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設計方針 01 

1. 1. 1. 1. 設計設計設計設計方針方針方針方針    

  

 北広島市新庁舎建設基本構想及び基本計画北広島市新庁舎建設基本構想及び基本計画北広島市新庁舎建設基本構想及び基本計画北広島市新庁舎建設基本構想及び基本計画に示されたに示されたに示されたに示された基本的な考え方に基づき、基本的な考え方に基づき、基本的な考え方に基づき、基本的な考え方に基づき、

市民が親しみ利用しやすい庁舎を目指します。市民が親しみ利用しやすい庁舎を目指します。市民が親しみ利用しやすい庁舎を目指します。市民が親しみ利用しやすい庁舎を目指します。    

    

基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

    1111        市民市民市民市民がががが親親親親しみしみしみしみ、、、、利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい庁舎庁舎庁舎庁舎のののの実現実現実現実現    

・市民ニーズに対応できる利用しやすい庁舎 

・誰もが利用しやすい人にやさしい庁舎 

・情報発信機能を持つ庁舎 

ユニバーサルデザインのユニバーサルデザインのユニバーサルデザインのユニバーサルデザインの徹底徹底徹底徹底、、、、市民利用市民利用市民利用市民利用をををを重視重視重視重視したしたしたした利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい庁舎庁舎庁舎庁舎をををを目指目指目指目指しますしますしますします    

 

    2222        社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの変化変化変化変化にににに対応対応対応対応できるできるできるできる、、、、長寿命長寿命長寿命長寿命でででで柔軟性柔軟性柔軟性柔軟性のののの高高高高いいいい庁舎庁舎庁舎庁舎    

・フレキシブルに対応できる庁舎 

・維持管理しやすく長く愛される庁舎 

・高度情報化に対応する庁舎 

柱柱柱柱やややや間仕切間仕切間仕切間仕切りのりのりのりの少少少少ないないないないオープンオープンオープンオープンなななな空間空間空間空間をををを基本基本基本基本としとしとしとし、、、、フレキシビリティのフレキシビリティのフレキシビリティのフレキシビリティの高高高高いいいい庁舎庁舎庁舎庁舎をををを目指目指目指目指しますしますしますします    

 

    ３３３３        市民市民市民市民のののの安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを支支支支えるえるえるえる拠点拠点拠点拠点となるとなるとなるとなる庁舎庁舎庁舎庁舎    

・防災拠点としての庁舎 

・安全性の高い庁舎 

・セキュリティが確保された庁舎 

高強度耐震構造高強度耐震構造高強度耐震構造高強度耐震構造のののの採用採用採用採用、、、、BCPBCPBCPBCP 計画計画計画計画によりによりによりにより、、、、災害災害災害災害にににに強強強強いいいい庁舎庁舎庁舎庁舎をををを目指目指目指目指しますしますしますします    

 

    ４４４４        省省省省エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー対策対策対策対策、、、、環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした庁舎庁舎庁舎庁舎    

・環境に対する配慮がなされた庁舎 

・自然エネルギーを有効利用する庁舎 

・みどり豊かなまち並みの形成に資する庁舎 

地域地域地域地域のののの風土風土風土風土にににに根差根差根差根差したエコしたエコしたエコしたエコ庁舎庁舎庁舎庁舎をををを目指目指目指目指しますしますしますします    

 

    5555        市民市民市民市民のののの交流交流交流交流がががが広広広広がるがるがるがる庁舎庁舎庁舎庁舎    

・保健センター機能 

・地域子育て支援センター機能 

・中央会館機能 

庁舎機能庁舎機能庁舎機能庁舎機能とととと各機能各機能各機能各機能のののの複合複合複合複合をををを交流誘発交流誘発交流誘発交流誘発のののの機会機会機会機会とととと捉捉捉捉ええええ、、、、多様多様多様多様なななな交流交流交流交流がががが生生生生まれるまれるまれるまれる庁舎庁舎庁舎庁舎をををを目指目指目指目指しますしますしますします    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

北東側外観イメージ 

南側外観イメージ 北西側外観イメージ 
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02 計画概要 

2. 計画概要 

 

