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はじめに

吉和地域では、廿日市市公共施設再編計画（第１期）に基づく先行的事業の一つとして吉和福祉セン

ター敷地内に吉和診療所（内科・歯科）の移転整備を行うとともに、高齢者福祉施設の整備など、福祉

医療の機能充実を図ってきたところです。

一方で、「吉和支所」と「吉和市民センター」は、建築から４０年以上経過し、平成３０年８月には広

島県から土砂災害防止法に基づき「吉和支所」を含む一部の地区が土砂災害警戒区域に指定されたこと、

「吉和市民センター」は耐震性能が低いこと、「吉和保健センター」や「吉和歴史民俗資料館」も建築か

ら３０年以上経過していることなどから公共施設の本格的な移転建替えや今後のあり方についての検

討が急務となっていました。

また、廿日市市立地適正化計画において、地域拠点、地区拠点には、地域の人口規模に応じて、必要

な都市機能を維持・誘導することが求められています。

吉和地域は、地域拠点、地区拠点に位置付けられていることから、ハード面の取組と合わせて、多様

な主体の参画により、さまざまな生活サービスや地域活動の場などをつなぎ、人やモノ、サービスの循

環を図ることで、住民自らが地域を支える新しい地域運営の仕組みをつくる「小さな拠点」づくりの取

り組みも始まったところです。

このような状況をふまえ、本市では、暮らし続けられる吉和地域の実現を目指し、持続可能な地域づ

くりの取組として、支所や市民センターを拠点施設として位置づけ、行政、防災、市民活動の拠点機能

の強化や支所周辺に福祉・医療などの生活サービス機能を集積する拠点づくりを進めることとしていま

す。

そこで、本市では、吉和支所を中心とした複合施設の整備を、吉和地域の小さな拠点形成の中核的な

事業として位置づけ、施設整備に関する基本的な考え方をまとめるため、平成３１年３月に「吉和支所

複合施設整備基本構想」を策定しました。

「吉和支所複合施設整備基本計画」は、そうした基本構想の考え方に基づき、基本設計や実施設計へ

の指針として策定するものです。
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１．基本計画の位置づけ及び吉和地域公共施設の現状と課題

１．１ 基本計画の位置づけ

（１）【第６次廿日市市総合計画】H28.3 策定 まちづくり拠点機能の充実

市民やまちづくり活動団体が活動しやすい環境の形成をめざし、支所や市民センターを地域のま

ちづくり拠点として、その機能の向上を図るとともに、地域活動の支援に取り組みます。

（２）【拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（廿日市市立地適正化計画）】H31.3 策定

小さな拠点づくり

吉和地域を中山間地域の地域拠点、地区拠点と位置づけ、「小さな拠点づくり」などにより、地域

住民の暮らしの拠点の形成と支所・市民センターの再整備を連携させ、機能集約による利便性の向

上を目指します。

（３）【廿日市市協働によるまちづくり基本条例】H24.4 施行 地区、地域及び市域におけるまちづくり

吉和地域では、支所、市民センター、福祉センターなどを拠点とし、相互に連携しながらまちづ

くりを進めていきます。

（４）【廿日市市公共施設再編計画】H27.6 策定 規模の適正化と機能集約

支所は、必要な行政サービスを提供するために、庁舎に備えるべき機能や、組織体制をふまえな

がら、配置及び規模の適正化を図ります。

市民センターは、機能の維持向上と効果的な施設運営のために、地域特性や市民ニーズを十分に

勘案したうえで、他の公共施設との機能集約を図ります。

【その他関連計画】

関連計画 策定年 整合性を図るべき計画・方針など

廿日市市まち・ひと・しごと創生総合

戦略

(H27～R2)

H27.10 持続可能な地域づくり

※「小さな拠点づくり」の推進

廿日市市公共施設マネジメント基本

方針

（H25～R34）

H25.6 総量の適正化

（統廃合・複合化・適正供給）

長寿命化の推進

効率的かつ効果的な管理運営

広島県中山間地域振興計画 H26.12 多様な力でつながる人づくり、安心して支

える生活環境づくりなど

廿日市市中山間地域振興の基本方針 H30.3 人づくり

「働く」「住む」「暮らす」「育つ」の４つの

視点と地域の特性を生かした市民主体の

まちづくり

廿日市市過疎地域自立促進計画

(H28～R2)

H28.3 交通通信体系の整備

情報化及び地域間交流の促進

教育の振興

廿日市市観光振興基本計画

(H27～R7)

H27.1 中国山地の自然や食を活かした体験交流

地域

廿日市市教育振興基本計画

【第 2期】

(H28～R2)

H28.3 まちづくり活動に誰もが参画しやすい環

境づくり

魅力ある郷土の歴史や文化の学習と次世

代への継承（歴史民俗資料館の整備及び活

動促進）

廿日市市公共建築物等木材利用促進

方針

H24.9 公共建設物などにおける木材の利用の促

進
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【複合施設 整備イメージ】

＜現状＞

利用者

福祉・医療施設
（吉和福祉センター）

（吉和診療所）

吉和歴史民俗資料館
（老朽化）

吉和保健センター
（老朽化）

吉和支所
（老朽化）

（土砂災害警戒区域）

吉和市民センター
（老朽化）

(旧耐震基準)

