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:サイクリングロード

古い街にはない直線的
なゆとりのある道路が
特徴

Tokushima Healthcare Squareー　健康×スポーツで創る徳島の未来　ー

■地域の課題である健康に向き合うプログラム

スポーツ
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ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
健康測定
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TOKUSHIMA HEALTHCARE SQUARE 

周辺と連携し健康を支える事業コンセプト
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人手提供
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売場
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営業の
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健康

合宿

健康
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．

眉山や吉野川を臨むことができる徳島らしいのびのびとした敷地に、この場所でこそ機能するプログラムを提案したいと考えました。
・徳島の資源、環境を活用しこの場所でしかできない建築にすること
・現在の住民にとって有用であること
・徳島全体の未来に寄与すること
以上の３点を基本理念とし、徳島の環境に根差し末永く地域の財産となる建築を提案します。

豊かな自然環境を有する徳島のイメージ
とは反対に、生活の基盤である県民健康
寿命が徳島は全国で男性 44 位、女性 43
位 (2016 厚生労働省 ) とあり、大きな課題
となっています。
運動施設を中心のプログラムに据え住民
の健康をサポートする施設として整備し
ます。単にスポーツ施設というだけでは
なく、健康測定機能を持つﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ部
門、宿泊部門、飲食部門、を複合し、趣
味での利用から毎日の定期的な運動、泊
まり込みでの健康管理合宿など様々な形
態での利用を想定します。多角的な視点
から「健康」に取組み、厚生労働大臣認
定の健康増進施設 ( 運動型健康増進施設 )
の認定取得を目指します。
周辺と連携しながら住民、地域環境とも
に健康を維持できるきっかけを作る施設
を計画します。
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クライミング
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シニアアクティブゾーン
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レンタ
サイクル

男子更衣室
ｼｬﾜー室

女子更衣室
ｼｬﾜー室

倉庫

マルチスペース情報
ラウンジ

駐車場

救護室 倉庫

宿泊部門
フロント

スポーツ部門
事務室

カフェ

男子
トイレ

女子
トイレ

ベビー
休憩室

受付

ラウンジ

EV

テラス

ＰＳ ＥＰＳ

吹抜

リ
ネ
ン
庫

宿泊部門

フロント

飲食部門

カウンター

ジム(会員制)

電気機械室

テラス

EPS CO2庫

スタッフ
控室

EPS

測定

備蓄倉庫

ジム(一時利用制)