1．計画地 

北広島市は、石狩平野の中央に位置し、北西は札幌市、北は江別市、東は南幌町と長沼町、南は恵庭市に接してい

ます。市街地は、北広島駅に隣接する東部地区と北広島団地地区、札幌市厚別区と隣接する西の里地区、清田区と

隣接する大曲地区、その南東に位置する西部地区からなる 5 つの地区で主に構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画地は、現庁舎として利用されている敷地であり、北側及び東側に道道、西側に JR 千歳線及びエルフィンロー

ド、南側は廣島神社及びその緑に囲まれています。 

また敷地には、レベル差があり、現庁舎は分棟配置されている状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．建築概要 

建物用途：庁舎・保健センター・地域子育て支援センター 

建築場所：北海道北広島市中央 4 丁目 2 番地 1～11、61 番地 

敷地面積：15,939.02 ㎡ 

用途地域：商業地域 

防火地域：準防火地域  

日影規制：なし 

建ぺい率：80％ 

容 積 率：400％ 

道  路：北側 幅員 25ｍ 道道栗山北広島線 

     東側 幅員 22ｍ 道道江別恵庭線 

    西側 札幌恵庭自転車道線 

規  模：地上 5 階建 

構  造：鉄骨造 

面  積：  

 

 

 

 

 

 

階数 面積 

塔屋 173.42 ㎡ 

5 階 1,566.80 ㎡ 

4 階 2,084.24 ㎡ 

3 階 2,129.94 ㎡ 

2 階 2,099.28 ㎡ 

1 階 2,406.98 ㎡ 

延床面積 10,460.66 ㎡ 

計画地周辺の状況 

北広島市位置図 

計画地広域位置図 

都市計画図 
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N

3．配置計画

1.基本的考え方

　①現庁舎への影響が最小限となる建替計画

　・当初の解体は中央会館のみとし、仮設庁舎の不要な配置計画とします。

　・建物を北西側にコンパクト化することで、工事中の既存庁舎利用に配慮した配置とします。

　

　②敷地の有効利用を図るコンパクトな配置計画

　・建物をコンパクトな正形とし、敷地の有効利用を図ります。

　・冬季の堆雪スペースを確保の上、十分な駐車スペースを確保します。

　　

　③敷地のレベル差の有効利用

　・敷地のレベル差を有効利用し、道道レベルに1階を設定、2階に主要な市民利用窓口を集約する計画とし、

どちらに対しても接地性とアクセシビリティの高い計画とします。

２.動線計画

　・北側道道レベルからのフラットなアクセスを可能な計画とし、建物内部でのスムーズな上下移動を可能と

します。

　・2階レベルには、東側に車寄せ、南側にはエルフィンロードからのアクセスに配慮した出入口を設け、利

用者の利便性に配慮します。

　・職員及び時間外の通用口は南西側に設けます。

　・車と歩行者の交錯が少なくなるよう、歩車分離を原則とした動線計画とします。

3.駐車場・駐輪場

　・駐車場は、主に2階レベルに確保し、施設の大部分を構成する市庁舎のメインフロアにアクセスし易い計

画とする一方、1階の保健センターや地域子育て支援センター及び市民開放される多目的室の利用者に配

慮し、道道前面にも駐車場を確保した計画とします。

　・駐輪場は、エルフィンロードに近い南西側と、1階利用者に配慮した道道前面に分散配置します。

　・1階出入口及び2階車寄せに近接して、車いす利用者等専用駐車場を確保します。

　・堆雪スペースを適切に確保の上、冬季においても約200台の駐車場を確保します。

　

人の動線 車の動線凡例：

配置図兼1階平面図

N

人の動線 車の動線凡例：

配置図兼2階平面図
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4．平面計画

基本的考え方

　・１階に複合機能、2階から５階を庁舎機能とする明快な階層構成とします。

　・２階から４階の庁舎の窓口を含む主要な執務階は、市民ロビーを中心に南北に窓口及び執務エリア、西側にバック

スペースを配する構成とします。

1階平面計画　

　・１階は、前面の道道レベルからフラットにアクセスが可能な計画とします。

　・地域子育て支援センター、保健センター、現中央会館機能を１階に集約します。

　・現中央会館機能を引き継ぐ多目的室は、市民利用に対応し、貸し出しを行うと共に、確定申告や期日前投票に対応

したスペースとします。

　・地域子育て支援センター内の活動室には、屋外にプレイロットを設けます。

　・各機能を集約化することにより、共有化できる諸室は可能な限り共有化し、スペースの無駄を省いた計画とします。

2階平面計画

　