複合施設

・公共施設の再編

・まちづくり拠点機能

の充実

・小さな拠点づくり

福祉・医療施設

（吉和診療所）

（吉和福祉センター）

＜整備後＞

利用者
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１．２ 吉和地域の公共施設の現状と課題

吉和地域内の公共施設のうち、吉和支所と吉和市民センターは建築から 40 年以上、吉和保健センタ

ーと歴史民俗資料館は建築から 30 年以上が経過しており、全般的に老朽化が進んでいます。

また、支所は土砂災害警戒区域内にあり、防災面での課題を抱えています。

さらには、これらの施設が点在していることが、利用者である地域住民の利便性を損ねており、安全

面と利便性を配慮した施設の移転、建替え、集約が必要となっています。

（１）計画対象地への集約が予定されている施設

○吉和支所

所在地 吉和 3425 番地 1

建築年月日 昭和 50（1975 年）年 11月（経過年数：44 年）

構造 RC 造 3 階建（車庫 鉄骨スレート）

延べ床面積 953 ㎡（車庫 222 ㎡）

耐震性 耐震改修済（1996 年）

土砂災害警戒区域 地すべり

○吉和市民センター

所在地 吉和 3425 番地 1

建築年月日 昭和 47（1972 年）年 11月（経過年数：47 年）

構造 RC 造 3 階建

延べ床面積 735 ㎡

耐震性 旧耐震

土砂災害警戒区域 －

○吉和保健センター

所在地 吉和 617 番地

建築年月日 昭和 58（1983 年）年 11月（経過年数：36 年）

構造 RC 造 1 階建

延べ床面積 595 ㎡

耐震性 新耐震

土砂災害警戒区域 地すべり

機能回復訓練室、栄養指導室等が配置されています。

諸室が利用されていないという問題があります。

平成 30 年 8月 9 日に土砂災害警戒区域（地すべり）に指定されました。庁舎内数か所に天井

の破損が見受けられるなど老朽化が進んでおり、バリアフリーへの対応も不十分です。

事務室、図書室、大会議室、講義室、和室などが配置されています。老朽化が進み、耐震性能

が不足しています。指定緊急避難場所・指定避難所になっていますが、２階への移動手段は階

段のみであり、バリアフリーの対応も不十分であり、避難所としての機能にも問題があります。
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○吉和歴史民俗資料館

所在地 吉和 3523 番地 1

建築年月日 昭和 62（1987 年）年 8月（経過年数：32 年）

構造 RC 造 1 階建

延べ床面積 130 ㎡

耐震性 新耐震

土砂災害警戒区域 －

（２）計画対象地に隣接する連携施設（福祉・医療施設）

○吉和福祉センター

所在地 吉和 1771 番地 1

建築年月日 平成 11（1999 年）年 11月（経過年数：20 年）

運営 社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会ほか

構造 RC 造１階建

延べ床面積 1,662 ㎡

耐震性 新耐震

土砂災害警戒区域 一部土石流

○吉和診療所

所在地 吉和 1771 番地 1

建築年月日 平成 29（2017 年）年 4月（経過年数：3年）

構造 木造１階建

延べ床面積 276 ㎡

耐震性 新耐震

土砂災害警戒区域 －

管理室、談話室、展示室ほか収蔵庫（別棟 56 ㎡）が配置されています。老朽化が進み、談話

室床下の腐朽、玄関入口タイルの破損などが見受けられます。

すこやかホール、地域交流スペース、事務室、デイサービスセンター等を備え、乳児検診、高

齢者介護予防教室、ふれあいサロンなど利用されています。

平成 29（2017 年）年に、宿泊のできる高齢者福祉施設が増築されました。

なお、デイサービスセンターは社会福祉法人佐伯さつき会、宿泊のできる高齢者福祉施設は特

定非営利活動法人ほっと吉和が運営しています。

内科と歯科があります。内科診療は休日・祝日を除く月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、第

2・4水曜日、歯科診療は休日・祝日を除く木曜日、土曜日となっています。
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（３）土砂災害警戒区域図

広島県は、土砂災害防止法に基づき、平成 30（2018 年）８月９日付けで、吉和支所を含む吉和地

域の一部を、土砂災害警戒区域に指定しました。

出典：土砂災害ポータルひろしま

①

②

③

④

吉和歴史民俗資料館

吉和支所（土砂災害警戒区域）

吉和福祉センター

（土砂災害警戒区域）

吉和保健センター

（土砂災害警戒区域）

土砂災害警戒区域

＜土石流＞

＜地すべり＞

＜急傾斜＞

吉和市民センター

（土砂災害警戒区域外）
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２．複合施設整備に関する考え方と計画対象地の検討

