を本格着手

内装・金属・雑 床舗装

設備工事（スリーブ、配管、配線、器具取付等）

屋外給水・雤水・汚水配管、電気配線等

手洗い場・フェンス・ステップ・踏台

舗装（路盤・表層） 舗装仕上げ・植栽は、3月に

土壌・植栽・播種 施工

造作・グラフィックデザイン・原稿・写真等検討、版下・施工図作成 印刷 現場設置

ファニチャー工場製作 現地設置

12 1 2 34 5 6 7 8 9
2020（令和2）年度 2021（令和3）年度

10 11 12 1 2 34 5 6 7 8 910 11
備考

6
2022（令和4）年度
4 5

再
整
備
工
事

共通

整備施設

基幹工程

開園・閉園予定

サイン・ファニチャー

外構

ふれあい休憩所

ビューイングシェルター

ペンギン舎

ペンギンパドック
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７．概算工事費 

約 148,000,000 円 
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８．巻末資料 

ペンギン・ふれあい休憩所のスペック表                                                                         

建築物 部屋名 小項目 内容 目安 備考 

ふれあい休憩所 全体 床面積（屋根下部分） 13×6.5=84.5m2   

屋根 勾配屋根（1寸程度） 

亜鉛合金板 

  

ふれあいス

ペース 

床面積（屋根下部分） ふれあい側＝4×6.5＝26ｍ2 

（内 4×3.5＝14ｍ2はビニルカーテンエリア） 

ふれあいベンチ 15人程度  

天井高さ 2.3ｍ   

仕上げ 天井：CLT現し 

壁：外部：亜鉛合金板 

床：ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

  

動物建具・家具 ・モルモット大行進レール 

 W150×H500×L1500が 8台 

 ・工事 or別途備品対応？ 

家具 ・ふれあいベンチ 

①W1200×D400×H400が 5台 

②W1200×D1200×H400が 2台 

・荷物置き W2500×D500×H700 が 1台 

・ふれあいベンチ 

①は 2～3人掛けを想定 

②は 6～8人掛けを想定 

・荷物置きは 10人程度を想定 

・工事 or別途備品対応？ 

給排水衛生設備 手洗器×2 

 

大人用高さ蛇口 2箇所×1か所 

子供用高さ蛇口 2箇所×1か所 

 

電気設備 ・照明 

・防水コンセント 100V（ヒーター用他） 

・将来モニター設置用コンセント 

  

空調換気設備 ・暖房ヒーター・ストーブ  ・別途備品対応 

休憩スペー

ス 

床面積（屋根下部分） 5.5×6.5+2.5×2.5=42m2 40人対応のテーブルとベンチ  

天井高さ 2.3ｍ   

仕上げ 天井：CLT現し 

壁：外部：亜鉛合金板 

床：ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

  

家具 ①セット×6か所 

・テーブル W1200×D800×H800 

・椅子 W1200×D400×H500×2箇所 

②セット×2箇所 

・テーブル W1200×D1200×H800 

①は 4人を想定（計 24人） 

②は 8人を想定（計 16人） 

・工事 or別途備品対応？ 
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建築物 部屋名 小項目 内容 目安 備考 

 ・椅子 W1200×D400×H500×4箇所 

電気設備 ・照明必要 

・防水コンセント 100V（自販機用他） 

  

備品 ・自動販売機  ・別途備品対応 

モ ル モ ッ

ト・パンダマ

ウス飼育舎 

床面積 3×3.5＝10.5ｍ2   

天井高さ 2.1ｍ程度は確保   

仕上げ 天井：CLT現し 

壁：外部：亜鉛合金板 内部：塗装 

巾木（立上り部分 300程度）：コンクリート打放

し補修 撥水材塗布 

床：コンクリート金ゴテ押えの上、防塵塗装 

  

キーパー通路 幅 1200程度   

窓の位置、大きさ ふれあい広場側に 1か所 

W1400×H1200程度 

  

