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敷地与条件等の調査整理 
1.1 敷地の現況及び周辺環境 

現地調査等により、前面道路及び接道状況、敷地の形状、既存インフラ（上水道・電気・通信

等の引込、雨水排水、下水排水）の状況等を把握する。 

また、地形、緑地等の自然条件、道路、周辺の土地利用状況及び町並み等について把握する。 

 

1.1.1 道路 

計画地周辺の道路の状況は図 1-1 のとおりである。 

敷地の北側に幅員が 6m 以上の道路があり、敷地の東側や西側には、幅員が 4m 未満の道路が

多くみられる。 

 

 

図 1-1 計画地周辺における道路状況 
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1.1.2 敷地形状・周辺状況 

計画地はほぼ平坦な地形となっており、東側には駐車場が配置されている。 

計画地の北側には近鉄御所駅及び JR 御所駅があり、周辺には国道や県道等の幹線道路がある。

また、計画地の周辺には社寺仏閣や古墳があり、警察署や学校等の公共施設が位置している。 

 

 

図 1-2 計画地周辺図 

図 1-3 計画地現地写真 

  

計画地の状況 計画地の状況（東側駐車場） 



3 

1.1.3 既存インフラ 

(1) 上水道 

計画地周辺の上水道の状況は図 1-4 のとおりである。 

 

図 1-4 計画地周辺における上水道状況 

 

(2) 下水道 

計画地周辺の下水道の状況は図 1-5 のとおりである。 

 

図 1-5 計画地周辺における下水道状況 
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(3) 電気・通信 

計画地周辺の電気設備等の状況は図 1-6 のとおりである。 

 

図 1-6 計画地周辺における電気設備状況 

 

(4) ガス 

計画地周辺においては、既設のガス供給のための本支管や引込管等の埋設管はない。 

 

1.1.4 自然条件 

御所市は奈良盆地に位置しており、年間を通して概ね温暖な内陸性気候である。概ね雨は少な

く、夏はむし暑く、冬は底冷えが厳しくなる。 

計画地周辺においては、掖上博多山上陵の一部が急傾斜地崩壊の恐れのある区域として指定さ

れているが、その他の災害の危険性は少なく、御所市内においても気象災害による被害は少ない。 
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1.2 関係法令・官公庁関係の条件 

1.2.1 計画地の概要 

建築基準法及び都市計画法による計画地に係る各種規制等の概要を表 1-1 に示す。 

表 1-1 敷地概要及び主な法制度の概要 

  

項目 内容 備考 

敷地概要 所在地 御所市三室 111 番地 旧御所市市民会館・ 

中央公民館跡地 敷地面積 約 8,600 ㎡ 

法制度の

概要等 

用途地域 第 1 種住居地域 都市計画区域全図 

建ぺい率 60％ 

容積率 200％ 

高度地区 15m 

防火地域 なし 

高さ制限 なし 建築基準法 55 条第 1 項 

外壁後退 なし 建築基準法 54 条第 1 項 

道路斜線制限 勾配 1.5（適用距離 20m） 建築基準法 56 条第 1 項 1 号 

隣地斜線制限 31m＋勾配 2.5 建築基準法 56 条第 1 項 2 号 

北側斜線 なし 建築基準法 56 条第 1 項 3 号 

日影規制 5m：4 時間、10m：2.5 時間

平均地盤面からの高さ：4m

建築基準法 56 条第 2 項および

奈良県建築基準法施行条例 

地区計画 なし － 
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1.2.2 関連法令等 

(1) 文化財保護法による埋蔵文化財包蔵地 

埋蔵文化財包蔵地は、文化財保護法により開発事業を行う場合に都道府県・政令指定都市

等の教育委員会に事前の届出を行い、場合よっては試掘調査が必要となる。 

そのため、当該箇所において工事を行う場合、調査未実施箇所に留意し、発掘調査が必要

となる可能性がある。 

 

 

図 1-7 計画地周辺における埋蔵文化財包蔵地 

 

(2) 大和川流域における総合治水の推進に関する条例（奈良県） 

奈良県では、大和川流域内の雨水が河川へ急激に流入することを抑制するための治水対策、

流域対策及び土地利用対策の三つの対策を中心とした総合治水を推進することを目的として、

「大和川流域における総合治水の推進に関する条例」を制定している。 

（仮称）御所市防災市民センター計画地は、「開発区域が 0.1 ヘクタール以上」であるため、

「大和川流域における総合治水の推進に関する条例」により、防災調整池等の設置が義務付

けられている。 
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(3) 御所市開発指導要綱 

（仮称）御所市防災市民センターは、「開発区域が 500 平方メートル以上」であり、「地上

階数が 3 以上又は高さ 10 メートルを超える建築物」となることが想定され、市の開発指導要

綱に基づく協議が必要となる。 

市の開発指導要綱においては、「開発事業を施行しようとする場合、関係法令に基づく手続

を行う前に、あらかじめ市長に、申し出て、この告示に基づく協議をしなければならない。」

と定められている。 

本事業に関連する主な項目を以下に示す。 

 

第 6 条  関係する自治会及び利害関係者に対し、開発事業に係る計画内容をはじめ、工

事施行内容、地域安全対策、公害等広範囲に関する事項について十分理解と協力

を得られるよう積極的に説明を行い、特に必要な事項については、覚書を締結す

る等合意の形成を図るよう努める。 

 

第 10 条  排水施設について開発区域及び周辺の地形、降水量、水利その他を勘案し、市

長及び関係地区住民と協議し、県審査基準集及び御所市開発指導要領に基づき計

画しなければならない。 

 

第 11 条  開発事業に係る計画を策定する場合、事前に給配水に関する基本的事項につい

て水道事業管理者の権限を行う市長に協議しなければならない。 

 

第 12 条  開発区域内における汚水処理については、次のいずれかによるものとする。 

(1) 公共下水道方式 

(2) 浄化槽方式（集中浄化施設を設置する場合を含む。） 

(3) 汲み取り方式 

 

第 17 条  交通安全施設について、規模、設置場所、方法等を市長及び関係機関と協議の

うえ、設置しなければならない。 

 

第 19 条  消防水利施設の設置は、所轄の消防署長と協議の上、その同意を得るものとする。 

 

第 23 条  この告示に基づく事前協議を行うまでに、開発事業区域内及びその周辺の埋蔵

文化財等の有無について、御所市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に確

認し、文化財がある場合、その取扱い等について協議しなければならない。 
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1.3 上位関係計画の把握 

(1) 御所市第 5 次総合計画（平成 23 年 10 月） 

御所市第 5 次総合計画は、将来像や施策の大綱から構成される基本構想と施策ごとの計画

で構成される基本計画からなり、平成 23 年（2011 年）4 月 1 日から平成 33 年（2021 年）3

月 31 日までの 10 年間を計画期間としている。「自然と笑顔があふれる 誇れるまち」をまち

の将来像として掲げ、行政と市民の協働によって、将来像の実現に向けた基本計画を進める

としている。本事業の関連事項として以下の内容が挙げられる。 

 

第 2 編 基本構想 

第 1 章 御所市の将来像 

■1. まちづくりの理念と将来像 

 

 

  

― 抜粋 ― 

1. 市民が主役の支えあいのまちづくり 

市民が主体的にまちづくりに関われる体制を整え、市民が街に関わる活動を通し

て、お互いを思いやり、ともに支えあいながら活き活きと暮らせるまちをめざしま

す。 
 

2. 安全・安心 ゆとりの暮らしができるまちづくり 

都市基盤が整い自然環境が充実した住みよい住環境を創造するとともに、保健・

医療や地域福祉体制が構築された誰もが安全で、安心な暮らしができるまちをめざ

します。 
 

3. 文化・産業を育み活力を生み出すまちづくり 

学校と家庭や地域との連携が取れた教育を進め、だれもが楽しく学べる環境を作

ります。また地域の文化を伝承していくとともに、地域資源を活かした観光や産業

を振興しながら活力のあるまちをめざします。 
 

以上の 3 つの理念のもと、 

将来像「自然と笑顔があふれる 誇れるまち」をめざしていきます。 
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第 2 章 施策の大綱 

■1. 住み続けたいまちづくり 

 

■3. 学びあい歴史文化にふれあえるまちづくり 

 

第 3 編 基本計画 

第 1 章 住み続けたいまちづくり 

■4. 安心して暮らせるまちづくり 
  

― 抜粋 ― 
「安心して暮らせるまちづくり」 
市民が安全・安心に暮らせるように消防、救急・救助体制や防災・防犯体制な

どの充実と強化を図り、耐震化等の基盤整備も進めていきます。 
また防災・防犯や交通ルールなどに対する市民への普及啓発を進め自主防災組

織の構築など地域での活動を支援し、公助・自助・共助による安全・安心なまち

づくりをめざします。 

― 抜粋 ― 
「生涯学習の充実」 
スポーツや趣味の活動など市民の身近な取り組みを通じて老若男女を問わず

生涯学習意欲を向上させるとともに、市民のだれもが学びたいときに学べる環境

づくりや体制づくりをめざします。 
 

「コミュニティ活動の促進」 
これまでの地域のコミュニティの活動を軸にしながら、各種市民活動などの更

なる展開を支援することでコミュティ活動を促進し、市民の主体的なまちづくり

を促進します。 

― 抜粋 ― 
施策の目標 
■市民が安全・安心に暮らせるように消防、救急・救助体制や防災・防犯体制などの

充実と強化を図り、耐震化等の期本整備も進めていきます。 
■防災・防犯や交通ルールなどに対する市民への普及啓発を進めます。 
■自主防災組織の構築など地域での活動を支援し、公助・自助・共助による安全・安

心なまちづくりをめざします。 
 
取り組み項目 行政がすること 市民が協力できること 
災害に備え
る体制の整
備及び強化 

円滑な防災対策と被害の軽減を図るた
め、地域防災計画等を踏まえ、災害に
備えた備蓄品、防災情報の伝達、各種
防災訓練の実施など、災害に備えた体
制の整備及び強化を図る。 

自治会や校区ごとに訓練
する。 
地域防災を自主的に考え
る。 

建築物の耐
震化の推進 

各種補助制度の活用による公共施設及
び既存建築物の耐震診断及び改修な
ど、建築物の安全性の向上を推進する

建築物の耐震化に努め
る。 

地域防災力
の向上 

「自らの地域は自らで守る」という自
助・共助意識を培い、自主防災会の設立、
支援に取り組む。また、各種研修、講習
会への参加、地域の防災リーダーの育成
を促し、地域防災力の向上に努める。 

