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２-１２　外構計画

■ランドスケープデザインコンセプト

福島市のシンボル＝ふくしまの個性の表現福島市のシンボル＝ふくしまの個性の表現

この土地の気候・風土に育まれてきた人と自然・産業・文化を映し出しますこの土地の気候・風土に育まれてきた人と自然・産業・文化を映し出します

＜ふくしまの中心にふさわしいランドスケープをつくる＞

（１）ふくしまの個性の表現

（２）敷地全体の魅力を向上させる

ポケットパーク
東側 2ヶ所、西側 4ヶ所の計 6ヶ所のポケットパークを

設けることで敷地の魅力の向上を図ります。

東側緑地ゾーン
東側を彩る並木通り

西側緑地ゾーン
西側を彩る並木通り

南側フロントゾーン
南側フロントに統一感を出します。

・東西南北の外周部の修景の統一

・ポケットパークの整備

・市民広場の一体化

・（仮称）市民センターと市民広場の連携

・パーキングエリアの修景

北側緑地ゾーン北側緑地ゾーン
市役所本庁舎の植栽と合わせて（仮称）市民センターを市役所本庁舎の植栽と合わせて（仮称）市民センターを

整備することで潤いを与えます。整備することで潤いを与えます。

市民広場市民広場
ふくしまのシンボルとなる広場をつくります。ふくしまのシンボルとなる広場をつくります。

立体駐車場棟立体駐車場棟 （仮称）市民センター（仮称）市民センター 市役所本庁舎市役所本庁舎

平面駐車場平面駐車場
市民広場市民広場

S=1/1500
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■市民広場のデザイン

・全体をインターロッキングとすることで車両の乗り入れを可能にし、福島市のキャッチフレーズ「実・湧・満・彩 福島市」をモチーフにふくしまの魅力を表現します。

インターロッキングの色

福島市の果実や水、食材、山々などをモチーフに福島市の果実や水、食材、山々などをモチーフに
インターロッキングの色彩でふくしまの魅力を表現しますインターロッキングの色彩でふくしまの魅力を表現します

（仮称）市民センター（仮称）市民センター

ふくしまの魅力を表現するふくしまの魅力を表現する
インターロッキング舗装インターロッキング舗装

ふくしまの魅力を表現するふくしまの魅力を表現する
インターロッキング舗装インターロッキング舗装

スツールスツール

ヒトツバタコヒトツバタコ

ふくしまの山々の表現ふくしまの山々の表現

低木低木
低木低木

車室割ペイブメント車室割ペイブメント

車室割ペイブメント車室割ペイブメント
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車室割 拡大図

S=1/600

市民広場市民広場

エントランスホールエントランスホール

市民広場で想定する活動のイメージ写真（お祭り・イベント・マルシェなど）

市民広場のイメージパース

タイル又は自然石タイル又は自然石
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■平面駐車場

・平面駐車場の舗装材は透水性アスファルト舗装とし、雨水の流出を抑制します。

立体駐車場棟立体駐車場棟
（仮称）市民センター（仮称）市民センター 市役所本庁舎市役所本庁舎

平面駐車場平面駐車場

平面駐車場平面駐車場

市民広場市民広場

S=1/1000

S=1/500

透水性アスファルト舗装透水性アスファルト舗装

駐車マス駐車マス

駐車マス 縁石 芝生 低木

縁石縁石

芝生芝生 低木低木

車止めの考え方

・駐車スペースの潤いと緑地面積を確保するために

車止め（縁石兼用）までを緑化します。
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■南側フロントゾーンのあり方

・市民広場・市役所本庁舎の南側フロントを統一することで、ふくしまの個性を表現します。

・（仮称）市民センターのエントランスホール〈うち〉と市民広場〈そと〉の一体化を図ります。

（仮称）市民センター（仮称）市民センター

市民広場市民広場

市役所本庁舎市役所本庁舎

南側フロントの統一南側フロントの統一

S=1/600

市役所本庁舎の南側フロント現地写真

市役所本庁舎の南側フロント現地写真
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■北側・西側・東側緑地ゾーン

・全体の一体感と、移植樹を中心に彩りのある植栽計画とします。
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２-１３　昇降機設備計画

＜基本的な考え方＞

誰もが使いやすい昇降機とするため、ユニバーサルデザインを踏まえた昇降機仕様とします。

各昇降機の仕様は以下の表の通りとします。
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３-１　構造計画概要
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３-２　構造計画
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中２階平面図

中２階倉庫の積載荷重は
実況に応じて算定

５階平面図

１階平面図 ４階平面図

２階平面図 屋上階平面図

３階平面図 屋根伏図
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４-１　設備計画の基本的な考え方
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４-２　設備計画概要
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４-３　電気設備計画
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４-４　空気調和換気設備計画
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４-５　給排水衛生設備計画
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■全体配置図（S=1/800）
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■（仮称）市民センター敷地　配置図（S=1/400）
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■（仮称）市民センター　免震層・ピット平面図（S=1/400）
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■（仮称）市民センター　１階～３階平面図（S=1/400）
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■（仮称）市民センター　４階～屋上階平面図・屋根伏図（S=1/400）
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■（仮称）市民センター　立面図（S=1/400）
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■（仮称）市民センター　断面図（S=1/400）
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■立体駐車場棟　平面図（S=1/400）
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■立体駐車場棟　立面図・断面図（S=1/400）



　第 5章　図面編

（仮称）市民センター　基本設計 56

■各室諸元表（仕上表１）
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■各室諸元表（仕上表２）
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■各室諸元表（設備仕様１）
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■各室諸元表（設備仕様２）
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（仮称）市民センター
（新しい西棟）

床面積

屋上階 約295㎡

5 階 約1,680㎡

4 階 約1,700㎡

3 階 約1,680㎡

2 階 約1,367㎡

中 2 階 約 690㎡

1 階 約1,647㎡

合計 約 9,059㎡

■（仮称）市民センター　求積図（S=1/800）
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■構造伏図　基礎・免震ピット　（S=1/400）
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■構造伏図　1～ 3階　（S=1/400）
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■構造伏図　4～屋上階・屋根　（S=1/400）


