
○ 吉野町の役場本庁舎は、昭和34年に竣工してから築63年が経過している。（参考資料1参照）

○ 平成22年度に行った耐震診断結果で強度不足が指摘されている。（参考資料2参照）

○ 令和4年1月にらせん階段部分の破損を発見し応急処置をした。また、その他の壁にも各所にクラックがある。

○ 災害時の業務継続、住民窓口としての機能継続に支障が生じる可能性がある。

○ また、地震災害に非常に弱く、災害対策本部としての機能継続が難しい状態。

老朽化

災害時役場機能の維持

⇒早急に新庁舎整備の必要がある。

吉野町役場の現状について

新庁舎設置場所選定に当たり考えられる案

ケース 予定地 建築方法

１ 現庁舎 現庁舎での建替え（仮設庁舎の整備→ 現庁舎の解体新庁舎の新築）

２ 現庁舎 現庁舎での建替え（吉野中央公民館を仮庁舎として使用→ 現庁舎の解体・新庁舎の新築）

３ 旧吉野小学校 跡地 旧吉野小学校の校舎等の解体→新庁舎の新築（現庁舎の解体）

４ 旧吉野小学校 跡地 旧吉野小学校の校舎等の改修→新庁舎として活用（現庁舎の解体）

５ 旧吉野北小学校 跡地 旧吉野北小学校の校舎等の解体→新庁舎の新築（現庁舎の解体）

６ 旧吉野北小学校 跡地 旧吉野北小学校の校舎等の改修→新庁舎として活用（現庁舎の解体）

７ 現庁舎・旧両小跡地 複数の施設を分散型庁舎として活用（既存庁舎、旧吉野小学校、旧吉野北小学校に分散）

８ 町中央公民館 吉野中央公民館の改修→新庁舎として活用（現庁舎の解体）

※８月24日総務文教厚生委員会でお示しした案

１

令和4年9月7日
総務文教厚生委員会



役場設置場所比較に当たっての考え方（１）

２

○ ８つのケースを比較するに当たっては以下の４つの評価項目を設定する。

安全性

防災拠点としての機能

経済性

公共施設の最適化
ライフサイクルコストを含めた事業費

アクセス性
利便性

町民にとっての利用のしやすさ

計画性

法的規制・敷地条件

評価項目について



評価項目 評価細目 評価内容

安全性

事業期間 新庁舎へ引越し完了までに掛かる期間

流域治水対策等の必要性 候補地が浸水想定区域に含まれるかどうか

地震による周辺建物被害 候補地周辺に民家が密集していることによる震災時の影響があるかどうか

土石流による被害 候補地が土砂災害警戒区域又は急傾斜警戒区域（イエローゾーン）に含まれるかどうか

災害拠点としての活用 緊急輸送道路からのアクセス性ならびに防災拠点施設との連携が容易か

経済性

事業費 2050年までに掛かる事業費の総額

行政機能の移転 行政機能を移転する回数

候補地以外の施設への民間活力
導入による公的負担の低減

民間活力により公共施設の最適化を図り、施設の維持管理の公的負担を低減可能かどうか

ｱｸｾｽ性
利便性

最寄り駅からの距離（徒歩） 公共交通機関から候補地までの距離と交通手段の多さ

公共施設等の利用しやすさ 候補地の2㎞圏域にそのほかの公共施設等があり、併せて利用しやすいかどうか

来庁者駐車場の確保 駐車台数を十分確保できるかどうか

バリアフリー整備 新庁舎のバリアフリー化が可能であるかどうか

計画性

法的規制 用途地域などによる建築計画への制約の有無

敷地条件 土地取得状況及びインフラの敷設状況

新庁舎計画の自由度 敷地、既存建物の条件から新庁舎計画のプランの自由度

町民窓口部署の集約化 建物規模によって行政機能の集約化が図れるかどうか

役場設置場所比較に当たっての考え方（２）

評価細目について

３

○ 先述の評価項目を、更にいくつかの評価細目にした上で評価し、総合的な比較
を行うこととする。



役場設置場所比較に当たっての考え方（３）

原則

Ⅰ 庁舎の現況に鑑み、新たな防災拠点としての庁舎を整備することを最優先に検討する必要
があるため、安全性の観点に特に重点をおいて評価を行う。

Ⅱ 公共施設の最適化や財政状況等、将来を見据えた長期的な観点からの事業実施が必要であ
るため、経済性の観点についても特に重点をおいて評価を行う。

Ⅲ 上記２点を含め、８月24日の総務文教厚生委員会での議論等を踏まえ、それ以外の観点
（「アクセス性・利便性」及び「計画性」）についても、評価細目ごとに重みづけを行う。