２．１ 事業の目的

暮らし続けられる吉和地域の実現に向け、吉和支所など既存の公共施設が担っている機能を整理し、

安全な立地で整備を行うとともに、住民の活動、地域内外の交流を行う拠点、住民自らが地域を支える

地域運営の仕組みをつくり、吉和の小さな拠点を形成します。

複合施設の整備にあたっては、公共施設として、市民や利用者の安全性の確保を第一としながら、住

民が活動・交流を行う場づくりのほか、住民や観光客などの来訪者が気軽に利用でき、交流人口や関係

人口の増加を促す施設となるよう、行政機能やまちづくり機能、保健機能、生涯学習機能などが効果的

に発揮できるよう整備していきます。

《基本的な考え方》

（１）安全性を確保した支所及び市民センター

○支所の防災拠点としての機能や避難所となる市民センターを考慮した場所とします。

（２）「地域ぐるみの連携体制」で暮らし続けられる吉和の実現をめざす拠点の形成

○地域活動スペースを設け、まちづくり活動団体の活動や団体間の連携を支援します。

○イベントや交流のできるスペースを確保します。

○地域外の方に対して魅力を発信し、交流人口・関係人口の増加につなげ、移住・定住を促進しま

す。

（３）機能集約による効率的で将来にわたり持続可能な施設

○施設の「一体化」又は「集約化」を図るとともに、新たな機能と魅力を創出します。

○施設の規模については、これまでの地域活動の確保、「廿日市市公共施設マネジメント基本方針」

に基づき整備します。

○行政や市民、民間事業者など多様な主体の連携により、相乗効果を生み出すような施設とします。

（４）生活サービスの利便性の向上

○商店、郵便局、福祉センター、診療所、支所、市民センターなど生活サービスや行政サービスの

施設をさらに集積することで、利便性の向上を図ります。

○交通の要衝を生かした観光案内情報の発信により、交流機能を高めます。
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２．２ 計画対象地の検討

（１）計画エリア

（２）計画地選定の視点

計画地の選定にあたっては、エリア内の３箇所について「安全性」「まちづくり」「利便性」「機能

性」「経済性」の５つの観点から検討しました。

①安全性
敷地の安全性をはじめとし、河川からの高低差、防災拠点や避難所とし

ての機能性についての検討

②まちづくり
商店、郵便局、福祉センター、診療所、支所、市民センターなどの集積

に向けた検討

③利便性 居住地からのアクセスや、既存生活施設との連続性についての検討

④機能性
必要な機能を収容できる規模、間口と奥行の比率などの形状、大型車両

に対応できる接道などについての検討

⑤経済性 土地の造成や上下水道の整備など、コスト面についての検討

吉和支所・市民センター

ＪＡ

福祉センター

高齢者福祉施設

民間店舗
郵便局

太田
川

吉和
IC

診療所
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【３案による比較検討結果】

概

要

位置

プラン Ａ案 Ｂ案 Ｃ案

面積 約 5,300 ㎡ 約 6,000 ㎡ 約 6,500 ㎡

現況 建物敷地 駐車場 田（農業振興地域内・農用地区域内） 田（農業振興地域内・農用地区域内）

安

全

性

敷地の安全性 ○ 土砂災害警戒区域外 × 一部土砂災害警戒区域内 ○ 土砂災害警戒区域外

川からの高低差 ○
川から遠く高さもあり水害の危

険性が低い
×

川に近く高低差も少ない

H7・H17 豪雨時に中央橋を越

流し水害の危険性が高い

○
川から遠く高さもあり水害の危

険性が低い

防災拠点として

の機能性
○

国道に面しており、緊急車両の

出入りが容易
×

国道に面しておらず、緊急車

両の出入りが困難
△

国道に面しており、造成すれば

緊急車両の出入りが容易

ま

ち

づ

く

り

機能の集積 ○
郵便局、民間店舗、福祉センタ

ーなどによる集積が生まれる
△

福祉センターと一体になった

集積が生まれるが、郵便局と

民間店舗との連続性に欠ける

△
郵便局、民間店舗による集積

が生まれる

利

便

性

地域内外からの

アクセス
○ 良好 ×

進入に必要となる接道（農道）

の改良が必要
△ 造成すれば良好

既存生活施設と

の連続
○

郵便局、民間店舗、福祉センタ

ーなどとの連続性が生まれる
×

郵便局と民間店舗との連続性

に欠ける
×

Ａ案と比較して、郵便局との連

続性に欠ける

機

能

性

規模 ○ 充足 ○ 充足 ○ 充足

形状 △ 間口奥行が 1：2 の不整形 ○ 間口奥行がほぼ 1：1 の整形 ○ 間口奥行がほぼ 1：1 の整形

接道 ○ 良好 × 現況は農道のみ △ 造成すれば良好

経済性 △

店舗に対する補償が必要

一部擁壁による敷地造成が必

要

×

農地からの転用となり地盤改

良、盛土、土留め、進入路整

備工事が必要

上下水道の整備が必要

×

農地からの転用となり地盤改

良、大規模な盛土、土留め工

事が必要

上下水道の整備が必要

判定 ○ × △

Ｂ案
Ａ案

Ｃ案

Ｂ案
Ａ案

Ｃ案
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出典：国土地理院ウェブサイト （http://www.gsi.go.jp/）