　・市民利用頻度の高い主要窓口を２階に集約配置し、市民の利便性に配慮します。

　・東面、南面の各出入口や１階からの利用者に対して、分かり易い位置に総合案内を設置します。

　・利用者の利便性を優先し、市民ロビーを中心に南北両側に窓口エリアを設置します。

　・市民ロビーは、トップライトから吹き抜けを介して光が注ぐ空間とします。

　・北側及び南側の執務エリアは、外光の入る明るい執務室とします。
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5階平面計画
　

　・議会関連諸室を集約して配置しま

す。

　・カフェや展望ロビーを設置し、市

民利用スペースを充実させます。

　・屋上テラスは、緑化を行います。　

屋上平面計画
　

　・太陽光発電パネルを設置し、壁面

設置の太陽光発電パネルと共に、

自然エネルギーを利用します。

　・非常用発電機を設置し、非常時に

備えます。

　・トップライトは下階の吹抜廻りに

採光をもたらします。

４階平面計画
　

　・中央の吹き抜け廻りを中心に対

面した窓口を設けます。

　・執務スペースはオープンな間仕

切りのないスペースとします。

3階平面計画
　

　・北側には、市長室をはじめとす

る理事者スペースや災害復旧拠

点となる災害対策関連諸室を配

置し、迅速な災害復旧活動に対

応できる計画とします。
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5．立面計画
　

1．基本的考え方

　　外装色は、周囲の景観に調和するアースカラーを基本とし、ボリュームを分節化することで周辺への圧迫感を軽減する計画とします。

　　市民利用エリアに面する外装は、ガラスをメインとし、アクティビティや賑わいが街に表出する設えとします。　

　・外装材料

　　　メンテナンス性に配慮し、耐久性の高い材料を選定します。

　・外部騒音対策

　　　近接するJR騒音対策として、外装は30dBの透過損失を確保することを目標とし、適切な遮音等級を構成するサッシと防音ガラス

の併用を原則とします。特に近接する西面については、開口を限定的に設けるデザインとします。

　・太陽光発電パネルの設置

　　　南側壁面には、太陽光発電パネルを設置し、市の環境姿勢をJR乗車客へもアピールするものとします。

　・外断熱工法の採用

　　　断熱材で躯体を外側から包む外断熱工法の採用を検討します。

東立面図 南立面図

西立面図北立面図
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6．断面計画
　

　・敷地のレベル差を建物内部で解消する計画とし、１階は道道レベルからフラットにアクセスできる計画とし、現中央会館機能、保健

センター、地域子育て支援センターを集約配置します。

　・２階は、駐車場レベルに設定し、市民利用の多い主要窓口を配置し、3・4階に執務室、5階に議会機能と展望ロビーやカフェを配置

する計画とします。

　・２階から5階までを繋ぐ吹抜を設置し、窓口廻りにトップライトからの光が差し込む空間とします。

断面図1

断面図2
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7. 内装計画 

 

1.基本的考え方 

内装はシンプルなデザインとし、永きにわたり親しまれる庁舎を目指します。 

材料の選定にあたっては、メンテナンスに配慮します。 

 ①執務室の床は OA フロアとし、仕上げは張り替えの容易なタイルカーペットとします。 

 ②議場等の内装材は、一部に温かみや地域性が感じられる木（道産材）の使用を検討します。 

 ③主として職員利用となる諸室については、コスト・機能・耐久性を考慮し、経済設計に配慮した内装とします。 

 ④内装色は、無彩色に近いシンプルなカラーを基本とし、サイン計画が引き立つような計画とします。 

 ⑤シックハウス対策を徹底し、F☆☆☆☆（フォースター）建材を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室名 床仕上 壁 天井 