出入り口の位置、大きさ ふれあいスペース側とバックヤード側各 1ヶ所 

有効幅 800×H2000 

アルミ製 

  

動物建具・家具 モルモット・パンダマウス台 

①ふれあいスペース側 

・W1800+α×D600×H700 

・W600×D600の引き出しトレイ（SUS製） 

・可動式メッシュ（目合い寸法） 

・展示スペースとなるため、キーパー通路側に

扉 

②休憩スペース側 

・W3000+α×D600×H700 

・W600×D600の引き出しトレイ（SUS製） 

・可動式メッシュ（目合い寸法） 

  

給排水衛生設備 ・給水：バックヤードの水栓を使用するため無

し 

・排水：中央部に排水管接続（目皿設置） 

  

空調設備 ・壁掛け式ルームエアコンを設置 

・換気扇・吸気口 

  

電気設備 ・照明（ベース照明と展示部分はスポットライ

ト） 

・コルツヒーター用コンセント（100V） 

・その他コンセント 
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建築物 部屋名 小項目 内容 目安 備考 

バックヤー

ド（屋外） 

床面積（屋根下部分） 7×0.5＝3.5ｍ2 

崖側は壁無し、転落防止柵 H1200 

  

仕上げ 天井：CLT現し 

壁：外部：亜鉛合金板 内部：塗装 

巾木（立上り部分 300程度）：コンクリート打放

し補修 撥水材塗布 

床：砂利敷 

  

出入り口の位置、大きさ 既存トイレ側、休憩スペース側に 1か所ずつ 

H1200の柵の扉 

  

給排水衛生設備 ・地流し（飼育ケージトレイ洗い等） 

・面積 W1000×D500程度 

・水栓高さ H600 

・水栓径 

  

電気設備 ・照明   

ペンギン舎 ペンギン舎 床面積 〇動物舎内 5.5×3＝16.5ｍ2 

以下内訳 

・キーパー通路 1.5×3＝4.5m2 

・巣箱スペース 2.5×3＝7.5ｍ2 

・隔離スペース 1.5×3＝4.5ｍ2 

〇鳥インフルパドック 4.5×2.5＝11.25ｍ2 

〇陸地基準 

・AZA 10羽×0.4＝4ｍ2 

短期（6か月未満）10羽×0.4＝4ｍ2 

・日本動水協 10羽×1.2＝12ｍ2 

（短期の規定なし） 

・日本動水協 隔離スペース 

 陸 5ｍ2 

 プール 1ｍ2 

水深 10～15㎝ 

 

天井高さ 2.1ｍ以上確保   

仕上げ 天井：CLT現し 

壁：RC打放し補修の上、防塵塗装 

床：コンクリート金ゴテ押えの上、防塵塗装 

  

出入り口の位置、大きさ 有効幅 800×H2000 

アルミ製 

  

動物建具・家具 〇ペンギン出入口有効幅 300×H500 鋼製、上げ

下げ 

〇巣箱 W400×D800×H500 程度 U 字型側溝も

しくはポリバケツ検討 

 可動間仕切り 

〇鳥インフルネット 

ナイロン製漁網 20×20程度 

  

プールの大きさ 〇隔離スペース内 W400×D1000×H100～150 〇プール基準  
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        水量 0.06ｍ3 

〇鳥インフルパドック内 

 3ｍ2程度、最深部 0.6ｍ（AZA合わせ） 

 ※隔離スペース内プール、鳥インフルパドッ

ク内プールはろ過、循環はしない。 

・AZA 10羽×0.2＝2ｍ2 

短期（6か月未満）10羽×0.3＝3ｍ2 

プール水深 0.6ｍ 

・日本動水協 10羽×1＝10ｍ2 

（短期の規定なし） 

・日本動水協 隔離スペース（2～3 羽

収容の場合） 

 陸 5ｍ2 

 プール 1ｍ2 

 水深 10～15㎝ 

給排水衛生設備 〇給水：キーパー通路（SK設置）、隔離スペース、

園路側屋外水栓、鳥インフルパドック用水栓 

〇排水：汚水として扱う。 

隔離スペース 1か所 

巣箱スペース 1か所（カゴ付き集水桝） 

鳥インフルパドックプール用 1か所 

  