（３）計画対象地の決定

計画対象地については、３案による比較検討を行い、次の理由からＡ案に決定しました。

（４）計画対象地の状況

○福祉・医療施設・生活サービス施設に隣接し、国道１８６号に面している場所であるととも

に、吉和 IC に近く、地域内だけでなく、地域外の人とも交流できる場所

○吉和地域が、「農業振興地域の整備に関する法律（農振法）」により、農業振興地域に指定さ

れている点をふまえ、農用地区域以外の場所

○防災拠点や避難場所としての施設の役割を考慮し、土砂災害警戒区域に入っていない場所

吉和インター入口

●

国道 186 号

国道 488 号

吉和福祉センター・吉和診療所

●

●

吉和保健センター

吉和支所・吉和市民センター

計画対象地

吉和歴史民俗資料館

太
田
川

●

所在地 廿日市市吉和字東小福 1886 番地 1 外

敷地面積(㎡) 約 5,300 ㎡（除く法面 約 4,300 ㎡）

都市計画区域 指定なし

用途地域・防火指定・建ぺい率・容積率 指定なし

景観計画 区域内

気候における特性

１年を通じ冷涼で、夏季は避暑地として人気があ

る。冬季は大量の積雪があり、スキーなどのウイ

ンタースポーツを楽しむことができる。

（豪雪地帯対策特別措置法が指定する豪雪地帯）
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３．土地及び敷地利用計画

３．１ 土地利用計画

土地利用にあたっては、周辺施設との一体的な利用、効率的な駐車場、人、モノ、サービスの循環

が図られるよう配慮します。

（１）周辺施設との一体的な利用

○子どもや高齢者・障がい者が、福祉・医療施設と安全に行き来できるよう通路（エレベーター・

スロープ）を確保し、複合施設と福祉・医療施設の一体的な利用も可能とするため、福祉・医療

施設との動線としてエレベーターを設置します。

（２）効率的な駐車場

〇駐車のしやすさ、駐車場周辺の安全性に配慮します。

〇建物配置の工夫により、必要な駐車スペースを確保します。

〇屋外でのイベントや交流のための空間としても活用します。

〇冬場の積雪に配慮し、効率よく除雪ができる土地利用とします。

〇交通結節点としてバスの円滑な乗り継ぎができるよう配慮します。

（３）人、モノ、サービスの循環が図られる土地利用を行う

〇視認性を意識した施設配置を行います。

〇民間店舗との連携をふまえた施設配置とします。



12

３．２ 敷地利用計画の前提条件

敷地利用計画の検討にあたり、敷地への出入口や駐車台数の考え方など、敷地利用の基本的な前提条

件は次のとおりです。

（１）敷地への出入口

〇国道１８６号に面している南側を複合施設の出入口とします。

（２）駐車場の配置

〇建物正面である南側に駐車場を配置し、屋外でのイベントや交流のためのスペースとしても活用

します。

〇敷地の西側と東側に必要台数分の駐車場を確保します。

（３）建物の形状

〇敷地を有効に活用できる建物形状とします。

〇冬場の積雪に配慮した建物配置とします。

（４）福祉・医療施設との連携

〇福祉、医療施設など各機能の有機的な連携を図り、市民の身近な生活拠点として、地域の賑わい

と活力の中心となるよう、適切な機能の配置と動線を確保します。

吉和診療所

吉和福祉センター

計画地

国道
18
6 号

民間店舗用地
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３．３ 敷地利用計画の比較検討

前述の前提条件をふまえて、次の２つの敷地利用計画を比較検討し、Ｂ案としました。

Ａ案 Ｂ案

配
置
図

建
物
概
要

階数：2階建て

延床面積：約 2,000 ㎡

敷地内建物配置：中央

階数：2階建て

延床面積：約 2,000 ㎡

敷地内建物配置：東側

駐
車
場

敷地内 33台

（うち身障者用区画 2台、公用車用屋根

付 5台）

隣接地 14台

計 47 台

敷地内 42台

（うち身障者用区画 4台、公用車用屋根

付 3台）

隣接地 14台（うち公用車用屋根付 5台）

計 56 台

駐輪場 約 8台 約 5台

評
価

① 敷地内における駐車場の確保（駐車場必要台数については P19 に記述）

× ○

② 屋外でのイベントや交流のためのスペースとしても活用できる駐車場配置

△ ○

③ 効率よく除雪ができる建物配置

× ○

民
間
店
舗
用
地

民
間
店
舗
用
地
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４．建築計画

４．１ コンセプト

複合施設の基本的な考え方やその他関連計画をふまえ、建築計画のコンセプトについては次のとおり

とします。

（１）暮らす人、働く人、訪れる人にとって、親しみと愛着がわく施設

（２）まちづくりと交流を担い、多様な主体が連携し活用できる施設

（３）吉和地域の緑と清流・四季折々の景観と調和した施設

４．２ 建築計画

複合施設の建築計画におけるポイントは次のとおりとします。

（１）意匠計画

○わかりやすい移動者動線

複合施設のエントランス（出入口）を、視認性の高い位置に設けます。施設内をスムーズに移動

できるよう、階段やエレベーターを適切に設置します。

○ユニバーサルデザイン

誰もが安心して利用できるよう、分かりやすい案内サイン、授乳室や多目的トイレなどを設置し

ます。

○内装などの木質化

吉和の地域資源である木材をアピールするとともに、木の温かみのある施設とするため、施設の

内装などに、市産材などの木材を積極的に利用します。

（２）耐震・構造計画

○耐震安全性

国土交通省が定めた「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25年 3月）に基づき、構造

体Ⅰ類、建築非構造体Ａ類、建築設備甲類として整備します。

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。

建築非構造体構造

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体構造部材の損傷、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。

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。

出典：国土交通省「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」（平成 25 年 3 月）より抜粋
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○構造形式