高齢者、障がい者などに優
しいコミュニティを基軸
とした住民による自主防
災体制の整備、確保（市民
主体によるまちづくり）。 
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第 3 章 学びあい歴史文化にふれあえるまちづくり 

■2. 生涯学習の充実 
 

第 3 章 学びあい歴史文化にふれあえるまちづくり 

■4. コミュニティ活動の促進 
 

― 抜粋 ― 
施策の目標 
■スポーツや趣味の活動など市民の身近な取り組みを通じて老若男女問わず生涯学

習意欲の向上を図ります。 
■市民の誰もが学びたいときに学びやすい環境づくりや体制づくり、活動や発表の場

づくりをめざします。 
 
取り組み項目 行政がすること 市民が協力できること 
生涯学習の
促進 

市民の生涯学習意欲を高めることを目
的に、子どもから大人まで幅広い年齢
や目的に応じた社会教育事業を企画・
実施することにより、広範な生涯学習
環境づくりを促進する。 

公民館活動
の促進 

公民館は、生涯学習の拠点として、ま
た地域住民の身近な交流・学習の場と
して大きな役割を果たしており、その
さらなる推進と主催事業の教室・講座
の習得内容の充実を図り、さらに学習
意欲を高める事業を行う。 

スポーツ施
設の充実 

屋内スポーツの拠点となる市立体育館の
建設に向けて、財政状況を踏まえながら
計画を進めていく。また、老朽化してい
る既存施設の改築は整備計画を立てなが
ら進める。 

 

― 抜粋 ― 
施策の目標 
■これまでの地域でのコミュニティ活動を軸にしながら、各種市民活動などの更なる

展開を支援することでコミュニティ活動を促進します。 
■地域におけるコミュニティ活動の中心となる集会所施設の整備を図ります。 
■地域単位での自治会組織の確保・維持に対する支援を行います。 
■地域の問題は地域で解決する地域福祉の実践に向けた取り組みを進めます。 
 
取り組み項目 行政がすること 市民が協力できること 
地域防災力
の向上 

「自らの地域は自分らで守る」という
自助・共助意識を培い、自主防災会の
設立、支援に取り組む。また、各種研
修、講習会への参加、地域の防災リー
ダーの育成を促し、地域防災力の向上
に努める。 

高齢者、障がい者などに
優しいコミュニティを基
軸とした住民による自主
防災体制の整備、確保（市
民主体によるまちづく
り）。 

公民館活動
の促進 

公民館は、生涯学習の拠点として、ま
た地域住民の身近な交流・学習の場と
して大きな役割を果たしており、その
さらなる推進と主催事業の教室・講座
の習得内容の充実を図り、さらに学習
意欲を高める事業を行う。 

 



11 

(2) 御所市都市計画マスタープラン（平成 23 年 4 月） 

御所市都市計画マスタープランは、長期的な視点に立ち、将来の都市像を示すもので、将

来の都市像実現に向けての大きな筋道を明らかにするものとして、目標年次平成 32 年（2021

年）を見通した全体構想である。本計画のうち、本事業の関連事項として以下の内容が挙げ

られる。 

 

第 1 部 全体構想 

3. まちづくりのテーマ 

  ― 抜粋 ― 
「基本テーマ」 
～住み心地の良いまち、住み続けたいまちづくり～ 

人口減少、世帯数減少、生産年齢人口の減少等が進んでいます。これは、本市に限ったこと

でなく、周辺の市町村、奈良県全土で進んでいる現象であり、今後どこの地域でも住む人が減

少していくことが予測されています。 

また、市民アンケートでは市外に引っ越したいとする回答が 16.2%と 1 割を超える結果とな

っています。 

このような現状と将来を見据え、今住んでいる人が心地よく暮らすことができ、市内にずっ

と住み続けたいと思えるまちをつくっていくことが、御所市の も基本的なテーマです。 

 
「3 つのテーマ」 
活力・賑わいのあるまちづくり 
人口減少、少子高齢化が進展する中、生活基盤の安定や雇用の場を確保するため、産業の活

性化を優先的に推進していきます。 

また、JR 御所駅及び近鉄御所駅は、駐車場・駐輪場の充実、公共交通機関のターミナル機

能の強化等の交通結節機能を強化するとともに、葛城山をはじめとする観光レクリエーション

地へのアクセス拠点としての機能強化も図り、人・情報が集積する拠点づくりを進めます。特

に市街地中心部は、商店街や古くからの町並みの集積を活かし、市民と観光レクリレーション

客が交流する観光交流ゾーンとして、活力や賑わいの創造を図っていきます。 

一方で、車依存型の生活スタイルに対応し、車でのアクセスが容易で市民の利便性が高い場

所に商業拠点を新たに形成します。 

 

個性的で魅力的なまちづくり 
本市には、葛城山・金剛山、巨勢の道・高野街道などの自然、ハイキングコース、散策路、

社寺・文化財、名柄の町並み、御所まち等の歴史・文化資源が豊富にあり、これらを磨き、個

性的で魅力ある地域資源として発信していきます。 

特に、市街地中心部に位置する御所まちについては地元住民の歴史的町並みに対する関心も

高く、市民主体のまちづくりを進めることによって、他にはない個性的で魅力溢れるまちを目

指します。 

 
市民が主役のまちづくり 
不安定な社会経済、人口減少、少子高齢化社会において心豊かな地方都市の生活を実現して

いくためには、市民が主人公となり、自らの手で進める都市づくりを目指します。 

都市計画マスタープランは、策定後、市民が市全体の将来ビジョンを思い描き、まちづくり

プロジェクト別にその役割を理解しながら、自ら実践していく住民主体のまちづくりの指針と

なることを目指します。 
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第 1 部 全体構想 

3. 都市計画の方針 

図表 5-1 土地利用方針図 
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(3) 御所市地域防災計画（平成 28 年 4 月） 

御所市地域防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定に基づき、市、

事業者、行政がともに災害に対する備えを行い、災害発生時に連携して災害対応を行うため

の災害対策を示したものである。本計画のうち、本事業の関連事項として以下の内容が挙げ

られる。 

 

1. 計画の概要 

■計画の基本方針 

自助・共助の促進による自主防防災体制の確立 

市、県、関係市町村、防災関係機関及び住民、企業それぞれの役割と連携 

防災関係機関相互の協体制の推進 

ハード対策及びソフト対策を組み合わせた災害対策事業の推進 

過去の災害の教訓を踏まえた対策の推進 

関係法令の遵守 

避難行動要援護者等の多様な視点を生かした対策の推進 

男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立 

 

3. 災害予防計画 

■災害応急活動への備え 
  
 

 

  

防災中枢施設

の整備 

・災害対策本部となる市役所の防災機能の向上 
・災害発生時に応援部隊の受け入れ及び活動拠点、物資輸送

拠点として御所市民運動場、同第２グラウンドを位置づけ

る 

地域防災拠点

の整備 

・地域防災拠点（指定避難所）と災害対策本部の通信設備の

充実 
・防災用資機材、常糧等の備蓄など、防災機能の充実 

緊急⻝料、 

生活物資等の

確保体制整備

・市は公共施設、⼩学校など 20 ヵ所に重要物資を備蓄 
・他に必要な物資の確保のため、民間業者等と緊急時の物資

調達に関する協定を締結するなど確保体制を整備 
・市民は自助として、３日分の食料、水（１日１人あたり３

リットル）、常備薬、衣類等を非常持ち出し品として用意

する努力を実践 
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(4) 御所市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 3 月） 

御所市公共施設等総合管理計画は、公共施設マネジメントを進め、公共施設等の 適化を

図り、市の貴重な財産として次の世代に継承していくために、公共施設マネジメントの基本

的な考え方や、推進にあたっての体制などが示されている。本計画のうち、本事業の関連事

項として以下の内容が挙げられる。 
 

第 4 章 公共施設マネジメントの基本的な考え方 

■考え方 3 施設の長寿命化と安全性の確保 

 

 

第 6 章 施設分類別の方針 

1. 公共施設 

（２）集会施設 

 

（６）文化施設 

 

― 抜粋 ― 
・中央公民館（三室）は、耐震性がなく、現在休止しているため、隣接する市民

会館や中央公民館分室と合わせた除却や再整備など、早急に施設のあり方を検

討します。 

― 抜粋 ― 
・市民会館は、耐震性がなく、現在休止しているため、隣接する中央公民館（三

室）や中央公民館分室と合わせた除却や再整備など、早急に施設のあり方を検

討します。 



15 

(5) 奈良県景観計画に定める景観形成の基準 

（仮称）御所市防災センターの整備にあたっては、奈良県景観計画に定める景観形成の基

準に則り、行為地面積の 3％以上の緑化面積を確保する必要がある。 

本事業に関連する景観形成の基準の主な項目を以下に示す。 

 

建
築
物
の
新
築
又
は
移
転
等 

配
置
、
規
模
及
び
高
さ 

（ 一般区域及び広域幹線沿道区域） 
1 良好な周辺景観との調和に配慮した配置、規模及び高さとすること、 
2 山稜の近傍にあっては、稜線を乱さないよう配慮した配置及び高さとすること。
3 歴史的な街並み等街路景観が整っている地域にあっては、周辺との連続性に配

慮した配置とすること。その他の地域にあっては、原則として、道路の境界線
から１ｍ以上後退した配置とすること。 

4 行為地の周辺に山林等樹木が多くある場合は、周辺の樹木の高さに配慮した高
さとすること。 

5 行為地内に歴史的な遺構や良好な樹木等がある場合は、これをできる限り保全
し、活用すること。 

（広域幹線沿道区域） 
6 塔屋等は、道路の軸線方向の遠景に配慮した配置、規模及び高さとすること。

形
態
及
び
意
匠 

（ 一般区域及び広域幹線沿道区域） 
1 良好な周辺景観との調和に配慮した形態及び意匠とするとともに、建築物全体

としてバランスのとれた形態及び意匠とすること。 
2 歴史的街並みや集落又はこれらの地域及び歴史的な遺産の周辺にあっては、で

きる限り勾配屋根とすること。 
3 道路等の公共の場所に面する部分は、歩行者等に圧迫感、威圧感を感じさせな

いよう配慮した形態及び意匠とすること。 
4 外壁又は屋上など外部に設ける建築設備※２ は、原則として、露出させないよ

うにすること。やむを得ず露出させる場合には、建築物本体及び良好な周辺景
観との調和に配慮した形態及び意匠とすること。 

5 屋外階段、ベランダ等を設ける場合は、これらを含む建築物全体の調和に配慮
すること。 

6 外観に光源等の装飾を施す場合は、使用する位置や量等に配慮すること。 
商業地域以外の地域にあっては、その光源等が形成する面積が、外観のうち各立面
につき、当該立面の面積の５分の１を超えないこと。 
（ 広域幹線沿道区域） 
7 塔屋等は、道の軸線方向の遠景に配慮した形態及び意匠とすること。 
色彩 1 色彩は、別に定める色彩に関する景観形成の基準（表 1・3）に適合す