ロビー・待合 磁器質タイル 

石膏ボード EP 

一部木煉杖パネル 

岩綿吸音板 

一部木調ルーバー 

執務室等 タイルカーペット 石膏ボード EP 岩綿吸音板 

議場 タイルカーペット 木練付パネル（不燃） 木ルーバー（不燃） 

正副議長室・応接室 タイルカーペット 

ビニルクロス 

一部木練付パネル 

岩綿吸音板 

健康教育・検査室（保健センター） 長尺ビニル床シート 

ビニルクロス 

腰壁：木煉付パネル 

岩綿吸音板 

活動室（地域子育て支援センター） 長尺ビニル床シート 

ビニルクロス 

腰壁：木練付パネル 

岩綿吸音板 

 

2 階市民ロビーイメージ 

主要居室の内装仕上表 

1 階地域子育て支援センター・活動室イメージ 

1 階ロビーイメージ 5 階カフェ・展望ロビーイメージ 
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09 構造計画・設備計画 

8. 構造計画 

 

１．基本方針 

・「機能性」、「快適性」、「安全性」を満足する空間を提供するとともに、建物の耐久性や経済性にも配慮した構造

設計を実現することに努めます。 

・当建物は公共性が高く、災害復旧拠点施設として機能することが必須のため、架構の設計にあたっては、重要度

係数を考慮し、高い耐震性を有する計画とします。 

 

2．地盤条件と基礎計画 

・当建物周辺には、浮石質凝灰岩、砂、礫、火山灰、火山灰質粘土よりなる段丘面と中の沢・輪厚川より氾濫し堆

積した礫や砂、粘土よりなる扇状地堆積物が広がっています。 

・直接基礎とした場合、基礎底面は標高 10.0m 付近となりますが、この深度ではＮ値の大きい安定した地盤は出

現しません。 

・概ねＮ値 30 以上を示す礫混じり砂層が標高 7m 付近から出現するため、この層を支持層とした直接基礎＋ラ

ップルコンクリートまたは地盤改良が考えられます。 

・今後液状化の有無についての調査結果に基づき、経済的かつ合理的な基礎形式を決定します。 

 

 

3．架構計画 

・架構形式は大スパン空間に適した鉄骨造を採用し、フレキシビリティの高い執務スペース、共用スペースを確保

します。 

・建物中央に 6.4m グリッドを主体としたコアを配置し、その外周部に 9.6m～16.0m の大スパン架構を配置し

ます。 

・平面形、断面形は偏心率、剛性率が満足され、バランスよい形態とします。 

・事務スペースやロビーは、将来の用途変更に対応できるよう、積載荷重に余裕を持った設計を行います。 

 

 

４．耐震性能 

・高い耐震安全性を確保することで、大地震後、構造体の補修をすることなく建物を使用できることを目標とし、

人命の安全性確保に加えて施設の機能確保を図ります。 

・当建物は災害応急対策活動に必要な重要拠点として位置づけられるため、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基

準」に準拠し、必要とされる建物の耐力（必要保有水平耐力）に対する建物の保有する耐力の比率を 1.5 倍以上

確保します（重要度係数 1.5）。 

・大地震時の建物の変形（層間変形角）を 1/100 以内とします。 

 

 

 

 

9. 設備計画 

 

1.基本的考え方 

 ①災害時への安全・安心を確保した庁舎 

・災害時における給水・排水・電源機能を維持する計画とします。 

・災害・防災活動が想定される会議室等の空調・換気設備及び照明・コンセント等の機能が維持できる 

 計画とします。 

 

 ②自然環境に優しい庁舎 

・再生可能エネルギーの１つである「地中熱」を利用します。 

・空調負荷の適正なゾーニングを行います。 

・空調・換気設備の適正な運転制御のできる設備計画とします。 

・自然エネルギーを有効利用した太陽光発電システムを計画します。  

・照明器具には消費電力の少ないＬＥＤを採用します。 

・照明は人感センサー及び明るさセンサーにより昼光制御をします。 

 

 ③経済性・メンテナンス性に配慮した庁舎 

・イニシャルコスト（工事費）とランニングコスト（維持管理費）のバランスを考慮した計画とします。 

・有資格者が不要なシステムを計画します。 

・維持管理が容易なシステムを計画します。    

・機器は汎用品を採用し、メンテナンス、機器更新に配慮します。    

・管理を一元化することで運転効率の向上を図ります。    

・機器増設、更新を容易にできる拡張性のあるシステムを構築します。    
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10. ＢＣＰ計画（非常時機能持続計画） 