構造については RC 造を基本とし、イニシャルコストやランニングコストを比較するとともに、

本市公共建築物等木材利用促進方針もふまえ、今後、基本設計において決定します。

なお、建築基準法などにおいて耐火建築物とすること又は主要構造部を耐火構造とすることが求

められる場合でも、木材の耐火性などに関する技術開発の推進や木造に係るコスト面の課題の解決

状況などをふまえ、できるだけ木造としていきます。

構造種別 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 木造

特徴 ・大スパンの確保は難し

く、比較的空間の自由度

は低い

・振動の極めて少ない構造

体

・遮音性、気密性は高い

・スパンが大きく確保でき

るため、空間の自由度は

高い

・地震の揺れに対する粘り

が強いが、揺れが大きい

・遮音性、気密性は比較的

劣る

・大断面集成材木造建築で

あれば、鉄筋コンクリー

ト造程度のスパンも可能

・遮音性、気密性は比較的

劣る

耐火性

耐久性

・耐火性は最も優れてお

り、耐火被覆は必要とし

ない

・法定耐用年数 ５０年

・耐火構造とするために

は、耐火被覆が必要とな

る

・法定耐用年数 ３８年

・一般的に準耐火構造まで

の性能しか有さず、耐火

性は他構造に劣る

・法定耐用年数 ２４年

維持管理 ・劣化、ひび割れなどの防

止のため躯体の保護塗装

などは、１５年程度毎に

塗替えが必要となる

・１０～１５年程度毎に外

装塗装及び網目部の防水

メンテナンスが必要とな

る

・外部に露出した木材の木

材保護塗料は、防腐のた

め、４～６年程度毎に塗

替えが必要となる

施工性

工期

・ＰＲＣ梁採用の場合、工

期が長くなる場合がある

・工事現場での作業期間が

短く、外壁などは乾式工

法となるため、工期は比

較的短い

・構法により施工の難易度

に幅があるが、工期は比

較的短い

建築

コスト

・防災拠点の施設特性をふ

まえれば、費用対効果が

高い

・建築コスト比率：

１．００

・防災拠点としての断熱、

遮音、機密性能を確保す

るためには、付属建材を

多く必要とする

・建築コスト比率：

１．１０

・防災拠点としての断熱、

遮音、機密、防火性能を

確保するためには、付属

建材を多く必要とする

・建築コスト比率：

１．０３
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（３）設備計画

設備は、メンテナンスのしやすさや長寿命化に配慮します。

○電気設備

○機械設備

（４）防災計画

○災害に対する備え

吉和地域は、冷涼多雨で、冬は雪が多く降り、豪雪地帯に指定されています。また、近年の想定

を超える集中豪雨や台風時の暴風雨によっては、河川が氾濫する恐れがあります。

計画地は、土砂災害警戒区域から外れており、なおかつ、周辺が浸水した場合も浸水を回避でき

る高さであることから、災害発生時に自立対応ができるよう、ライフラインの維持を図るとともに、

防災拠点として必要な機能を適切に整備します。

○防災対策

・複合施設２階に、災害時に、避難者を受け入れる場所（和室・研修室）を配置します。

・複合施設２階に、備蓄倉庫を配置します。

・敷地内に、防災倉庫を整備します。

（５）環境計画

自然環境への影響を最小限に抑えるために、建築計画との整合性や、費用対効果を確認しながら、

環境負荷軽減策に取り組みます。

（６）複合施設の長寿命化

施設の長寿命化計画を策定し、計画的な維持管理と修繕を実施することにより、ライフサイクル

コストの低減に取り組みます。

主な設備 計画概要

非常用発電設備 停電対策として自家用発電設備を整備します。

防災拠点及び避難所としての機能を維持できるよう、発電機用燃料を必要

日数分備蓄します。

太陽光発電設備 太陽光発電設備を設置します。

急速充電設備 電気自動車等の急速充電設備を設置します。

主な設備 計画概要

空調設備 各部屋の利用状況に合わせ、効率的かつ最適な空調設備を検討します。

衛生器具設備 ユニバーサルデザインを考慮した衛生器具を採用するとともに、節水型器

具や自動洗浄器具を採用します。

厨房設備 調理機能に応じた調理実習台を適切に配置します。

環境負荷軽減策 内容

再生可能エネルギー 太陽光発電設備の設置

自然採光の活用

熱負荷の低減 断熱性の高い建材の使用

省エネルギー対策 高効率な空調設備、LED 照明など省エネルギー機器の導入
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（７）ゾーニング計画

○フロア構成

建物は２階建て一部平屋とし、市民センター機能の研修室などは、災害時の指定緊急避難場所な

どを担うことから避難所機能の確保を最優先に考え、これらを２階に配置します。また、支所、市

民センターなどの事務室などは、利用者からの視認性や利便性を考慮し、１階に配置します。

○ゾーニングにおける検討ポイント

次の事項に留意しゾーニングを検討しました。

・誰もが使いやすい施設となるよう明確なゾーニングとする。

・福祉・医療施設と有機的に連携できるような諸室配置とする。

・正面玄関近くの視認性の高い場所に、支所、地域活動団体の事務所、情報発信といった機能

を配置する。

・地域交流スペースは、地域内外の交流の場、バスの待合、物産販売、観光情報の発信などの

役割を考慮し、正面玄関近くで、誰もが利用しやすい空間とする。

・市民センター機能や交流ゾーンの機能を設けるなど、滞在型の空間となるように配慮する。

・建物中央にエレベーターを配置し、スムーズな動線とする。

・開館時間帯の異なる空間におけるセキュリティ区画に配慮する。

・災害を考慮した設備スペースを確保する。
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４．３ 導入機能の整備内容と施設規模