るとともに、良好な周辺景観との調和に配慮すること。 
2 多くの色彩やアクセント色を使用する場合は、使用する色彩相互の調
和、使用する量のバランスに配慮すること。 

素材 1 良好な周辺景観との調和に配慮した素材を使用し、特に反射光のある素
材を使用する場合は使用する位置や量等に配慮すること。 
2 歴史的街並みや集落の整っている地域又はこれらの地域及び歴史的な
遺産の周辺にあっては、地域の景観特性を特徴づけている伝統的素材（木、
土、漆喰等）の活用に配慮すること。 

緑化 1 行為地が道路に面する部分は、出入り口、門、塀等を設置する部分を除
き、樹木等により緑化し、かつ、行為地内の緑化面積※ ３は行為地面積の
３％以上とすること。緑化にあたっては、 
郷土種を用いるなど、樹種の選定に配慮し、良好な周辺景観との調和を図
ること。 
2 住宅地にあっては、周辺の樹木と調和のとれた生垣や樹木とするよう配
慮すること。 
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1.4 既存施設の把握 

計画する施設機能に該当する既存施設の概要を整理する。 

表 1-2 御所市民会館の概要 

表 1-3 御所市中央公民館の概要 

 

  

施設名 御所市民会館 

竣工年 昭和 48 年 11 月 

敷地面積／延床面積 7,358.0 ㎡／2,922.0 ㎡ 

構造／階数 RC 造／地下 1 階、地上 3 階建 

施設概要（諸室名） ホール、楽屋（2 室）、リハーサル室 

駐車台数 70 台 

施設写真（外観、防災機能等） 

 

施設名 御所市中央公民館（三室） 

竣工年 昭和 48 年 11 月 

敷地面積／延床面積 1,538.6 ㎡／1,491.3 ㎡ 

構造／階数 RC 造／地上 3 階建 

施設概要（諸室名） 和室、大・中・小会議室、特別室（3 室）、控室、調理実習室、

図書室、研修室 

駐車台数 100 台 

施設写真（外観、防災機能等） 
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表 1-4 御所市中央公民館分室の概要 

 

  

施設名 御所市中央公民館分室 

竣工年 平成 3 年 7 月 

敷地面積／延床面積 1,967.0 ㎡（登記）／356.4 ㎡ 

構造／階数 事務所：LS 造／地上 2 階建、倉庫：プレハブ／地上 1 階建、

陶芸窯用建屋：CB 造／地上 1 階建 

施設概要（諸室名） 分室（6 室） 

駐車台数 0 台 

施設写真（外観、防災機能等） 
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1.5 類似施設事例調査 

同規模、同種の類似施設の概要を表 1-5～表 1-8 に整理する。 

表 1-5 生活文化情報センター（大阪府羽曳野市）の概要 

出典：施設ホームページ（https://www.lic-habikino.jp/facility/floormap/） 

  

施設名 生活文化情報センター（LIC はびきの） 

自治体 大阪府羽曳野市 

竣工年 平成 13 年 1 月 

敷地面積／延床面積 不明／不明 

構造／階数 不明／地上 3 階建 

施設概要（諸室名） ・音楽実習室 ・レッスンルーム ・会議室 

・セミナー室 ・録音スタジオ ・多目的スタジオ 

・視聴覚室 ・交流ギャラリー ・美術工作創作室 

・和室 ・パソコン教室 ・チャイルドルーム 

・教育研究所 ・ホール ・アトリウム ・交流広場 

・はびきの市民大学 ・はびきの市立中央図書館 

・テナント ・天体観測ドーム 

防災機能・特徴 ・府内初のパイプオルガンを設置したホール 

・専門書など幅広い蔵書を取り揃えた図書館 

・多目的に活用できるギャラリーやセミナー室 

・女性に配慮したトイレを設置 

施設写真（外観、防災機能等） 

 
外観          ホール 
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表 1-6 総合スポーツセンター（大阪府羽曳野市）の概要 

出典：施設ホームページ（https://hc-colosseum.jp/facilities/） 

  

施設名 総合スポーツセンター（はびきのコロセアム） 

自治体 大阪府羽曳野市 

竣工年 平成 9 年 10 月 

敷地面積／延床面積 不明／不明 

構造／階数 不明／地下 1 階、地上 2 階建 

施設概要（諸室名） ・フィットネスクラブ ・ギャラリー ・会議室 

・メインアリーナ ・サブアリーナ ・幼児室 

・浴室、サウナ ・シャワー室 ・放送室 

・スポーツ情報コーナー ・フリールーム  

・ウエイトリフティングルーム 

防災機能・特徴 ・363 席の可動式観覧席を設置（収納時は 2.5～3.0m の

幅となる） 

施設写真（外観、防災機能等） 

  

外観      メインアリーナ 
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表 1-7 王寺町防災コミュニティセンター（奈良県王寺町）の概要 

出典：王寺町ホームページ（http://www.town.oji.nara.jp/event/2972.html） 

  

施設名 王寺町防災コミュニティセンター（いずみスクエア） 

自治体 奈良県王寺町 

竣工年 平成 30 年 11 月 30 日 

敷地面積／延床面積 4,208.39 ㎡ 
（防災センター棟：2,692.08 ㎡、体育館棟：1,232.52 ㎡、

備蓄倉庫棟：283.79 ㎡） 

構造／階数 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）／地上 3 階建 

施設概要（諸室名） ・防災学習コーナー ・ギャラリー ・会議室 ・調理室

・アリーナ ・シャワー室 ・ホール ・多目的室 

・プレイロット ・和室 ・備蓄庫 

防災機能・特徴 ・1,000 人が避難できる床面積を確保 

・停電時に 3 日間の電力が賄える自家発電設備を設置 

・平常時の空調以外の電力が賄える太陽光発電システムを

設置 

・断水時にトイレの水を 3 日間使用できる貯水槽とポン

プ装置等を設置 

・下水道管は災害時に汚水を 3 日間貯められる汚水槽を

設置 

・防災情報や災害対策が学べる防災学習コーナーを常設 

・避難生活に必要な飲料水や食料、資機材を保管する備蓄

倉庫を設置 

・災害対策本部機能が設置可能 

施設写真（外観、防災機能等） 

  
外観          ホール 

 
アリーナ（体育館）         調理室 
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表 1-8 伊那市防災コミュニティセンター（長野県伊那市）の概要 

出典：伊那市ホームページ 

（https://www.inacity.jp/shisetsu/kominkan_senter/bousaikomyunithi/index.html） 

  

施設名 伊那市防災コミュニティセンター 

自治体 長野県伊那市 

竣工年 平成 30 年 4 月 

敷地面積／延床面積 不明／不明 

構造／階数 不明／地上 1 階 

施設概要（諸室名） ・多目的ホール（198 ㎡） ・創作室（59 ㎡） ・倉庫

・研修室（4 室：59 ㎡、54 ㎡、51 ㎡、45 ㎡） 

・談話コーナー ・和室（45 ㎡） ・調理室（64 ㎡） 

防災機能・特徴 ・大規模災害が発生時に市役所が被災した場合、対策拠点

施設として災害対策本部が設置される。 

・8 室の貸しスペースを平時利用可能。 

施設写真（外観、防災機能等） 

 

外観 

  
多目的ホール          調理室
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計画条件の検討事項 
2.1 施設のあり方 

（仮称）御所市防災市民センターは、市民活動の場の提供と市民生活の向上を図り、防災セン

ター及び地域のコミュニティ活動機能の拠点となる施設としての役割を担うことが期待されて

いる。 

（仮称）御所市防災市民センターのあり方については、上位計画や地域の現況等を踏まえ、以

下のように設定する。 

 

(1) 地域住民の防災拠点として、地域の防災機能を強化する 

（仮称）御所市防災市民センターは、地域防災の拠点として、災害時における情報管理や

支援活動の中心機能となるとともに、食料等を備蓄した地域住民などの避難者を収容するた

めの防災拠点として、地域の防災機能の強化を図る中心的役割を目指す。また、高齢者や障

がい者等の要配慮者にも対応した施設とし、誰もが利用することのできる防災拠点とする。 

 

(2) 様々な機会の創出により、多様な地域住民が交流する 

生涯学習活動や町内会、子ども会などの集まり、健康・体力づくり等の利用を通じた地域

住民の交流の場として、多様な活動、多世代の地域住民の交流の機会を広げ、住民相互の交

流ができる施設づくりを目指す。 

 

(3) 地域の福祉やボランティア活動を支援する 

地域の子どもや高齢者に対応し、全ての世代が互いに支えあい、暮らすことができるよう、

子育て支援スペース、ホームヘルパーや高齢者・障がい団体活動スペースなどを設け、地域

の健康増進や福祉、ボランティア活動を支援できる施設づくりを目指す。 

 

(4) 安全・安心で誰もが気軽に利用できる 

（仮称）御所市防災市民センターは、防災、コミュニティ活動、福祉・ボランティア活動

の支援、公共サービスなどの地域生活の拠点として、特定の団体等の活動の場だけではなく、

地域住民が日常的に利用し、立ち寄ることができる施設づくりを目指す。 
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2.2 災害発生時の施設収容者数および駐車台数の設定 

災害発生時における施設への避難者数および必要駐車台数について検討を行い、施設規模検討

の条件として、施設の収容者数および駐車台数を設定する。 

 

(1) 他自治体における洪水災害時の避難者割合の実績 

他自治体における近年の洪水災害において、実際に避難所へ避難した市民の割合を表 2-1

に示す。 

近年の洪水災害における避難者数は、人口の 10%程度となっている。 

表 2-1 他自治体における避難者割合 

 

(2) 計画地周辺における人口および世帯数 

計画地近傍の地区の市民が施設へ避難すると想定し、対象地区および対象地区の人口、世

帯数を表 2-2 に示す。 

対象地区の人口は 4,475 人、世帯数は 1,863 世帯である。また、徒歩 10 分圏内の地区の人

口は 1,410 人、世帯数は 642 世帯であり、徒歩 10 分圏外の地区の人口は 3,065 人、世帯数

は 1,221 世帯である。 

表 2-2 計画地周辺における町丁目別人口（平成 27 年国勢調査） 

 

  