    

1.基本的考え方 

災害発生時、市民の生活を守る災害復旧拠点としての機能を維持できる庁舎とします。 

①災害（地震・水害・台風・火災等）に強い建築計画 

②機能を維持・継続できる設備計画 

③防災活動拠点となる機能の整備 

 

 

 地震時の被害の防止対策メニュー 分野 対策内容 

耐震性の強化 全般 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準により、構造体はⅠ類（重要度係数 1.5 倍）、建築非構造部材は A 類、建築設備は甲類とする。 

天井の落下防止 建築 

天井が落ちない様、天井下地（LGS ハンガー、クリップ）を補強する。 

天井と壁にクリアランス（隙間）を設けた「エキスパンジョイント」を採用する。 

照明器具、空調機の落下防止 電気・空調 照明器具、空調フェースはワイヤー等で天井下地と結び、落下を防止する。 

空調機の落下防止 空調 

可能な限り床置き型空調機の採用を図る。 

天井内空調は吊りボルトを短くし、空調機の振動を抑える。 

吊りボルトが 1ｍ以上の場合は、耐震振れ止めを設置する。 

配管・ダクトの落下防止 空調・衛生 建築設備耐震設計・施工指針に従う。 

物の壁・床からの転倒防止 電気・空調・衛生 床置き機器は設計水平震度に応じたアンカーで固定する。 

サッシ層間変位・ガラスの破損対策 建築 サッシ形状は適切な層間変位を確保する。 

重要設備機器に対する対策 建築 サーバー等の重要機器については、床免震や免震ラックの導入を検討する。 

   

地震発生後からの運用時の対策メニュー 分野 対策内容 

電気の確保 電気 

停電時、自家発電設備が自動起動により稼働する。 

自家発電設備の燃料は、オイルタンクから供給する。備蓄量は、3 日間分を確保する。 

建物内の電気供給は、災害直後、大災害、中災害、小災害、など災害規模に応じたパターンを設定する。 

給水の確保 衛生 

飲用水：受水槽を利用する。 

雑用水：消火水槽と兼用しトイレ洗浄水として利用する（3 日分の確保）。 

汚水の排水 衛生 地下ピットに汚水貯留槽を設置する（7 日分の確保）。 

エレベーター災害時対応 エレベーター 災害後のエレベーターは自家発電により運転を可能とする。 

排煙 建築 自然排煙できるサッシ構造とする。 

   

地震以外の災害の対策メニュー 分野 対策内容 

水害対策 建築 非常用発電機等の重要設備は最上階に設置する。 

台風対策 建築 ガラスの耐風性能を確保する。 

火災対策 建築 

避難階段は、分散配置し、安全な 2 方向避難経路を確保できる計画とする。 

1 階・2 階共に避難階とし、直接屋外へ避難可能な計画とする。 
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11．省エネルギー計画
　

　外部負荷の抑制

　・外断熱、断熱サッシ、高性能ガラスの採用により、外部からの負荷を最小限に抑える計画とします。

　再生可能エネルギーの利用

　・壁面及び屋上に太陽光発電パネルを設置し、省エネルギー化を図ります。

　・年間を通して安定した地中熱を利用し、地中熱ヒートポンプにより空調を行います、

　高効率システムの採用

　・執務室は、居住域に効率的に空調できる床吹き出し空調方式を採用します。

　・LED照明、昼光センサー、人感センサーの採用により、経済的かつ効率的な照明計画とします。

外断熱の採用

地中熱ヒートポンプの

LED照明の採用

冬季の採熱 夏季の放熱

地熱採熱管

議場

執務室

執務室

執務室

執務室

執務室

執務室

吹抜

床吹出空調

南面外壁に太陽光発電パネルを設置

展望ロビー・カフェ

多目的室

トップライトによる自然光の確保

屋上緑化による断熱効果

トップライトによる自然光の確保

断熱サッシ+高性能ガラス

昼光センサーによる照明制御

地域子育て支援センター

議会関連諸室
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12 バリアフリー計画・サイン計画 

12. バリアフリー計画 

 