（１）導入する機能の整備内容と施設規模

（２）施設配置計画

区分 面 積 内 容 主な諸室

支所機能
約 670 ㎡

・行政サービス提供窓口

・移住・定住相談の窓口

・支所執務スペース

・災害対応の拠点 など

支所執務室 会議室

電算室 防災無線室

防災倉庫 備蓄倉庫 倉庫

機械室 更衣室

宿直室 公用車車庫 など

市民センター機能

※保健センター機能と統合
約 440 ㎡

・まちづくりの拠点

・生涯学習の場

・健康づくりの場

・避難所

事務室

ミーティングスペース

研修室 会議室

和室 相談室 調理室

倉庫 など

歴史民俗資料展示機能 約 80 ㎡ ・歴史的資料、文化財などの展示 展示スペース

地域活動スペース 約 70 ㎡

・まちづくり活動団体の活動連

携の場

・コミュニティ活動連携の場

・観光情報発信の場

・移住、定住相談

各種団体事務所スペース

団体連携スペース

情報発信スペース

地域交流スペース 約 300 ㎡

・市民が集い、交流できる空間

・地域内外の交流が生まれる場

交流スペース

図書スペース

キッズスペース 授乳室

バス待合所 物産販売

観光情報発信 など

公衆トイレ
約 60 ㎡ ・公衆トイレ 多目的トイレ、男性・女性ト

イレ

共用部分 約 490 ㎡ ・廊下などの共用スペース エレベーター、廊下 など

計 約 2,110 ㎡
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（３）既存施設との施設規模比較

既存施設と比較して、複合施設の施設面積は、従来機能部分で約 35％、施設全体で約 20％の縮減

となります。

○駐車場などの必要台数

駐車場の必要台数は、次の台数を基本に検討します。

※ハートビル法により（（2 台＋25 台）×1/50＝0.5）1 台以上の高齢者・身体障がい者用区画を設定

○駐輪場

駐輪場の必要台数は、二輪分担率を 10％、搭乗人員を 1人一台と考え、次の台数を基本に検討しま

す。

種別 積算根拠 台数

来
庁
者
用

窓口 地域人口 600 人×来庁率 0.9％×自動車分担率 90％×ピーク時

比率 30％×平均滞留時間 20 分/60 分
0.5 台

２台
窓口以外 地域人口 600 人×来庁率 0.6％×自動車分担率 90％×ピーク時

比率 30％×平均滞留時間 20 分/60 分
1.0 台

市
民
Ｃ
な
ど
利
用
者

地域住民 平均利用者40人×自動車分担率90％÷搭乗者人員１人×ピーク

時比率 30％×平均滞留時間 60 分/60 分
10.8 台

25 台
域外来訪者 繁忙期来訪者 211 人×自動車分担率 89％÷搭乗人員２人×ピー

ク時比率 30％×平均滞留時間 30 分/60 分
14.1 台

公用車駐車場 支所 9台

関係者駐車場 支所 14、市民センター5 19 台

合計 55台

種別 積算根拠 台数

来庁者 車両台数 1.5 台×（10％÷90％） 0.2 台

5台市民センターなど利用者（地域住民） 車両台数 10.8 台×（10％÷90％） 1.2 台

市民センターなど利用者（来訪者） 車両台数 14.1 台×搭乗人員 2人/1人×（10％÷90％） 3.1 台

従来機能

（約 1,190 ㎡）

支所機能（車庫含む） 約 670 ㎡

市民センター機能

※保健センター機能と統合
約 440 ㎡

歴史民俗資料展示機能 約 80㎡

新機能部分

（約 430 ㎡）

地域活動スペース 約 70㎡

地域交流スペース 約 300 ㎡

公衆トイレ 約 60㎡

共 用 部 分 約 490 ㎡

複合施設面積 約 2,110 ㎡

支所

車庫

約 980 ㎡

約 220 ㎡

市民センター 約 740 ㎡

保健センター
約 600 ㎡

歴史民俗資料館 約 130 ㎡

既存施設 約 2,670 ㎡

施設面積縮減率
従来機能部分比較 約 37％縮減

複合施設全体部分比較 約 21％縮減
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４．４ 基本レイアウト図
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５．事業費・維持管理費