災害発生年月 自治体 人口 避難者数（最大時） 人口比率

平成 27 年 10 月 茨城県常総市 約 64,000 人 約 6,200 人 9.6％ 

平成 30 年 7 月 岡山県倉敷市真備町 約 23,000 人 約 2,300 人 10.0％ 

地区名 
人口

（人）

世帯数

（世帯）
地区名 

人口

（人） 

世帯数

（世帯）

三室（三室新町含む） 869 398 栄町 293 114

宮前町 198 84 竹田 478 192

柳田町 343 160 東辻 465 173

国鉄御所駅前通り 268 108 蛇穴 720 286

御国通り（1,2,3 丁目） 146 53 幸町 695 295

小計（徒歩 10 分圏内の地区） 1,410 642

小計（徒歩 10 分圏外の地区） 3,065 1,221

合計 4,475 1,863

徒歩 10 分圏内の地区（計画地から約 700m 以内の地区） 
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図 2-1 計画地周辺における避難対象地区 

 

1) 収容者数の設定 

近年、豪雨災害等が激甚化しており、災害発生時の避難の重要性が高まっていることから、

人口に対する避難者割合を他自治体の倍程度の 20%と想定し、施設の収容者数を設定する。 

表 2-2 より、対象地区の人口は 4,475 人であり、避難者数は人口の 20％の 895 人である。 

対象地区人口 4,475（人）× 0.2 ＝ 895 ⇒ 避難者数 895（人） 

更に、帰宅困難者や観光客、避難所運営スタッフ等の人員を考慮し、その人数を避難者数

の 10％と想定すると、避難者を含めた収容人数は 984 人となるため、施設の収容人数を 1,000

人と設定する。 

避難者数 895（人）× 1.1 ＝ 984.5 ⇒ 収容人数 1,000（人） 
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2) 必要駐車台数の設定 

施設から徒歩 10 分以内（約 700m 以内）の地区を徒歩で避難する地区とし、それ以外の地

区を車両で避難する地区として、必要駐車台数を設定する。 

表 2-2 より、車両にて避難する地区の世帯数は 1,221 世帯である。1 世帯当たり 1 台の車

両（普通車）で避難し、対象地区世帯数の 20％が避難すると想定すると、施設に駐車する車

両台数は約 244 台となるため、施設の必要駐車場台数を 250 台と設定する。 

車両にて避難する地区の世帯数 1,221（世帯）× 0.2  

＝ 244.2 ⇒ 必要駐車台数 250（台） 
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2.3 施設の必要諸室及び規模設定 

利用人員、主要機器、室の使い方、1 人あたりの必要面積、庁内類似施設の状況等を検討し、

諸室及び共用部分の面積を検討する。 

施設の必要諸室・スペース及び規模については、前節の施設のあり方や地域の現況等を踏まえ、

以下のように設定する。 

 

(1) 多目的スペース 

災害発生時には地域住民の避難スペースとして利用することを想定し、避難者を収容でき

る空間を確保する。平常時は、運動教室やレクリエーション等を行うための多目的スペース

として利用する。 

面積規模は、避難者 1 人あたりの床面積を「御所市防災計画基準」より 2 ㎡と設定し、500

人を収容することを想定して約 1,000 ㎡を確保する。 

 

(2) 多目的スペース用倉庫 

災害発生時に多目的スペースで使用する畳や椅子、机等を収納するスペースを確保する。

なお、整理や収納時の利便性が高い構造とする。 

 

(3) 和室 

災害発生時には、高齢者や障がい者等の要配慮者のための避難スペースとして利用する。

平常時は、カルチャー教室や小規模な会合、談話、休憩等を行うための和室として利用する。 

面積規模は、類似施設（王寺町防災コミュニティセンター（いずみスクエア））を参考とし

て、30 帖程度を確保する。 

 

(4) 調理室・配膳室 

災害発生時には、支援団体等による炊出し調理のためのスペースとして利用し、平常時は、

料理教室やカルチャー教室等の生涯学習活動の場として利用する。 

調理台 6 基程度を設置し、調理・配膳のためのスペースを確保する。面積規模は、市内類

似施設と同程度とし、食事スペースと合わせて 110 ㎡程度とする。また、別途専用の倉庫を

設ける。 

 

(5) 食事スペース 

災害発生時には、避難者や災害対応スタッフの食事スペースとして利用し、平常時は、飲

食の可能な団欒のスペースとして利用する。 

30 席程度の食事スペースを確保する。面積規模は、市内類似施設と同程度とし、調理室・

配膳室と合わせて 110 ㎡程度とする。また、別途専用の倉庫を設ける。 
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(6) 会議室 

災害発生時には、災害対策本部の設置やミーティング室として利用し、平常時は消防団会

議や中人数の各種会議等に利用する。 

20 人程度の会議室 3 室、30 人程度の会議室 2 室とし、可動式パーテーションで間仕切り

ができる仕様とする。 

 

(7) 研修室 

災害発生時には、ボランティアスタッフの待機場所や動員職員等が連絡指示を受ける場、

地域住民の避難スペースとして利用し、平常時は研修会や発表会等に利用する。 

可動式パーテーションで 2 室に間仕切りできる仕様とし、250 人程度を収容可能な規模と

する。 

 

(8) フロントロビー 

災害発生時には、災害情報等の発信スペースとして利用することに加え、多目的スペース

内に避難者が収容できない場合には、150～200 人程度の避難スペースとして利用する。平常

時から、防災意識の高揚を図るため、防災に関する啓発や学習の展示をおこなうスペースを

設ける。また、ワークショップや展示発表会スペース、投票所の設置場所としても利用する。 

面積規模は、避難者 1 人あたりの床面積を御所市防災計画基準より 2 ㎡と設定し、175 人

を収容するために必要な約 350 ㎡を確保する。また、フロントロビーは、可動式パーテーシ

ョン等で 2 分割に間仕切りを行うことができる仕様とする。 

 

(9) 事務室 1 

水道局窓口等の使用する事務室を設置する。 

面積規模は、既存水道局窓口施設を参考に、約 170 ㎡とする。 

 

(10) 事務室 2 

災害ボランティアの受付事務を行う事務室（倉庫、応接スペース等含む）を設置し、災害

発生時はボランティアスタッフの受付窓口とする。面積規模は約 210 ㎡とする。 

 

(11) ボランティア室 

災害発生時には、ボランティアスタッフの打合せのためのスペースとして利用し、平常時

はホームヘルパーや高齢者・障がい者支援団体、ボランティア団体等の活動スペースとして

利用する。 

『建築設計資料集成 総合編（日本建築学会編）』における執務室面積は、1 人当たり 5 ㎡

～15 ㎡とされているため、その中間値である 10 ㎡を 1 人当たりの執務スペースと設定し、5

名程度の事務スペースを設け、面積規模を約 50 ㎡とする。 
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(12) 子育て支援室 

災害発生時には、乳幼児及びその保護者の避難スペースとして利用し、平常時は子育て支

援のためのスペースとして利用する。 

面積規模は、類似施設（王寺町防災コミュニティセンター（いずみスクエア））を参考とし

て約 200 ㎡とする。 

 

(13) ふれあい・交流スペース 

災害発生時は災害スタッフの休憩・仮眠スペースとする。平常時は高齢者や地域住民の交

流スペースとして利用する。可動式パーテーション等で２室に間仕切りできる仕様とし、２

室で約 250 ㎡を確保する。 

 

(14) ロッカー室 

災害発生時には、避難者や災害対応スタッフの更衣スペースとして利用し、平常時は多目

的スペース利用者のためのロッカー室として利用する。また、シャワー10 基程度を設置する。 

男女各室に 2 段 20 列程度のロッカーを設置し、更衣等のできる規模とする。また、利便性

を考慮し、多目的スペース及び浴室に併設する。 

 

(15) 浴室 

災害発生時に避難者や災害対応スタッフの入浴のために利用する。 

『第 3 版コンパクト建築設計資料集成（日本建築学会編）』における浴室面積は、入浴者 1

人あたり 1.2～2.4 ㎡とされているため、1 人あたり 2.0 ㎡と設定し、男女各室に 10 人程度の

浴室を設けるために、浴槽と洗い場面積規模を約 40 ㎡（男女各 20 ㎡）とする。また、浴室

は多目的スペース及びロッカー室に併設する。 

 

(16) トイレ・授乳室 

男性及び女性用のトイレに加え、障がい者等の利用を想定した多目的トイレや授乳室を設

置する。なお、女性用トイレは災害時の利便性を考慮し、1 階部分に 10 基程度の便器を設置

する。 

 

(17) 備蓄倉庫 

災害発生時に使用する資機材や備蓄生活品、資料を保管するスペースとして利用する。多

目的スペース等の施設本体とは別棟とし、2 階建を想定する。1 階部分はフォークリフトによ

る作業が可能なスペースを確保する。特に備蓄食糧品、飲料水の保存状態を適温管理するた

め、倉庫内に温度湿度管理を行える個別スペースを設置する。 

現在の防災備蓄スペース（御所市立大正幼稚園）が約 190 ㎡であり、そのほとんどが使用

されていることから、災害時の受入れ等の予備スペースや作業スペースを確保するため、面

積規模は約 300 ㎡程度とする。 
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(18) 物資集配所 

災害発生時に救援物資の受入れや仕分けをするためのスペースとして利用する。 

備蓄倉庫の 1 階部分もしくは備蓄倉庫に接続させて配置し、ミーティングスペースを合わ

せて確保する。物資集配所は物資受入れの作業性から屋外に配置し、雨天時の作業を考慮し

た軒下空間とする。 

 

(19) 機械・機材室 

災害発生時の非常用発電機や防災無線等の設備スペースとして利用する。 

支援到達までを3日と想定した自立稼働分の燃料備蓄として、面積規模を約30㎡確保する。

非常用発電機は 72 時間対応とし、その燃料も貯蓄する。また、防災無線用の機械・機材室は

災害対策本部からの利用形態を考慮した配置とし、約 20 ㎡確保する。 

 

(20) 貯水タンク 

災害発生時のための貯水タンクを設置する。支援到達までを 3 日と想定した自立稼働分の

貯水として、3 日間分の生活用水（トイレ用）を確保する。 

 

(21) 下水タンク 

災害発生時のための下水タンクを設置する。支援到達までを 3 日と想定し、3 日間分の汚

水貯留施設を確保する。 

 

(22) ロータリー 

災害発生時には、大型車両の進入転回用のスペースとして、回旋場を設置し、平常時はコミ

ュニティバスの停留所やロータリーとして利用する。 

 