1.基本的考え方 

 ユニバーサルデザインに基づき、車いす利用者やベビーカー・シルバーカーの利用者など、すべての人が 

 わかりやすく利用しやすい施設を目指します。 

2.動線計画 

 ①屋内 

・敷地のレベル差を考慮し、1階・2階どちらからでもフラットにアクセス可能な計画とします。 

・各階は、原則として段差の無いフラットな床とします。 

・正面玄関からわかりやすい位置に階段・エレベーターを配置します。 

②屋外 

・1階、2階それぞれのレベルからアクセス可能な計画とし、それぞれのレベルに駐車場を配置します。 

・歩車分離を原則とし、歩行者と自動車の交錯は避けます。 

3.安全性への配慮 

・1階、2階それぞれが接地するため、両階とも避難階となります。 

・吹抜に面する階段は幅150ｃｍ以上、けあげ16ｃｍ以下、踏面30ｃｍ以上とします。 

4.駐車場計画 

・車いす利用者等専用駐車場を1階出入口近傍及び2階入口近傍に設置します。 

・車いす利用者等専用駐車場には庇を設け、駐車場から建物入口までスムーズな移動経路を確保します。 

5.エレベーター計画 

・全ての方が利用できるよう下記の項目を整備します。 

 ・手すり ・鏡 ・車いす利用者用操作盤 ・点字名板 ・音声アナウンス装置 

・車椅子対応だけでなく、ストレッチャーにも対応出来るエレベーターを配置します。 

6.トイレ計画 

・各階には一般トイレの他、車いす利用者等が利用しやすい多機能トイレ（オストメイト対応）を設置します。 

7.開かれた議会に相応しいバリアフリーな環境整備 

・車いす利用者が傍聴できるスペースを設置します。 

・傍聴スペース以外に議会中継を見られるシステムを導入し、多様な傍聴環境を整備します。 

8.誰でも利用しやすい窓口カウンター  

・窓口にはハイカウンターとローカウンターを設け、利用目的に適したカウンターを配置します。 

9.その他 

「バリアフリー法」「北海道福祉のまちづくり条例」「北広島市福祉環境整備要綱」に基づき、誰もが使いやすい

施設を計画します。 

 

 

 

 

 

13. サイン計画 

 

1.基本的考え方 

 誰にでも見やすく分かりやすいサイン計画を提案します。 

2.調和のとれたサインデザイン 

・サインを色彩計画と共に分かりやすいデザインとします。 

サインの背景となる壁面・天井の色や、素材、照明位置を考慮しながら見やすいサインデザインとします。 

・執務空間に適したシンプルなデザインとします。 

・道産木材を一部に利用した、執務空間に適したシンプルなサインデザインとします。 

3.多様な手法によるわかりやすいサインデザイン 

・フロア案内板 

主要な出入口となる 2 階には、総合受付カウンターを設置すると共に総合案内板を設置します。 

各階のエレベーター付近には各階の案内板をわかりやすく配置します。 

車いす利用者、高齢者・子どもに見やすい案内表示、表示高さ、文字サイズとします。 

・ピクトグラム 

言語にかかわらず絵で理解できるピクトグラム（絵文字）を採用し、表示の大きさ・配色・コントラストに 

配慮した、わかりやすい表示とします。ピクトグラムは、ＪＩＳにて定められた案内図記号を用います。 

4.だれにも優しいサインデザイン 

・サイン色彩 

高齢者の視界黄変化に配慮し、明度差の大きな配色計画とします。また、寒色系の併用、白と黄色の組合せ

を避けた計画とします。 

・サイン設置位置 

誰もが見やすい位置にサインを設置します。 

近距離で視認するサインについては、立位の人及び車いす利用者両者の視点の中間となる高さに設置します。 

・点字表示等 

エレベーター、階段手すり、案内板など点字による誘導を行います。 

誘導ブロックについては、わかりやすい単純な誘導となるよう配慮します。 

・使用者、使用頻度を考慮したサインデザイン 

サインの重要度や目的を考慮したサインデザインとします。また、外国籍の方等様々な利用者を想定し、利

用上に合わせ、適切に多言語併記を行います。 
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