
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。

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、多様な方々の活動、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。

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。

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活動の拠点として、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。

１．計画の背景と目的

地域の安全・安心な暮らしを守り、多様な地域住民が交流する拠点づくり

２．防災市民センターの基本方針

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、市民に安全安心な行政サー

ビスの提供と市民生活の向上を図ることを目的とし、旧御所市民会館・中央公民館跡地に、防災拠点となる（仮称）防災市

民センターの建設に向けた基本計画を策定します。

（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しての役割を担うことが期待されており、市民の安全・安心な暮らしを守り、様々な活動の拠点となる

施設づくりを目指します。

■施設のコンセプト

４．施設の諸室及び規模

３．計画の概要

計画地 御所市三室111番地

敷地⾯積 約8,600㎡
建ぺい率／容積率 60%／200%
⾼さ制限 高度地区の指定（15m）

最⼤収容⼈数 1,000人
必要駐⾞台数 250台
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諸室 諸室機能（災害時） 諸室機能（平常時） ⾯積・規模
多目的スペース 避難者の避難・滞在（500人避難） 運動教室、レクリエーション等 1,000㎡

多目的スペース用倉庫 畳や椅子、机等を収納 畳や椅子、机等を収納 適宜

ロッカー室 避難者、スタッフの更衣 多目的スペース利用者用の更衣
シャワー：10基

ロッカー：2段20列
浴室 避難者、スタッフの入浴 － 40㎡

フロントロビー 災害情報等の発信（175人避難） 防災に関する啓発や学習の展示 350㎡

備蓄倉庫
資機材、備蓄生活品、資料の保
管

－ 300㎡

物資集配所 救援物資の受入れ・仕分け － －

機材・機械室 非常用発電機、防災無線の設置 － 50㎡

ボランティア室 災害ボランティアの打合せ ボランティア団体等の活動 50㎡

事務室１（水道局窓口等） － 水道局窓口等 170㎡

事務室２（行政使用） 災害ボランティアの受付窓口 行政事務等 210㎡

子育て支援室
幼児やその保護者の避難・滞在
（100人避難）

子育て支援 200㎡

ふれあい・交流スペース
災害スタッフの休憩・仮眠
（125人避難）

高齢者や地域住民の交流
250㎡、

可動式パーテーションで2分割

研修室
スタッフ待機・連絡指示の場所
（250人避難）

研修会や発表会等 250人程度の収容

和室
高齢者・障害者等の避難・滞在
（25人避難）

カルチャー教室や小規模な会合
等

30帖

調理室・配膳室、
食事スペース

支援団体による炊出し調理・提供 料理教室等の生涯学習活動 110㎡

会議室
災害対策本部、ミーティングルー
ム

消防団会議や中人数の会議等
20人程度：3室
30人程度：2室

貯水タンク 3日間の生活用水（トイレ） － 地下埋設

下水タンク 3日間の汚水貯留 － 地下埋設

ロータリー 大型車両の進入転回 － －

駐車場 自動車による避難の受入 施設利用者用駐車場
約250台の駐車を確保

（敷地拡張を含め、検討）

施設に必要な諸室及び規模は、施設のあり方や地域の現況等を踏まえ、以下のとおり設定します。

■施設のあり方

（仮称）御所市防災市民センターの施設コンセプトを以下の通り掲げ、その内容に基づき、施設のあり方及び整備方針は

以下の通りとします。

■整備方針

• 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

• 多様な方々の活動の場として、
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

（仮称）御所市防災市民センターの建設事業

地は右図の通りです。

また、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は、周辺市民の人

口や避難所運営スタッフ等の人員、他自治体の

避難状況等を考慮し、最大収容人数を1,000人、

必要駐車台数を250台とします。

■（仮称）御所市防災市民センター整備基本計画 概要



５．計画イメージ

■ （仮称）御所市防災市民センター整備基本計画 概要

６．概算事業費

７．事業手法の検討
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８．事業目標スケジュール

項⽬ 概算⼯事費
設計・
⼯事監理

建築設計・⼯事監理 218,000千円
⼟⽊設計・⼯事監理 19,000千円

建築⼯事 本体⼯事 2,550,000千円
設備⼯事 128,000千円

⼟⽊⼯事

撤去⼯事 16,000千円
構造物⼯事 34,000千円
敷地造成⼯事 4,000千円
調整池⼯事 14,000千円
外構⼯事 38,000千円
その他の⼯事 11,000千円

事業費 合計 3,032,000千円

（仮称）御所市防災市民センターは、令和5年9月の竣工を目指します。

施設稼働までの必要な業務と各業務に係る目標スケジュールは下表の通りです。

建築工事費及び土木工事費の概算を

右表に示します。想定される事業規模か

ら、事業費は約30億円となります。

あくまでも現段階の概算であり、今後設

定する詳細仕様により変更する可能性が

あります。今後は市場の動向、他施設事

例を参考にしつつ、事業費の縮減に努め

ます。

■施設計画図 ■施設イメージ

■構造計画

■設備計画

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」の視点から評価を行います。
本事業においては、施設の早期稼働、地元企業の参画のしやすさの観点から、「DB方式（設計施工一括発注方式）」を

最適な事業手法として採用します。

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

維持対策を行います。

また、ランニングコストの最適化を図りつ

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します。

防災市民センターは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します。

防災拠点機能を有することから、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します。

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。

※国土交通省「官庁施設の総合耐震計画基準」より

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
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