５．１ 事業費と財源

施設整備に要する費用は、直近の同種同規模の施工実績を参考に試算しました。この試算はあくまで

概算であり、今後、建築の仕様や施工条件を整理する中で精査・積算します。

単位：千円

※本事業の主な財源には「過疎対策事業債」「一般単独事業債」を予定している。

※本試算は類似施工実績に基づく設計前の概算であり、事業費は変動する可能性がある。

５．２ 維持管理費

維持管理費は、今後の基本設計・実施設計において試算をしていくことになりますが、建物施設にお

いては、一定程度の期間が経過すると、設備の不具合や老朽化による補修費用、設備や建物の更新や改

修費用が必要となってきます。

本施設においても、建設後の維持管理費や修繕費を含めたライフサイクルコストの低減を図るよう、

建築計画において対応策を検討していきます。

本市の公共施設マネジメント基本方針に基づき、長寿命化計画を策定することとし、安全性の確保を

第一に、予防保全型の維持管理、計画的な修繕を行い施設の長寿命化を図ることで、財政負担の軽減と

平準化に取り組みます。

項 目 対 象 概 算 金 額 備 考

用地費・補償費 施設用地ほか 267,000 施設用地費及び物件移転補償など

工 事 費

複合施設新築工事 981,000 建物面積約 2,110 ㎡

太陽光発電・

急速充電設備
16,000

太陽光発電 10kW 相当

急速充電設備 1基

屋外エレベーター及

び通路工事
132,000 屋外エレベーター 1基

車庫棟など新築工事 14,000 公用車車庫

造成工事 100,000 擁壁工事など

場内整備工事など 70,000 舗装、場内排水整備

合 計 1,580,000
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６．整備スケジュール

既存施設のうち、吉和支所は土砂災害警戒区域に指定されていることから、地域住民の安全性を確保

するために、複合施設を早期に整備することが求められます。

今後はおおむね次のようなスケジュールのもとで事業に取り組み、令和５年春の供用開始をめざしま

す。

項目 R1 R2 R3 R4 R5

基本計画策定

用地測量など

基本設計・実施設計など

鑑定評価・補償算定

事業認定(環境影響評価)

事業認定（申請図書作成）

用地購入・建物補償

造成工事など

建築工事など

供用開始 ●
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７．事業手法の検討

７．１ 事業手法の整理

複合施設の整備にあたっては、施設の設計、建設、維持管理及び運営に至る一連の業務に民間の資金・

経営能力・技術的能力を活用する手法などを含め事業手法の検討を行う必要があります。

次の主要な事業手法を比較し、吉和支所複合施設整備について最適な手法を検討することとします。

（１）公設公営方式（従来手法）

通常の公共事業の実施手法で、施設の計画から財源確保、建設、運営まで行政が行う事業方式で

す。

一般的に行政は施設整備の発注時に予め発注仕様書、予定価格を定めた上で、競争入札などによ

り請負業者を決定します。運営は行政が行い、維持管理については行政により直営、あるいは民間

へ委託する場合もあります。

（２）ＰＦＩ方式（ＢＴＯ／ＢＯＴ）

ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律〈平成 11 年 7 月

法律第 117 号〉）に基づいて、民間事業者が自ら資金調達を行い、設計建設業務を一体的に行い、

施設整備後に運営・維持管理業務を実施する方式です。

（３）ＰＦＩ方式（ＢＴ）

ＰＦＩ法に基づき、民間事業者が民間資金を調達し、設計、建設業務を一体的に行い、整備後施

設を行政に売却する形態です。

運営・維持管理については行政により直営、あるいは民間へ委託される場合もあります。

（４）デザイン＆ビルド（ＤＢ／ＤＢＯ）

ＰＦＩ方式に類似した事業方式の一つで、公共が資金調達を負担し、設計・建設あるいは設計・

建設・運営を民間に委託する方式です。完成後は民間の提供するサービスに応じて公共が料金を支

払います。

７．２ 事業手法の選定

当該施設は複合施設ではあるものの通常の公共建築物であり、建設場所の状況や規模・構造・工法、

工期の制約などに民間の技術提案などを求めることなく建設することが可能です。

また、支所や市民センターといった行政機能や、移住定住の窓口や地域活動スペースなどといった地

域の活力創出につながる機能を整備すること、また、施設の運営に関しても、地域の拠点を地域住民自

らが運営していくことを想定しており、民間の経営能力やノウハウなどを必要とする機能ではないこと

から、通常の公共事業の実施方法である公設公営方式（従来手法）による整備が適切と考えます。
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８．参考資料

８．１ 住民ニーズの把握（「平成 30 年度 吉和地域 住民アンケート」より）

Ⅰ．調査の対象

吉和地域在住の中学生以上（418 票）

回収率 78％

Ⅱ．調査結果より

１．設問より

○転居予定・転居したい（7.9％）の理由

・日常生活（買物・通院など）が不便だから（51.5％）

・公共交通の利用が不便だから（33.3％）

○移動手段

・自分で運転する車（71.8％）

※60 代で 86.1％、70代で 61.7％、80 代以上で 44.8％

・広電バス+さくらバス（5.7％）

○買物場所

・廿日市地域（43.5％）

※20 代で 54.5％、30代で 71.8％、40 代で 64.2％。

・吉和地域（23.9％）

※年齢が高くなるほど吉和地域での買物が増え、80 代以上は吉和地域での買物が 5割。

○組織・団体活動

・所属・役割なし（41.5％）、無回答（22.7％）→３割台が何らかの組織や団体に所属

※「人数の減少・高齢化」、「人材の固定化・不足」などの課題あり。

買物が不便、通院が不便、公共交通機関が不便であることが転居につながっている。

移動手段として公共交通機関をあげた人は１割に満たない。

自家用車で移動できる人は廿日市地域、できない人は吉和地域で購入という買物行動が伺える。

吉和地域から廿日市地域までは車で１時間程度かかるため、生活する上で必要不可欠な食品や日用品

については、吉和地域内で便利に買物できる環境を整えることが望ましい。

組織・団体活動が比較的活発で、地域のつながりができている点は吉和地域の強みのひとつであると

考える。組織・団体活動に関し、活動の促進や課題の解決につながる取組が求められる。
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○子育て ※子育て関連の事項に係る構成比は子育て中の人数を母数とした。