(23) 駐車場 

災害発生時の自動車利用の避難者や動員者、応援スタッフの駐車を確保する。平常時は、

消防団の消防・防災訓練スペースとしても有効な活用を図るほか、平時検診事業においても

利用する。必要駐車台数は、「2.2 災害発生時の施設収容者数および駐車台数の設定」より

250 台とする。 
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2.4 建物構成及び諸室配置条件 

施設特性や各諸室の内容、機能、利用時間等の運営計画、運営組織及び管理計画等を考慮し、

表 2-3 及び表 2-4 に示す条件に基づき、各諸室の配置を行う。 

災害時の利用者の利便性や災害対策本部の設置に配慮した配置計画を検討する必要がある。 

表 2-3 諸室の配置条件（1） 

諸室 面積・規模 配置条件 

多目的スペース 1,000 ㎡ 災害時の地域住民の避難をスムーズに行う必要があ

るため、1 階に配置 多目的スペース

用倉庫 
－ 

和室 30 帖
災害時に要配慮者の避難スペースとなるため、一般

避難者と可能な限り交わらないよう配置 

調理室・配膳室、

食事スペース 
110 ㎡

災害時に炊出し調理、食事スペースとして活用する

ため、避難スペースからのアクセスが容易な位置に

配置 

会議室 
20 人程度：3 室

30 人程度：2 室

災害対策本部を設置するため、災害時に浸水等の被

害を受けにくい位置に配置 

研修室 250 人程度の収容
ボランティアスタッフの待機場所や職員等の連絡指

示を受ける場としての利用に配慮した位置に配置 

フロントロビー 350 ㎡
災害情報等の発信スペースや避難スペースとなるた

め、1 階の施設エントランス付近に配置 

事務室 1 170 ㎡
水道局窓口等の事務室となるため、アクセスしやす

い 1 階エントランス付近に配置 

事務室 2 210 ㎡
災害時のボランティアスタッフの受付窓口となる

め、アクセスしやすい 1 階エントランス付近に配置

ボランティア室 50 ㎡ 災害対策本部となる会議室に近接した位置に配置 

子育て支援室 200 ㎡

災害時の乳幼児の避難スペースや平常時の子育て支

援スペースとなるため、一般利用者が近寄らず、乳

幼児が落ち着いて利用できる位置に配置 

ふれあい・交流ス

ペース 
250 ㎡

災害時にスタッフ等の休憩・仮眠スペースとなるた

め、災害対策本部となる会議室やボランティア室に

近接した位置に配置 

ロッカー室 
シャワー：10 基

ロッカー：2 段 20 列

災害時の避難者や災害スタッフの更衣室、平常時の

多目的スペース利用者が利用するため、多目的スペ

ースに近接した位置に配置 

浴室 40 ㎡
避難者や災害スタッフが利用するため、避難スペー

スに近接した位置に配置 
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表 2-4 諸室の配置条件（2） 

諸室 面積・規模 配置条件 

備蓄倉庫 300 ㎡

フォークリフトによる災害時に使用する資機材や備

蓄生活品、資料の搬入や取り出しに配慮した位置に

配置 

物資集配所 － 
救援物資の受入れや仕分けを行うため、外部への接

続や内部への搬入に配慮した位置に配置 

機材・機械室 50 ㎡

機材・機械のメンテナンスのしやすさに配慮した位

置に配置 

防災無線用の室は会議室に隣接して配置 

 

 

2.5 駐車及び駐輪台数の設定 

「2.2 災害発生時の施設収容者数および駐車台数の設定」より、災害発生時に必要となる駐

車場台数は 250 台である。また、施設から鉄道駅や 寄りのバス停留所までは徒歩 10 分程度の

距離であることから、一般利用者が施設を利用する際には公共交通機関を用いることを促進する。

駐輪台数については、 低限必要な台数として 10 台程度と想定するが、今後施設運用の方法を

加味し、駐輪台数を検討する。 

表 2-5 駐車及び駐輪場台数 

施設 台数 

駐車場 250 台

駐輪場 10 台程度
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基本計画の検討事項 
3.1 計画方針 

地域住民の防災センター及びコミュニティ活動機能の拠点の整備に向けたコンセプトを定め、

「2.1 施設のあり方」で定めた（仮称）御所市防災市民センターのあり方に基づき、施設の整

備方針を以下のように定める。 

 

 

図 3-1 施設整備のコンセプトと施設のあり方及び整備方針 

 

  

(2). 様々な機関の創出により、 

多様な地域住民が交流する 

【施設のあり方】 【整備方針】 

(3). 地域の福祉やボランティア 

活動を支援する 

(1). 地域住民の防災拠点として、 

地域の防災機能を強化する 

(4). 安全・安心で誰もが気軽に 

利用できる 

【コンセプト】 

・災害に対して十分な防災拠点機能を備える 

・十分な耐震性能を有し、施設の安全性を高める

・地域に開かれた、親しまれる施設づくりを行う 

・多様な活動の場として、地域住民の交流機会を

創出する 

・地域の人の安心した暮らしを支える 

・市民の健康増進や市民活動をサポートする 

・すべての利用者がわかりやすく、利用しやすい

施設とする 

・地域住民にとって利便性の高い施設とする 

地域の安全・安心な暮らしを守り、地域の多様な活動の場となる拠点づくり 
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3.2 ゾーニング 

「2.4 建物構成及び諸室配置条件」をもとに、図 3-2 のように建物配置及び諸室配置のゾー

ニングを行う。 

備蓄倉庫及び物資集配所は、搬入車両が出入しやすい北側に配置し、避難者を主に収容する多

目的スペースは利便性を考慮し、1 階部分に配置する。フロントロビーは、備蓄倉庫と多目的ス

ペースの間に配置することで、備蓄倉庫から多目的スペース及び事務室へ物資等の供給をしやす

くする。 

また、災害時に災害対策本部を設置する会議室や災害スタッフの拠点となるボランティア室は、

浸水等の被害を受けにくい高層階に配置する。 

なお、敷地の東側は、埋蔵文化財包蔵地に該当するため、出来る限り影響の少ない位置に施設

を配置する。 

 

 

図 3-2 ゾーニング図 

  



34 

3.3 車両及び人の動線計画 

「3.2 ゾーニング」をもとに、図 3-3 のように敷地内の車両動線及び歩行者動線を計画する。 

埋蔵文化財包蔵地に配慮し、敷地の東側のスペースにロータリーを設け、フロントロビーへの

歩行者動線を確保し、車両と歩行者の交錯を可能な限り少なくする計画とする。また、物資集配

所への車両動線を確保し、備蓄倉庫への物資輸送時の動線に配慮した計画とする。 

 

 

図 3-3 動線計画図 
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3.4 配置計画 

建築物の配置及び駐車場、雨水貯留槽等を含めた配置計画を図 3-4 に示す。 

 

図 3-4 配置計画図
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3.5 平面・断面計画、イメージ図 

3.5.1 平面・断面計画 

各階における平面計画及び断面計画を図 3-5～図 3-8 に示す。 

 

図 3-5 1 階平面図  
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図 3-6 2 階及び 3 階平面図 
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図 3-7 屋根伏図  
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図 3-8 断面図
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3.5.2 計画概要、イメージ図 

各階の延床面積及び建築面積を表 3-1 に示し、建物ヴォリュームのイメージ図を図 3-9 に示

す。 

表 3-1 各階の延べ床面積及び建築面積 

項目 面積（㎡） 

延床面積 

1 階 2,932

2 階 1,423

3 階 1,197

屋上 19

合計 5,571

建築面積 3,380

 

 

 

図 3-9 建物イメージ 
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3.6 構造計画及び耐震計画 

3.6.1 構造の基本方針 

防災市民センターは、災害拠点機能を有することから、地震等の災害時にも施設機能を維持可

能な、耐震性を備えた建物とする。 

国土交通省「官庁施設の総合耐震計画基準」の「耐震安全性に関する目標」より、大地震後、

構造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、人命の安全確保に加え、十分な機

能確保ができる水準とする。 

表 3-2 構造の基本方針 

・構造体の耐震安全性：Ⅰ類 ・非構造部材の耐震安全性：Ａ類 ・設備の耐震安全性：甲類 

※出典 国土交通省 耐震安全性の目標 

 

  

部位 分類 耐震安全性の目標 

構造体 Ⅰ類 大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標

とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

Ⅱ類 大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できること

を目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。 

Ⅲ類 大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低

下は著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。

建築非構

造部材 

Ａ類 大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理の

うえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標

とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。 

Ｂ類 大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命

の安全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。 

建築設備 甲類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているととも

に、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できるこ

とを目標とする。 

乙類 大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目

標とする。 
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3.6.2 構造形式・種別の特徴 

国土交通省の「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」では、免震構造は原則として大地震動

に対して機能保持及び収容物の保全が特に必要な官庁施設に適応することとされており、大地震

発生後の機能継続性の確保に有効である。 

また、構造種別（鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等）については、本施設は避難所として

の機能を有することや長期的な災害拠点としての運用を考慮した構造種別の採用が望ましい。 

構造の特徴を踏まえ、基本設計段階で もふさわしい構造の採用を検討する。 

表 3-3 構造形式の特徴 

 

  

 耐震構造 制振構造 免震構造 

構造形

式のイ

メージ 

揺れに耐える構造 揺れを制する構造 揺れを免れる構造 

 

特徴 地震力に対し、柱や梁、壁

の強度を上げて耐える構造 
地震による建物の揺れを制

振装置により吸収する構造

免振装置により、建物に地

震の揺れを直接伝えないよ

うにする構造 
耐震 

性能 
△ ○ ◎ 

大地震

後の機

能継続 

△
建物や設備機器に変形・損

傷が発生する可能性がある 

○
設備機器に若干の損傷が発

生する可能性がある 

◎ 
建物・設備機器ともに損傷

が発生しない可能性が高い

建設 

コスト 
◎ ○ △ 
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表 3-4 構造種別の特徴 

 鉄筋コンクリート 

（ＲＣ）造 
鉄骨 

（Ｓ）造 
木造 

地震時の揺れの小さ

さ、耐震性 

◎ 
水平方向に揺れる幅がよ

り小さく、耐震性も高い 

○ 
水平方向に揺れる幅が

RC 造より大きい 

○ 
水平方向に揺れる幅が

RC 造より大きい 

耐久性 

◎ 
比較的長期間にわたり躯

体の大規模修繕が不要と

なる 

○ 
外部空間に面する場合、

躯体の耐久性は劣る 

 

○ 
外部空間に面する場合、

躯体の耐久性は劣る 

 