考え方の詳細

○ 各評価細目について、重要度に応じてＳ、Ａ、Ｂ、Ｃの重みづけを行う。

○ Ⅰ及びⅡの観点については、Ｓ又はＡに位置づけることとし、

・「安全性」については、「事業期間」や「防災拠点としての活用」の総論的な論点はＳ、
その他の個別の論点はＡとする。

・「経済性」については、町の将来像に関わる「候補地以外の施設への民間活力導入による
公的負担の低減」の観点をＳとし、「行政機能の移転回数」や、事業を行うための根底で
あるものの、他の観点に付随するものであるため、「事業費」の観点はＡとする。

○ 「アクセス性・利便性」及び「計画性」については、Ａ～Ｃに位置づけることとする。
具体的には、アンケート結果等を踏まえ、「来庁者駐車場の確保」をＡとし、それ以
外をＢ・Ｃとする。 ４

○ 各評価細目について、重要度に応じて重み付けを行った上で評価を行う。



「安全性」に関する評価

事業期間

〇 候補地周辺の民家の密集状況や、浸水想定域・イエローゾーンへの該当状況を判断基準
とする。

⇒ 各ケースの状況を個別に判断している。

重要度Ｓの評価細目

重要度Ａの評価細目

○ 早期に新庁舎整備の必要があることから、供用開始までの期間を判断基準とする。

⇒ 新築するケースに比べ、改築するケースの方が短期間であるため、高評価となっている。

災害拠点としての活用

○ 緊急輸送道路への隣接という点では、全ケースが該当。

○ 防災拠点施設である吉野運動公園との連携のしやすさという観点から距離を判断基準と
する。

⇒ 吉野運動公園との距離が近い旧吉野北小学校を庁舎とするケースの評価が高い。
また、分散型庁舎となるケース７は、情報・派遣部隊の集約化の観点から評価が低い。

流域治水対策等の必要性、地震による周辺建物被害、土石流による被害

５



「経済性」に関する評価

重要度Ｓの評価細目

事業費

候補地以外の施設の民間活力導入による公的負担の低減

重要度Ａの評価細目

行政機能の移転･･･分散型庁舎や仮庁舎建設のパターンの評価が低くなっている。

○ 「吉野町公共施設等総合管理計画」では、吉野町における住民一人当たりの公共建築物の延床面積
は、全国平均や類似団体・近隣自治体等と比較して大きいことが示されている。

○ また、「旧吉野小学校及び旧吉野北小学校の跡地利用に関するサウンディング調査結果」では、民
間利活用の可能性が、旧吉野小学校は76.5％、旧吉野北小学校は35.3％となっている。

⇒ 分散型庁舎となり、公共建築物の面積が減少しないケースや、民間利活用の可能性が高い場所を庁
舎とするケースの評価が低く、民間利活用の可能性が低い場所を庁舎とするケースの評価が高く
なっている。

○ 単に、新庁舎整備に係る経費のみを比較対象とするのではなく、2050年※までに必要となる改修
等を含めたライフサイクルコストを算出した上で評価している。

※各施設の目標使用年数（80年）や長寿命化改修の周期（40年）が2050年付近に到来することに鑑み、2050年を
基準とした。

⇒ 旧吉野小学校は、2047年に目標使用年数を超え、再度、庁舎移転を行う必要があることからケース
４の評価が低くなっており、比較的新しい旧吉野北小学校を改修するケース６の評価が高くなってい
る。