・子育て中の人の２割が吉和での子育てについて不満を感じている。

・吉和での子育ての良い点：自然の中での子育て・自然とのふれあい、少人数の保育所・小学校、

地域の人との関わり・つながり

・吉和での子育ての悪い点：子どもが遊べる場所が少ない（公園など）、人数が少ない、医療環境、

部活・習い事の選択肢が少ない

・吉和での子育てにあれば良いと思う支援・サービス：

子どもが安心して遊べる公園やホール（51.0％）

クラブやサークル、塾など子どもの能力を一段と伸ばす機会と場（51.0％）

小学生を夕方まで見てくれる放課後児童クラブの開設（41.2％）

吉和の自然や人々とふれあう機会と場（29.4％）

急な用事などの時、地域内に一時的に子どもを預けられる身近な場所（27.5％）

○地域外との交流のために取組んだら良いと思うこと

・交流の機会・仲間づくり（12 件）

・既存の施設や行事の活用（10 件）

・体験や学習、宿泊を伴う行事・イベント（9件）

○産業活性化

・地元事業者・店舗・施設の支援（38.8％）

・観光施設や店舗などの連携強化（31.8％）

・農林水産業の振興（28.5％）

※吉和の農業については「特産品や加工品の開発や販売」(34.2％)、「農業の担い手確保」

（31.6％）、「米以外の作物の生産や販売」(31.3％)への要望が高い。

２．自由回答より

○飲食・買物・生活サービス

・[物販] スーパーマーケット、移動スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター

イケア、コストコ

・[サービス] 飲食店、コインランドリー、美容院

・[観光] 物産館、道の駅

○福祉・医療施設

・[医療] 診療所の存続、病院、医療設備の充実

・[福祉] デイサービスの存続、高齢者福祉施設、老人ホーム、老人介護施設、福祉施設

○集まる場・話しができる場

・図書館を含む地域コミュニティーセンター

・若年、青年層が集い合えるサークル活動などの育成

・話しをしたり遊んだりできる場所

・土日などに対応する暮らしの相談室

子育てについては、良い点を活かし、不足している点をカバーもしくは解決する取組が必要である。
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・終活ができる場所

・福寿会の活動の公的施設からのテコ入れ

・吉和を多くの人に紹介し若者や都会に住む人が魅力を感じて集まってくる空間

・年齢を超えて幅広く趣味のクラブを作り、人々の交流が求めるといいと思う

・無料カフェ（コミュニティサロン）

○防災・安全

・災害対策や防犯の必要性を学べる場所

・避難所の環境改善

・農業、林業を体験、学習できる場所

○子育て環境・子育て支援

児童館、小児科、公園、保護者が不在の際に子どもを預けられる場所、放課後クラブ、子ども食堂

○集客施設・設備

遊園地、レストラン、レジャー施設、リゾートホテル、多目的大型ホール、ウェディング会場、レ

ジャープール、道の駅、特産品のお店や飲食店の充実、スポーツ合宿ができる拠点づくり、山の駅、

観光、民泊事業

○その他

・木材加工所（内地材を使用する事を推進）

・吉和内で自給自足ができるかたちに（特に食料）

・スポーツ教室

・無料スーパー（フードバンク）

・木や紙、自然素材を使った製品の製造販売がしたい

・若者向けのイベント、フリーマーケット、フェス、雪祭り

・Wi-Fi エリアの充実
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８．２ 「小さな拠点」づくりの取組経過

H29.3

吉和診療所の整備
吉和福祉センター敷地内に内科・歯科診療所を移転整備

H29.8

高齢者福祉施設の整備
高齢者福祉施設を吉和福祉センター内に増築

H30.6-H31.1

アンケートの実施

地域の課題や将来像について、中学生以上の在住者、地

域内の事業所従業員、イベント来訪者、出身者を対象と

してアンケートを実施

H30.12～

フィールドワークの実施

まちづくりへの参画意識醸成や地域資源の再発見を目

的としてフィールドワークを実施

H31.1

中山間のバス路線再編運行開始

バスの乗り継ぎ利便性を高めるため、交通結節点を整備

するとともに、バス路線を再編運行

H31.3

アンケート報告会

調査結果のとりまとめを行い、報告会などを開催し、ダ

イジェスト版を配付し、地域住民と結果を共有

H31.3

吉和地域の位置づけ

「拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（立地適

正化計画）」において、吉和地域の位置づけを明確化

＜吉和地域の位置づけ＞

地域住民の利用を対象とし地域住民の人口規模に応じ

て必要な都市機能を「地域拠点」として維持・誘導する。

また、地域拠点を補う「地区拠点」として、地区住民を

対象とした施設を誘導する。

R1.7

住民説明会
吉和支所複合施設の整備について

R1.12

住民説明会

吉和支所複合施設の配置計画案

意見交換ワークショップ

R2.2

住民説明会
前回意見を踏まえた支所複合施設の配置計画案