耐用年数 
◎ 

耐用年数が も長い 

○
耐用年数が RC 造より

短い 

△ 
耐用年数が S 造より短

い 

コスト 

△ 
建設コストが も高い 
また、解体コストも高い 

○
RC 造より建設コスト、

解体コストが安価 

○ 
RC 造より建設コスト、

解体コストが安価 

工期 
△ 

工期が も長い 
○

工期が RC 造より短い 
○ 

工期が RC 造より短い 
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3.7 設備計画 

3.7.1 設備の基本方針 

災害時にライフライン（電力・通信・給排水・ガス等）が途絶えた場合においても、災害時対

策活動を継続できるよう、機能維持対策を行う。また、ランニングコストの 適化を図りつつ、

維持管理や機器更新の作業が容易かつ効率的に実施できる計画とする。表 3-5～表 3-7 に導入を

検討する機能を示す。 

表 3-5 電気設備計画 

導入を検討する機能（電気設備） 

受変電設備 高圧 6.6ｋV 2 回線受電 本線・予備電源方式、屋内キュービクル型（重

要変圧器、重要幹線の二重化） 

非常用発電設備 ガスタービンエンジン デュアルフューエル方式 

LP ガスバルクシステム 

太陽光発電設備 太陽光発電パネル 

電力貯蔵設備 直流電源装置、無停電電源装置 

照明設備 LED 照明、照度センサー・人感センサーによる制御 

コンセント設備 事務室：OA フロアコンセント 

通信設備 電話設備、電気時計設備、放送設備、誘導支援設備、自動火災報知機設

備、テレビ受信設備、監視カメラ設備 等 

 

表 3-6 空調整備計画 

導入を検討する機能（空調設備） 

熱源設備 ガス・油切替吸収式冷温水発生機、電気式空冷ヒートポンプチラー 

空調設備 空調機による単一ダクト方式、空冷ヒートポンプエアコン 

換気設備 外調機、全熱交換器による第一種換気、換気扇による第三種換気 

自動制御設備 中央監視室により制御、監視、警報の一元管理 
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表 3-7 給排水設備計画 

導入を検討する機能（給排水設備） 

衛生器具設備 節水器具の採用、多目的トイレの設置 

給水設備 上水・雑用水の 2 系統給水 

（上水：直圧増圧ポンプ＋高架水槽 雑用水：受水槽＋加圧給水ポンプ）

給湯設備 局所給湯方式（電気式、ガス式） 

排水設備 建物内：汚水・雑排水合流方式 

建物外：汚水・雨水分流方式（ 終桝で合流）、 

地下ピットに非常用排水槽を確保 

消火設備 屋内消火栓（全館）等 

ガス設備 中圧ガス引込、建物内にて一部低圧に減圧 

中圧供給：非常用発電機 

低圧供給：空調・厨房・給湯設備、炊き出し用ガス栓 

雨水ろ過設備 屋上降雨を地下ピットに貯留し、雑用水（トイレ洗浄水等）として利用

厨房設備 2 階調理室として設置 
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3.8 防災計画 

3.8.1 防災市民センターの防災機能 

非常時の機能維持や救助救援活動、避難施設等の対応等を可能とする防災機能を導入する。表 

3-8 に示す機能等、今後導入する機能を検討する。 

表 3-8 防災設備計画 

導入を検討する機能 

災害対策本部 会議室を「災害対策本部」として設置し機能を備える。 

・非常用電源対応（照明・空調・通信） 

・非常用放送・通信設備（1 系統に頼らない複数の方法を確保、アナロ

グ回線、防災無線） 

・床免震システム 

電源確保 災害時に電力が途絶えた場合にも災害維持活動を継続できるよう、非

常用発電機を設置する。 

・非常用発電機（72 時間稼働の燃料） 

備蓄倉庫 災害時に備え資機材、防災生活品、資料などを安全に保管 

雨水・中水利用設備 断水時にも継続して施設利用ができるよう貯水タンクを設置する。 

・貯水タンク生活用水：3 日分の生活用水（主にトイレ）を確保 

緊急汚水槽 災害時に施設からでる汚水を貯留できる場所を確保する。 

・下水タンク：3 日分の汚水貯留が可能 

非常用トイレ 災害時も使えるトイレを設置する。 

・マンホールトイレ（下水道マンホール上部に設置する簡易トイレ設

備）など 

浴室 災害時、避難者や災害スタッフの入浴できる施設を備える。 

・男女別 10 人程度収容の浴槽と洗い場を確保 

室内環境の向上 冬期や夏期の避難を想定し、建物の断熱性、自然採光や通風、暖房設

備と燃料備蓄を考慮する。 

災害時職員用仮眠室 児童・子育て支援室を「災害時職員用仮眠室」とする。 
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3.9 環境計画 

3.9.1 周辺への環境影響予測 

(1) 日影、日照 

日影に関する周辺への影響を図 3-10 に示す。現計画において、周辺家屋等への影響はな

いが、施設の整備にあたっては、周辺の民家や施設から極力離れた位置に配置する等、周辺

への影響に配慮した計画とする。周辺への影響については、設計段階において詳細な検討を

行っていくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-10 日影検討図 

 

(2) 騒音、振動、臭気 

本施設には、騒音、振動、臭気を発する機器等の導入は無いため、周辺への影響は少ない。 

また、工事期間中には、周辺への影響を極力減らすよう対策を講じる。 

 

(3) プライバシー 

施設を周辺の民家や施設から極力離れた位置に配置する等、周辺へのプライバシーに配慮

した計画とする。 
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(4) 周辺電波障害 

机上検討により、電波障害の予想される地域を図 3-11 に示す。施設の南側にしゃへい障

害予測地域が発生しているが、ほぼ敷地内に収まっているため、周辺への影響は限定的であ

る。また、しゃへい障害要確認範囲は、今後影響が発生する可能性がある地域であり、実際

の工事段階等において、現地での調査を実施することが望ましい。なお、施設の建設中は鉄

骨やクレーン等により、予想されていない地域にも障害を及ぼす可能性があるため、注意が

必要である。 

電波障害の改善対策方法としては、テレビ共同受信方式の採用や都市型 CATV 施設への加

入による対策が必要となる可能性が考えられ、障害の程度に応じた対応が必要となる。 

 
図 3-11 電波障害予想地域図  
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3.9.2 環境配慮事項・省エネ計画 

環境配慮の視点から当該施設に相応しい環境配慮事項について奈良県環境配慮指針に定める

チェックシート（基本計画段階での環境への配慮チェックリスト）に掲げる保全目標や省エネ法

に従い、環境に配慮した施設を計画する。 

導入技術の案として、太陽光発電、雨水利用、地中熱利用の特徴を表 3-10～表 3-12 に示す。 

表 3-9 保全目標（奈良県環境配慮指針より） 

保全目標 

・健全な土壌環境を保全する         ・生物の生育・育成環境を保全する 

・文化財を保全する             ・地域の歴史に調和した景観を創造する 

・二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を可能な限り抑制する 

・廃棄物の減量化、リサイクル、適正処理の推進 

表 3-10 太陽光発電 

  

太陽光発電 

・ 光を電力に変換する働きを持つ、パネル型太陽電池を用いて行う発電のこと。発電量は日

射（天候・地域性）やパネル面積・変換効率に依存する。余剰電力は電力会社に売ること

も可能。 

・ 環境配慮  ：電力消費量が集中する日中のピークカットへの貢献や CO2 削減に貢献。 

・ 災害対応  ：自立運転機能付パワーコンディショナーにより停電時に電気の使用が可能。

・ 設置費用  ：太陽電池モジュールの種類、周辺機器のグレード、設置屋根形状により変

化する。 

・ メンテナンス：耐用年数は 20 年程度。発電量を維持するには定期メンテナンスが大切。 

●太陽電池＋ 

パワーコンディショナー 

●太陽電池＋ 

自立運転機能付 

パワーコンディショナー 

●太陽電池＋蓄電池＋ 

自立運転機能付 

パワーコンディショナー 

基本的な構成。 

※パワーコンディショナ

ーとは直流を交流に変換

する機器のこと 

災害時などの停電時に、パ

ワーコンディショナー等

の非常用コンセントから、

発電した電気を直接使う

ことが可能。 

災害時などの停電時に、発電した電気

を使うことが可能。さらに電気を貯め

てあるので夜間でも電力が使用可能。

常時運用型だと寿命が５年程度。災害

対策としては非常に有効だが費用対効

果は要検討。（参考：蓄電池機器 1kWh

あたり 15～25 万円。） 
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表 3-11 雨水利用 

 

  

雨水利用 

・ 環境配慮  ：トイレの洗浄水、植栽への散水に上水ではなく雨水を利用することで省エ

ネルギー効果がある。 

・ 災害対応  ：災害時には飲料以外の洗濯やトイレなどの雑用水としても活用可能。 

・ 設置費用  ：タンクは地上設置型、地下埋設型があり、大きさは家庭にも設置可能な 50L

程度から施設向けに 6500L 程度など大規模なものがあり、コストが異なる。屋根面積（集

水面積）や、雨水利用量・目的により適当なシステムとタンク容量を選択する。 

・ メンテナンス：タンク内の清掃は 10 年に一度程度。フィルターは半年に１度水洗い程度。

●簡易型雨水利用システム 

屋上や地上に設置したタンクから、ホースや灌

水チューブなどにより植栽の水やりを行う。自

動灌水タイマーや圧送ポンプなどとの組み合

わせも可能。 

●中規模雨水利用システム 

設置型タンクや水槽、雨水取水装置、電動ポン

プ、制御盤、薬液注入装置、上水補給装置など

のシステムにより、トイレの洗浄水や植栽の散

水などに使用。 

※温水洗浄便座には上水を使用するため、配管

は二重となる 
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表 3-12 地中熱利用 

地中熱利用 

・ 深さ 10ｍ以深の地中温度は地域の平均気温程度で、年間を通じて安定している。この熱エ

ネルギーを地中から取出して利用する「空気循環」と「ヒートポンプ」等があり、安定し

た省エネ効果が得られる。建物の保温・冷暖房・給湯、路面の融雪・凍結防止などに利用

する。年間を通じて寒暖差の激しい地域ほど効果が高い。 

・ 環境配慮  ：外気利用に比べ効率的な運転が可能で、電気・燃料料金の削減、CO2 削減

効果をもたらす。 

・ 災害対応  ：停電時を考慮すると設備依存度の低い「空気循環」が有利。送風機に太陽

光発電の電力を供給すれば、保温・保冷された空気を室内に送ることも可能。 

・ 設置費用  ：導入システムにより大きく異なる。 

・ メンテナンス：地中に埋めるチューブ等は耐用年数 30～50 年以上でメンテナンスフリー。

ヒートポンプなどの設備機械は法定耐用年数。 

●空気循環 

・クールチューブ、ヒートチューブ 

地中に埋設した熱交換チューブ（ダ

クト）や、地中梁スペース（地下ピ

ット）に外気を導入・通気し、地中

熱と熱交換した空気を室内に取り込

む。地中熱により夏期は冷却、冬季

は加温されるため、空調用外気の予

冷・予熱により空調負荷の低減に効

果あり。地下ピットを利用すれば、

機器は送風機程度のためコストは高

くならない。建物全体に空気流動を

つくりだすなど、送風機を必要とし

ない建築計画も検討可能。殺菌灯設

置や結露水の排水など防カビ対策に

留意。 

●地中熱ヒートポンプ 

・クローズドループ（地中熱交換）方式 

深度 20～100ｍに埋設した「地中熱交換器」に不凍液や

水などの流体を循環させ、汲み上げた地中熱を、ヒート

ポンプで必要な温度領域の熱に変え冷暖房や給湯を行

うシステム。空気熱源ヒートポンプと比較して、安定し

た地中熱を熱源とするので省電力。杭方式（基礎杭や採

熱専用杭）の「地中熱交換器」は、掘削孔に「U チュー

ブ」と呼ばれる採放熱管を挿入したもの。欧米では普及

しており効果的ではあるが、日本ではまだ認知度も低く

設置費用が高い。（地中熱ヒートポンプの地中熱交換機

部分が高く、出力 1kW あたり 25～60 万円程度） 
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3.10 緑化計画 