６

（参考資料3及び4参照）



「アクセス性・利便性」 、「計画性」に関する評価

重要度Ａの評価細目

来庁者の駐車場の確保

○アンケート結果でも重視されていた項目であり、確保可能な駐車場の広さを判断基準とした。

⇒ 現地建替を行うケースを除いては、十分な確保ができるため、評価が高い。

重要度Ｂの評価細目

バリアフリー整備

○新築の場合、評価が高く、既存施設でも、エレベーターの設置状況を判断基準としている。

⇒ 新築の場合や、既にエレベーターが設置されている旧吉野北小学校の評価が高くなってい
る。

敷地条件

○借地か町有地かという点、下水道の整備状況を判断基準としている。

⇒ 借地である現庁舎の評価が低く、また、下水道整備済み（未接続）の旧吉野小学校の評
価が高くなっている。

最寄り駅からの距離、公共施設等の利用しやすさ

○周辺の公共交通機関や公共施設の状況を判断基準としている。

⇒ 周辺に鉄道の駅もなく、公民館、集会所のほか、銀行や病院等の所在状況に鑑み、旧吉野

北小学校は評価がやや低くなっている。

７
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吉野町新庁舎設置場所検討に係る評価の集約

庁舎の設置場所について、８つのケースを評価項目毎に検討した結果、

ケース６ 旧吉野北小学校での整備（旧吉野北小学校の校舎等の改修）

を行うケースが最も高い点数となった。

ケース 建築方法

１

現庁舎での建替え
（仮設庁舎の整備→ 現庁舎の解体新庁舎
の新築）

２

現庁舎での建替え（吉野中央公民館を仮庁
舎として使用→ 現庁舎の解体・新庁舎の新
築）

３
旧吉野小学校の校舎等の解体
→新庁舎の新築（現庁舎の解体）

４
旧吉野小学校の校舎等の改修
→新庁舎として活用（現庁舎の解体）

５
旧吉野北小学校の校舎等の解体
→新庁舎の新築（現庁舎の解体）

６
旧吉野北小学校の校舎等の改修
→新庁舎として活用（現庁舎の解体）

７

複数の施設を分散型庁舎として活用
（既存庁舎、吉野小学校、吉野北小学校に
分散）

８
吉野中央公民館の改修→新庁舎として活用
（現庁舎の解体） ８

77
点

88
点

ケース２ ケース８



各施設の状況

施設名 構造 階数 延床面積㎡ 建築年度 建築年数 耐震化 耐震工事実施年度

吉野町役場
本庁舎

ＲＣ 3 1,972 Ｓ34年 63年

吉野町
中央公民館

ＲＣ 5 3,710 Ｓ48年 49年 〇 Ｒ1年

旧吉野小学校 ＲＣ 3 4,349

合 計
5,368

Ｓ43年 54年 〇
Ｈ7年、Ｈ11年、
Ｈ22実施

旧吉野小学校
体育館

ＲＣ 2 1,019 Ｓ43年 54年 〇 H11年

旧吉野北小学校
北棟

ＲＣ 2 1,384

合 計
3,843

Ｓ56年 41年 〇 Ｈ15年

旧吉野北小学校
南棟

ＲＣ 2 1,705 Ｈ15年 19年 〇 耐震基準適合

旧吉野北小学校
体育館

木造 1 754 Ｈ17年 17年 〇 耐震基準適合

参考資料１

9



吉野町役場 本庁舎 耐震診断結果

Is(x) CTuSD(x) Is(y) CTuSD(y)

3階 0.25 0.34 0.35 0.48

2階 0.19 0.26 0.32 0.43

1階 0.18 0.24 0.28 0.38

参考資料２

・診断年度 Ｈ22年８月 ・依頼先 財団法人なら建築住宅センター

・対象 吉野町役場（Ｓ34年建築） 鉄筋コンクリート造 地上3階 延床面積 1,972㎡

耐震診断において、構造体の耐震性能を示す値。

「強さ」「粘り」「形状」「経年劣化」を考慮して算出される。

一般建物については、耐震改修促進法第3条の規定に基づく指針により大規模な地震が発生した場合に倒壊
又は崩壊しない耐震性能Is値0.6以上（庁舎機能については0.75以上）を確保しなければならない。

主に鉄筋コンクリート造に適用される保有水平耐力に係る値。構造物によって必要な数値が設定される

本庁舎 構造耐震診断指標 CTuSD≧0.375かつIs≧0.75

0.3未満 大規模な地震に対して倒壊などの
危険性が高い

0.3以上0.6未満 倒壊などの危険性がある

0.6以上 倒壊などの危険性が低い

本庁舎の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性は「地震の震度及び衝撃に対して倒壊し、又は

崩壊する危険性が高い」と判断される。（財団法人なら建築住宅センター診断結果より）

Is値（構造耐震指標）について

耐震診断実施概要

CTuSDについて

診断結果

【Is値】

10



概算事業費単価 参考資料３

項目 単価（円／㎡） 根拠

建設
コスト

（0）設計コスト

設計費 25,750
監修/国土交通省大臣官房官庁営繕部
編集・発行/一般財団法人建築保全センター
「平成31年版建築物のﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ第2版」より

調査費
地盤調査費
測量費

780

（1）建替コスト
（解体は含む）

庁舎 602,400
「公共施設及びインフラ資産の更新費用の試算（総務省）」の数値に
建設工事費デフレーターを反映し算出。さらに近年の建設資材の高騰
分として、1.2倍を見込む（建設会社ヒアリングより）