空調設備 ・壁掛け式ルームエアコンを設置 

・換気扇 

  

電気設備 ・照明（ペンギン舎内） 

・コルツヒーター用コンセント 100V 

・高圧洗浄機用コンセント 200V 

・その他用防水コンセント 100V 

  

ペンギンパドッ

ク 

ペンギンパ

ドック 

床面積 〇パドック全体 90ｍ2程度 

〇陸地 74ｍ2程度 

・芝生岩山部 50ｍ2程度（約 1.6ｍの高低差有） 

・玉石洗出し舗装部 24ｍ2程度 

（うち 11.25ｍ2は鳥インフルパドック） 

〇プール 16ｍ2程度 

〇陸地 

AZA 10羽×0.4＝4ｍ2 

日本動水協 10羽×1.2＝12ｍ2 

〇プール 

JAZA 10羽×0.2＝2ｍ2 

日本動水協 10羽×1＝10ｍ2 

 

プール 〇表面積 16ｍ2程度 

〇水量 

7ｍ2×1.5ｍ＝10.5ｍ3 

5ｍ2×0.5ｍ＝2.5ｍ3 

4ｍ2×0.25ｍ＝1ｍ3 

計 水量 15ｍ3程度 

〇プール 

AZA 10羽×0.2＝2ｍ2 

    水深 0.9ｍ 

水量 10羽×0.171＝1.71ｍ3 

日本動水協 10羽×1＝10ｍ2 

    水深 1～1.5ｍ 

 

バリア パドック内 FL、WLから高さ 600ｍｍ 

・ビューイングシェルター部分：アクリル 

・北西側：RC壁木板張り 
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・南東側：強化ガラス柵、一部手すり付き 

・ペンギン散歩用出入口 1か所 

動物建具・家具 〇巣箱：U字型側溝+FRP蓋   

給排水衛生設備 〇メインプール 

・オーバーフロー水は雤水処理 

・全排水時の水は汚水処理 

〇サブプール 

・排水は汚水処理 

  

ビューイングシ

ェルター 

ビューイン

グシェルタ

ー 

床面積（屋根下部分） 2.5×4.5＝11.25ｍ2   

天井高さ 3ｍ   

仕上げ 天井：CLT現し 

壁：亜鉛合金板 

床：ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 

  

家具 腰掛ベンチ   

ろ過機室 床面積（屋根下部分） 3×4.5＝13.5ｍ2   

天井高さ 3ｍ（2.2ｍ以上は確保）  ろ過機 H1.2ｍ+メンテス

ペース 1.0ｍ 

仕上げ 天井：CLT現し 

壁：外部：亜鉛合金板、内部：構造用合板現し 

  （吸音材 GWBt=25） 

床：コンクリート金ゴテ押えの上、防塵塗装 

  機械基礎 

  

建具 有効開口幅 W1600×H2200 

遮音性能:SAT 

 ろ過機搬入時 W1000以上

確保 

電気設備 ・照明 

・コンセント 

・ろ過機用動力盤 

・水中ポンプ、排水用ポンプ用動力盤 

・引込柱は中部電力と調整 

  

給排水設備 ・清掃用 SKを設置   

ろ過設備 ・循環ろ過システム一式（砂ろ過装置等） 

・砂ろ過機 

・PAC 

・次亜塩素酸注入装置 

  

排水槽 水処理設備 グリーストラップ、排水ポンプ   

園路  舗装 ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ舗装   

給排水衛生設備 手洗い場 1か所   
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排水 浸透桝、透水管により既存配管・浸透桝に接続   

 