敷地周辺に緑が多くあるため、維持管理コストの縮減の観点から、敷地内の緑化については

低限の範囲とし、開発許可に伴う奈良県景観計画に定める景観形成の基準である敷地面積の 3%

以上の緑化面積を確保するものとする。 

 

 

図 3-12 緑化計画図 
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3.11 建物長寿命化の検討 

建築物全体の長寿命化を図るため、以下の点等に配慮し、施設整備を行うものとする。 

●耐久性に優れた構造体や建築設備の導入を検討し、長期間にわたって安全に利用することの

できる建材等の導入を図る。 

●建物や建築設備の維持管理のしやすさに配慮し、更新、修繕及び補修が容易に行えるように

する。 

●庇を設けることにより、外壁やサッシュ、ガラスの汚れ等を防止し、建物外皮の長寿命化を

図り、更新、修繕及び補修費用の削減を図る。 

 

3.12 経済性の検討 

建築物や外構部分の維持管理等のランニングコストの削減を図るため、以下の点等に配慮し、

施設整備を行うものとする。 

●メンテナンスや設備更新のしやすさ、機能性や効率性を重視し、矩形を基本とした建物形状

とし、建材については、耐用年数が長く、容易に交換できるものを採用することで、ライフ

サイクルコストの低減を図るよう配慮する。 

●将来ニーズに伴う利用人数の変化、行政の機能改革に伴う防災市民センターの役割の変化に

も柔軟に対応できるよう、利用形態を限定しないオープン空間を積極的に設けるとともに、

可変性の面から機能確保と施設維持管理に要する費用の低減を図るよう配慮する。 

 

3.13 概算工事費の検討 

（仮称）御所市防災市民センター建設に係る概算工事費を表 3-13 に示す。 

表 3-13 概算工事費 

項目 金額（千円）※税抜き 備考 

建築工事 2,678,000  

土木工事 117,000  

 撤去工事 16,000 既存擁壁の取り壊し 

 構造物工事 34,000 擁壁の設置 

 敷地造成工事 4,000  

 調整池工事 14,000 雨水貯留地 

 外構工事 38,000 構内舗装、構内緑化 

 その他の工事 11,000  

合計 2,795,000  
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3.14 事業スキームの検討 

3.14.1 事業手法の概要 

本事業で想定される事業手法として、設計・施工分離発注方式（従来方式）、設計・施工一括

発注方式（DB 方式：Design Build）、設計・施工・維持管理一括発注方式（DBO 方式：Design 

Build Operate、PFI 方式：Private Finance Initiative）等がある。 

 

(1) 従来方式 

従来方式とは、発注者が設計者、施工者、維持管理者をそれぞれ選定し分離発注する方式

（設計・施工分離方式）であり、公共事業では も一般的な方式である。設計者が作成した

設計図書を仕様として、施工者へ発注する。 

従来方式のメリットとしては、計画内容に発注者の意向を反映させやすいと考えられる。

また、設計、施工を個別に発注するため、段階に応じて柔軟な業務の発注、実施、対応が可

能である。 

一方、デメリットとしては、設計・施工を個別に発注するため、民間事業者の創意工夫や

ノウハウ活用の余地が限られ、事業費縮減や工期短縮が限定的となる可能性がある。また、

建設費は施設引渡し時に一括で支払うため、起債や補助金等による資金調達を除き、建設段

階での財政負担が大きい。また、管理運営段階においても、毎年度、維持管理や修繕の業務

発注を個別に行う必要があり、発注事務の負担が大きい。 

その他、従来方式では、建設工事を工種・工区で区分して分割発注を行うことも可能であ

り、地元中小企業が参画しやすい方式であるという特徴がある。 

 

 

図 3-13 従来方式の概念図 
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(2) DB 方式 

DB 方式は設計者及び施工者を同時に選定・発注する方式である。設計者及び施工者の選

定にあたっては、設計図書等の具体的な仕様ではなく要求水準により発注する。そのため、

発注前に要求水準を作成する必要がある。 

メリットとしては、設計・施工を一括で発注するため、全体の事業費を早期に把握するこ

とが可能である。また、民間のノウハウの活用により、事業費縮減や工期短縮ができる可能

性もある。 

デメリットとしては、従来手法と比較し、事業者の募集・選定のための準備期間が必要と

なることや、事業者との契約時点で事業費（契約額）が決まっているため、事業費に影響が

出るような設計変更に柔軟に対応できない懸念がある点が挙げられる。 

 

 

図 3-14 DB 方式の概念図（基本設計・実施設計・建設一括発注） 

 

(3) DBO 方式 

DBO 方式は、民間事業者に設計、建設、維持管理を一括で発注する方式である。この手法

は、PFI 方式に近似する手法であるが、PFI 方式では、PFI 法に基づき、民間事業者が建設

資金等の調達も行うのに対し、DBO 方式では、資金調達は公共が担い、施設引渡し時に一括

で支払うこととなり、この点で PFI 方式とは異なる。 

DBO 方式のメリット・デメリットに関しては、PFI 方式と類似する部分が多いため、(4) 

PFI 方式と併せて示す。 

 

 

図 3-15 DBO 方式の概念図 
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(4) PFI 方式 

PFI 方式は、PFI 法に定める手続きに従い、設計、施工及び維持管理業務を一体的に実施

する事業者を選定し、これらの企業が設立した特別目的会社（SPC）に一括発注する方式で

ある。SPC が資金の調達を行い、市が事業費をサービス対価として、割賦方式により支払う。

事業者公募前に PFI 事業の発注に必要な要求水準等を作成する必要がある。 

庁舎の整備においては、BTO（Build-Transfer-Operate、民間が公共施設等を整備した後、

施設の所有権を公共に移転したうえで、民間が施設の維持管理運営を行う方式）方式の応用

が想定される。 

PFI 方式のメリットとしては、設計・施工・維持管理を一括で発注するため、建設費を含

む事業費を早期に把握することが可能である。また、民間ノウハウの活用により、事業費縮

減や工期短縮が期待でき、民間資金の活用による財政負担の平準化も可能である。 

デメリットとしては、PFI 法の定めにより、事業者選定手続き及び選定期間・準備期間が

従来の発注手続よりも長期間必要となることや、事業者との契約時点で事業費（契約額）が

決まっているため、事業費に影響が出るような設計変更に柔軟に対応できない懸念がある点

があげられる。また、PFI 方式では、地元中小企業の参画方法が検討課題となるが、公募条

件により、地元中小企業の参画を促す方法も考えられる。 

 

 

図 3-16 PFI 方式の概念図 
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3.14.2 事業方式の比較 

事業方式について、表 3-14 のとおり、資金調達・発注契約方法・財政負担等について整理する。 

表 3-14 事業方式の比較 

 従来方式 
設計施工一括発注方式 

（DB） 

設計施工運営一括発注方式 

（DBO） 
PFI 方式 

概要 

市が資金調達を行い、設計、施工、維持管理

をそれぞれ分割して発注する方式（分離・分

割発注方式） 

市が資金調達を行い、設計と施工を一体的に

発注する方式 

市が資金調達を行い、設計・施工・維持管理

を一体的に発注する方式 

設計、施工、維持管理等を民間の資金、経営

能力及び技術力を活用して行う方式 

資金調達 公共 公共 公共 民間 

設計※ 公共 民間 民間 民間 

施工※ 公共 民間 民間 民間 

維持管理※ 公共 公共 民間 民間 

発注方法 

分離発注 

 

設計・建設のほか維持管理・運営の一部を分

離発注（分離分割発注）する。 

一括発注 

 

設計・建設を一括発注する。 

一括発注 

 

設計・建設・維持管理・運営を一括発注する。 

一括発注 

 

PFI 法に基づき、設計・建設・維持管理・運

営を一括発注する。 

発注形式 仕様発注 性能発注 性能発注 性能発注 

契約方法 

分割契約 

 

設計・建設・維持管理・運営の各業務につい

て委託契約又は請負契約を締結 

包括契約 

 

設計・建設を包括する、設計施工請負契約を

締結 

分割契約／包括契約 

 

SPC を組織する方法や、複数の契約等により

契約する方法がある（複数の契約による場合

は事業スキームが複雑） 

包括契約 

 

設計・建設・維持管理・運営を包括する、事

業契約を締結 

 

実施主体 
各業務は別主体 設計・建設は同一主体 

（維持管理は別主体） 

全業務が同一主体 全業務が同一主体 

財政負担の平準

化方法 

（コスト） 

交付金等補助金を除いた公共の負担について

は、起債を活用することにより、財政負担の

平準化が可能であるが、引渡し時に相当の一

般財源が必要 

従来の公設方式と同様 従来の公設方式と同様 民間資金を活用することを基本的な枠組みと

しており、財政負担の平準化が可能 

民間ノウハウの

発揮 

（品質確保） 

各業務を個別に契約のため、民間のノウハウ

の発揮はしにくい 

一括発注で包括契約のため、民間のノウハウ

の発揮はしやすい 

一括発注で包括契約のため、民間のノウハウ

の発揮はしやすい 

一括発注で包括契約のため、民間のノウハウ

の発揮はしやすい 

スケジュール 

（工期） 

従来どおりの発注であり、分離発注・分割契

約となる 

事業者募集･選定に一定の期間を要するが、設

計と施工の一括発注により、民間事業者のノ

ウハウによって工期を短縮できる可能性があ

る 

事業者募集･選定に一定の期間を要するが、設

計と施工の一括発注により、民間事業者のノ

ウハウによって工期を短縮できる可能性があ

る 

PFI 法の規定による手続きを行う必要があ

り、民間事業者の募集・選定までの期間が長

いが、民間事業者のノウハウによって工期を

短縮できる可能性がある 

※設計・施工・維持管理については、公共と民間のどちらが主体的に取り組むかを示したものである。  



58 

3.14.3 事業形態の評価 

事業方式について、「コスト」、「民間ノウハウの発揮・品質確保」、「工期」、「地元参入」の視点で評価した結果を表 3-15 に示す。評価の結果、施設の早期稼働、地元企業の参画のしやすさの観点から、本事業には「DB