（2）解体費用
庁舎 32,585 「公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（総務省）」より算出。

さらに近年の建設廃棄の高騰分として、1.1倍を見込む（建設会社ヒ
アリングより）学校 26,412

（3）新築
（解体は含まない）

庁舎 569,815 （1）建替単価（解体含む）－（2）解体費用を除算し算出

（4）大規模改修

庁舎 376,200
「公共施設及びインフラ資産の更新費用の試算（総務省）」の数値に
建設工事費デフレーターを反映し算出。さらに近年の建設資材の高騰
分として、1.2倍を見込む（建設会社ヒアリングより）

学校施設 255,816

市民文化系施設 376,200

（5）仮設庁舎 190,000 リース会社ヒアリングより

運用
コスト

光熱水コスト

電気料金、ガス
料金、油代

1,850 監修/国土交通省大臣官房官庁営繕部
編集・発行/一般財団法人建築保全センター
「平成31年版建築物のﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ第2版」より

水道料金 227

保全
コスト

維持管理コスト

点検・保守費 2,218
監修/国土交通省大臣官房官庁営繕部
編集・発行/一般財団法人建築保全センター
「平成31年版建築物のﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ第2版」より

運転・監視費 1,721

清掃費 2,441 11



事業費の試算方法と延床面積の考え方について

既存施設の名称
既存施設の

延床面積（㎡）
Ａ

新築する場合の
延床面積（㎡）

Ｂ
Ａ／Ｂ

旧吉野小学校 4,349 1,972 2.20

旧吉野北小学校 3,089 1,972 1.56

○ 新庁舎の新築又は改修に係る事業費の算出については、建設単価に以下の延床面積を乗じること等
により行っている。

①新築する場合 ⇒現庁舎と同程度の規模の庁舎（延床面積1,972㎡）を建設すると仮定

②既存施設を改修する場合⇒当該既存施設の延床面積を改修すると仮定（※）

※当該既存施設の延床面積のうち、2,000㎡分のみを改修した場合、建築基準法上の耐震基準等を確保できなくなる
可能性があることから、現実的に困難であり、既存施設全体を改修することを前提とした検討が必要となるため。

○ 各既存施設の延床面積は以下の通りだが、旧吉野小学校の延床面積は現庁舎の２倍以上となっている。

○ 新庁舎の具体の延床面積については今後検討することとなるが、

・現庁舎には会議スペースが不足しており、新庁舎には一定のスペースを確保する必要があること
・今後、水道の広域化により飯貝庁舎等の移転場所を検討する必要があること

を踏まえても、旧吉野小学校の規模の広さのスペースが必要であるとは考えがたく、旧吉野小学校に
庁舎を移転した場合には、相当の空きスペースが生まれてしまうことが考えられる。

※町民アンケートの結果でも、「役場に必要だと思うスペースはありますか」との設問において、「特になし
（現状程度でよい）」との回答が最も多い。 12
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※返還の可能性のある補助金 約 3,630万円
起債額 約2億2,600万円 合計 約2億6,230万円

公民館を役場に転用等した場合の課題について

○ 吉野町中央公民館について規定している条例は以下の通り。

社会教育法（昭和24年法律第207号）（抄）
（公民館の補助）
第三十八条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。

（中略）
二 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第20条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになったとき。

吉野町中央公民館設置条例（昭和48年条例第27号）（抄）
第一条 本町に社会教育法（昭和24年法律第207号）第20条に規定する公民館（以下「公民館」という。）を設置する。
第二条 公民館の名称は、吉野町中央公民館と称し、吉野町大字上市133番地に設置する。

⇒ 公民館を設置している市町村の割合は81.6％（平成30年度社会教育調査（文部科学省））と高く、町民にとって
最も身近な学習拠点というだけでなく、交流の場として重要な役割を果たしている。

⇒ ケース８により吉野町中央公民館を庁舎に転用した場合、新たに公民館機能を備えた施設を確保する
必要があると考えられるが、公民館に係る適地選定（要条例改正）や建設コストについても検討する必
要が発生する。

⇒ また、ケース２により公民館を仮庁舎とした場合であっても、一定の期間、別の場所に公民館
機能を移設する必要があり、別の場所に仮庁舎を設置するケース１と比べて経済的に不合理であり、
二度手間となる。

○ 吉野町中央公民館は、平成30年度から令和元年度にかけて、大規模耐震改修工事を実施しており、
これを他の施設に転用した場合には、当該工事に係る補助金の返還や起債の繰上償還を行う必要がある。
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