（設計施工一括発注方式）」が も望ましいと考えられる。 

表 3-15 事業方式の評価 

評価視点 従来方式 設計施工一括発注方式 
（DB） 

設計施工運営一括発注方式 
（DBO） 

PFI 方式 

【コスト】 
 コスト縮減に係る事業者ノウハウ

の発揮の余地 
 競争性の確保 
 
◎：縮減余地は大きい 
○：縮減余地はある 
△：縮減余地は少ない 

分離・分割の仕様発注のため、事業者のノ
ウハウを発揮する余地が他の手法に比べて
少なく、その結果としてコスト低減を も
図りにくい。 

設計者と施工者が事業の当初から設計建設
JV として参入するため、コストダウンを図
りやすい。 
しかし、事業範囲は設計・建設に限られ、
維持管理・運営は別途となるため、事業全
体のコストダウン効果は DBO・PFI よりも
限定的となると想定される。 
また、割賦支払ができず、施設引渡時に一
括での費用負担が生じる。 

設計・建設・維持管理運営の性能発注であ
り、各企業が創意工夫を行うため、コスト
ダウンを図りやすい。 
資金調達は公共で行うため、低金利で起債
でき、事業費総額は PFI よりも低くなると
想定されるが、割賦支払ができず、施設引
渡時に一括での費用負担が生じる。 
 

設計・建設・維持管理運営の性能発注であ
り、各企業が創意工夫を行うため、コスト
ダウンを図りやすい。 
しかし、民間資金の調達金利は公共による
資金調達金利よりも高いため、事業費総額
は DBO よりも高くなると想定されるが、
割賦払いにより財政負担を平準化できるメ
リットがある。 

△ ○ ○ ◎ 
【民間ノウハウの発揮・品質確保】 
 品質確保に係る事業者ノウハウの

発揮の余地 
 
◎：より高い品質の確保が期待できる 
○：高い品質の確保が期待できる 
△：高い品質の確保が期待できない 

分離・分割の仕様発注により設計や施工を
行うため、民間事業者のノウハウや創意工
夫を取り入れる余地が少ない。 

プロポーザルや基本設計の段階から設計者
と施工者が JV で業務を実施するため、実
際の施工を見据えた技術導入が可能であ
り、高度な提案を受けることができる。 
ただし、工事監理者は事業者の構成員であ
るため、発注者側の立場でコンサルタント
等の第三者によるモニタリングの支援を受
け、より高い品質を確保することが望まし
い。 

入札時や基本設計の段階から設計者、施工
者に加えて、維持管理・運営企業が実際の
施工や維持管理・運営を見据えた技術導入
を行うことができ、高度な提案を受けるこ
とができる。 
ただし、設計施工請負契約と維持管理・運
営委託契約が別個の契約のため、設計建設
JV と維持管理・運営企業が連携して事業を
進めているかどうか、発注者側の立場でコ
ンサルタント等の第三者によるモニタリン
グの支援を受け、より高い品質を確保する
ことが望ましい。 

入札時や基本設計の段階から設計者、施工
者に加えて、維持管理・運営企業が実際の
施工や維持管理・運営を見据えた技術導入
を行うことができ、高度な提案を受けるこ
とができる。 
ただし、事業契約に則り事業者が適切に業
務を履行しているかどうか、発注者側の立
場でコンサルタント等の第三者によるモニ
タリングの支援を受け、より高い品質を確
保することが望ましい。 

△ ○ ◎ ◎ 
【工期】※発注準備に要する期間含む 
 供用開始に向けた工期内竣工・工期

短縮の可能性 
 
◎：工期内竣工・工期短縮が期待できる 
○：工期内竣工・工期短縮が可能 
△：工期内竣工・工期短縮が難しい 

分離・分割の仕様発注のため、工期短縮に
係る事業者のノウハウを発揮する余地が他
の手法に比べて少なく、発注手続きは も
多くなることから、工期短縮を も図りに
くい。 

性能発注であり、工期短縮に係る事業者の
ノウハウも発揮しやすく、発注手続きは
も少ないことに加え、設計企業・施工企業
が同一事業体（JV）のため、調整等も円滑
に実施できる等、工期短縮を図りやすい。

DBO 方式は、PFI 的手法として PFI 法に
準じて手続きを進める場合が多いため、手
続き期間は PFI とほとんど変わらない。 
性能発注であり、設計企業・施工企業が同
一事業体（JV）のため、調整等も円滑に実
施できる等、工期短縮を図りやすい。 

PFI 法による法定手続きが定められてお
り、実施方針の公表から事業者の公募・選
定・契約までの期間が長い。 
性能発注であり、設計企業・施工企業がコ
ンソーシアム（SPC）を組成するため、調
整等も円滑に実施できる等、工期短縮を図
りやすい。 

△ ◎ ○ ○ 
【地元企業の参画機会】 
 地元企業の参入のしやすさ 
 
◎：地元企業の参入が期待できる 
○：地元企業の参入が可能 
△：地元企業の参入が難しい 

工区・工種別ごとの分割発注とした場合は、
地元企業による JV 等で参入することが期
待できる。 

入札参加要件によって、設計事務所や地元
企業による設計施工 JV 等として参画する
ことが期待できる。 

入札参加要件によって、大手ゼネコンや設
計事務所等とのコンソーシアムの一員とし
て参画することが可能であるが、事業範囲
が多岐にわたるため、地元企業単独での参
加は難しい。 

入札参加要件によって、大手ゼネコンや設
計事務所等とのコンソーシアムの一員とし
て参画することが可能であるが、事業範囲
が多岐にわたるため、地元企業単独での参
加は難しい。 

◎ ◎ △ △ 

総合評価 △ ◎ 〇 ○ 
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3.15 簡易な定量評価 

3.15.1 定量評価の算定条件 

簡易な定量評価の実施にあたっては、内閣府が提供するプログラム「簡易な検討の計算表」

を用いて VFM（Value For Money）の算定行う。定量評価の算定条件は表 3-16 のとおりであ

る。「3.14.3 事業形態の評価」より、事業手法は DB 方式を想定する。 

表 3-16 定量評価の算定条件 

項目 算定条件 

事業手法 BT 方式 

※DB 方式を想定する場合、BT 方式を選択する必要がある 

公共施設等の整備等 

（運営等を除く）の費用 

過去実績や公共刊行物等から単価を設定し、平面計画等から事業

費を算出（「3.13 概算工事費の検討」を参照） 

事業費の削除率 10％ 

※内閣府提供プログラム「簡易な検討の計算表」のデフォルト値

現在価値への割引率 2.6％ 

※内閣府提供プログラム「簡易な検討の計算表」のデフォルト値

整備費に対する資金調達

の内容 

緊急防災・減災事業債：整備費の 100％を充当 

※補助金及び一般財源はなしと想定 

起債金利 過去 3 年間の起債金利平均値 0.005％と想定 

起債返還方法 元金均等返済と仮定 

公共施設等の運営等の 

費用 

DB 方式では運営業務等の施設運用段階における業務が事業範囲

外のため設定は不要 

民間事業者の適正な利益

及び配当 

DB 方式では民間資金調達がないため設定は不要 

調査に要する費用 アドバイザリー費（事業者募集・選定・契約締結）：25,000 千円 

※内閣府提供プログラム「簡易な検討の計算表」のデフォルト値

利用料金収入 本施設では、利用料収入は無いものと想定 

 

 

3.15.1 簡易な定量評価の結果 

DB 方式によって本施設を整備した場合、従来方式に比べて 1.8 億円（現在価値）の削減（VFM：

8.8％）が可能となる。 
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3.16 事業工程計画 

設計、法的手続き等に必要な期間（費用の調査を含む）、工期、予算化時期、各発注手続き期

間等の事業スケジュールを図 3-17 に示す。（仮称）御所市防災市民センターは令和 5 年 9 月の

竣工を目指す。 

 

 

図 3-17 事業スケジュール 
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3.17 施設の管理・運用 

施設の管理・運用方針について表 3-17 の通り整理する。 

指定管理者制度や業務委託によって、施設の管理・運用に係る費用が比較的安価となると考え

られる。また、施設の管理・運用については、指定管理者制度や業務委託を実施する場合であっ

ても、主管となる担当課を定め、施設の管理・運用状況等の監視を行う必要がある。 

表 3-17 管理・運営方針の比較 

管理・運営方針 根拠 メリット デメリット 

指定 

管理者 

制度 

1）民間企業、

NPO 等 
地方自治

法第 244
条の 2 に

基 づ く

「管理代

行」 

・施設の管理権限や使用許可

など、業務委託よりも管理

者の主体性が発揮できる。

・条例で定める範囲内であれ

ば利用料金を定めることが

でき、独立採算の運営も可

能となる。 

・複数年契約を基本とする。

・管理基準、業務範囲は条例

で定める必要があり、柔軟

な管理運営ができない場合

がある。 

・議会の議決を経て管理運営

主体や期間を決定する必要

がある。 

2）第三セクター ・施設の管理権限や使用許可

など、業務委託よりも管理

者の主体性が発揮できる。

・条例で定める範囲内であれ

ば利用料金を定めることが

でき、独立採算の運営も可

能となる。 

・複数年契約を基本とする 

・管理基準、業務範囲は条例

で定める必要があり、柔軟

な管理運営ができない場合

がある。 

・議会の議決を経て管理運営

主体や期間を決定する必要

がある。 

・官民の役割分担が不明確に

なりがちであり、損失が出

た場合に公共が補填するこ

ともある。 

公共 

直営 

3）業務委託 私法上の

契約 
・公共職員より効率的、安価

であることが多い。 

・議決が不要である。 

・行政の意向が反映しやすい。

・受託者の権限が狭い。 

・利用料金制度を採用できない。

・複数年度では債務負担行為が

必要なので単年度が多い。 

4）委託なし － ・行政の意向が直結する。 ・高コスト、非効率になる傾

向がある。 

 

 