空調機械室

倉庫

身体測定機能

倉庫

男子トイレ

女子
トイレ

EV

共有

事務室

室外機置場

空調機械室

空調機械室

浴室

浴室

リ
ネ
ン
庫

ろ過機械室

EV

EV

ヘリポート待機場所

屋外アクティビティスペース
一時避難スペース

トップライトトップライト

トップライトトップライト

車動線と
歩行者動線は
分ける

利用者主動線

入口から近い位置に
シニア向けの機能配置

壁面に鏡を設置
阿波踊りの練習にも利用可

避難上有効なバルコニー
からの避難経路

宿泊部門単体でも
運営できるよう
別エントランスを設ける

更衣室やｼｬﾜｰは施設利用者以外も使用可能

人荷 EVのうち
一台はバックヤード
搬入用に使用

国際基準を満たす
クライミング設備

救急車もこの経路にて進入

イベント、交流
ミーティングスペース
各種スポーツへの
一時利用を想定

利用しやすい回遊動線

ウォーキングにも利用できるゆとりのある廊下

非常時搬入路

備蓄倉庫にはテ
ントや食料を常
時保管すること
で屋上も一時避
難場所として利
用できるように

電気設備は既存通
りの位置とし浸水
域以上とする

地域の食材
を使った
食事を提供

気軽に利用できる
場所に測定機能
を配置

2F はキッチンの付いた客室で長期滞在を想定

吹き抜けをスロープ
により移動できる

既存のダクトルートを
利用できる位置に設置

既存のダクトルートを
利用できる位置に設置

スロープ
で屋上へ
アクセス
可能

海への眺望のあるテラス

屋上は安全なエクササイズスペースとして
屋内ではできないプログラムにも利用可能

ヘリポートは
最も効率的な場所に
設置する

本格的な設備の
トレーニングジム

開口を
設ける

避難上有効な
バルコニー

令 121 条 3項但し書きにより
重複距離緩和

避難距離 45m

避難距離 29m

避難距離 24m

3F は合宿などに使える客室を設置。共同のキッチンや浴室を設ける

キッチンをグループで貸りての料理教室も可能

配置図兼 1階平面図

２階平面図 ３階平面図 R階平面図

吹き抜けを中心とした立体構成

RF

3F

2F

1F

H

：一時避難エリア
　2ｍ以上約 4200 ㎡

：支援物資の一時保管、
仕分け作業を行うエリア

既設埋設オイルタン
クは災害時のエネル
ギーとして利用

搬入口

搬出口

宿泊設備は病人や老
人子どもの隔離に利
用できる

飲食部門の厨房は災
害時炊き出しに利用
できる
通路と室の間仕切り
は極力設けず、災害
時には一室空間とし
て利用、管理できる

■1F  搬出入作業エリア

災害時には周囲の様子
を伺うことのできる、
安全な一時避難場所と
なる

万が一地域停電が発
生した際には、スロー
プにより人力で上下
階を移動運搬できる

■2F　設備エリア
　　　避難エリア

■3F　避難エリア

避難者は別動線

車搬入動線

搬出動線

仕分け
エリア

一時保管
エリア

一時保管
エリア

一時保管
エリア

搬出先振り分け
エリア

災害時指令室

作業員が利用できる水回り

宿泊受付

１F動線ダイアグラム

受付

アメニティー

オフィス

コ
モ
ン
テ
ラ
ス

コ
モ
ン
テ
ラ
ス

吹き抜け

■利用のしやすさと、管理のしやすさを意識した平面計画

■運動施設のスケール感を生かした効率的な災害時運用計画
１Fは可能な限り間仕切りのない構成とし、一時
保管、搬入出がスムーズに行えるように計画しま
す。２Fは電気設備をはじめ、多くの設備機器を
設置しこの地域で想定される津波の被害に備えま
す。２～３Fには宿泊機能もあり、中長期の避難
にも対応します。屋上はヘリポートの他半分を広
場とし、備蓄倉庫に備えたテントを展開すること
で、安全な場所に避難場所を確保します。
屋上のヘリポートと１Ｆをスロープでつなぎ、災
害時あらゆるインフラが停止してとしても物資搬
送を人力で行うことができる計画とします。
　

吹き抜けを中心に回遊動線を設け、行き
止まりのない風通しの良い平面計画と衛
生上管理しやすい施設を目指します。１F
は間仕切りの少ない運動エリア、上階に
は設備室や設備を伴うプログラムを配置
し、吹き抜けにスロープを設け繋げます。
間仕切り南側にはスケールの小さい宿泊
部門を配置します。吹き抜けは自然換気
計画上もコアとして働き、既存のスケー
ル感と構成を生かした改修計画とします。
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既存屋根仕上 ( 押えコン ) 補修の上
防根シート
軽量土壌の上
芝敷き

開閉式トップライト
Low-E ペアガラス
（クライミング設備メンテナンス兼用）

構成下地の上
ウッドデッキ

既存屋根仕上 ( 押えコン ) 補修の上
遮熱塗料塗装

外壁・サッシュ
既存のまま

モルタル金ゴテの上
鋼製防振下地
構造用合板
地域産木材フローリング

リードウォール
鉄骨下地 ( 建築工事 )
ウォールパネル
不燃塗装

ボルダリングウォール
鉄骨下地 ( 建築工事 )
ウォールパネル
不燃塗装

スピードウォール
鉄骨下地 ( 建築工事 )
ウォールパネル
不燃塗装

既存躯体の上
PB下地
グラスウールマット貼り

モルタル金ゴテの上
防振ゴム t=5
直敷用フローリング

モルタル金ゴテの上
防振ゴム t=5
直敷用フローリング

モルタル金ゴテの上
直敷用フローリング

通路部分
モルタル金ゴテの上
表面強化剤

通路部分
モルタル金ゴテ
の上
表面強化剤 モルタル金ゴテの上

表面強化剤

既存躯体
着色モルタル補修

断熱の上 LGS 下地
PBt=12.5 のうえ
吸音材貼り
一部鏡張り

断熱の上 LGS 下地
PBt=12.5 のうえ
吸音材貼り

断熱の上 LGS 下地
PBt=12.5+9.5
ビニールクロス貼り

トレ―ニングジム

既存躯体
着色モルタル補修

既存躯体
着色
モルタル
補修

木下地の上
地域産材フローリング

壁面地域産材木板張り

既存躯体
着色
モルタル
補修

モルタルの上
カーペット
タイル敷き

モルタルの上
フリーアクセスフロア
カーペットタイル敷き

既存躯体
着色モルタル補修

シャッターボックス

既存躯体表し

既存躯体表し既存躯体表し

フィットネスジム

クライミングエリア

ジム ( 測定 )

ボルダリングジム

フロントジム

改修対象範囲外

客室

客室

ハーネスの設置やメンテナンスに利用
ロールブラインド設置

自然採光により日中は照明の
ランニングコストを押える

熱負荷を減らしランニングコストを削減

簡易な仕上とし、クライミング設備を充実させる

水回りは A通側にまとめ
配管経路は既存ルート活用

空調ルートも可能な限り
既存ルートを活用

簡易な運動用床仕上げ

クッション性のある床下地を採用

直天井とし
露出する設備
機器は耐震性を
有した吊り方法
とする

大梁：H-850×300×16×28

貫通ボルト :10-M24

合成スラブ：t=130（デッキ 50、ｺﾝｸﾘｰﾄ80）

梁端接合部：B.PL-25
　　　　　　G.PL-19
　　　　　　Blt.10-M20

間柱：H-200×200×8×12

大梁：H-850×300×16×28

RC 外壁

合成スラブ：
t=130（デッキ 50、ｺﾝｸﾘｰﾄ80）

柱頭接合部：B.PL-25
　　　　　　Blt.4-M20

床の新設
増床部の構造はデッキ PL を
用いた合成スラブと、鉄骨
梁によって構成します。
既存躯体と鉄骨梁の接合部
は、躯体の欠損範囲を最小
限に抑えるため、貫通ボル
トにより接合します。
外壁沿いの既存躯体に接合
する場合は、外壁の防水性
能に配慮して貫通ボルトを
避け、鉄骨梁を間柱で支持
する計画とします。

構造改修計画

側桁：267.4φ×16.0
側桁：114.3φ×4.5

柱：216.3φ×12.7

片持梁：T-300~150×150×16.0
D通りRC躯体と接合

C通りRC躯体と接合

夏季は熱を排気
屋上緑化で
熱負荷低減

小規模な部屋は
個別空調、個別換気

冬季はレタン
も検討

既存トレンチを
床吹き出しに利用

構造壁１スパン移動

着
工 1
解体工事

屋上工事

建具工事 ( 防潮シャッター含む )

内装天井壁工事
運動設備

設備工事

外構工事

内装床工事

2 3 4 5 6 7 8 9 ヵ月

空間ゆとりのある施設内

細やかな
館内放送設備

ネット環境や
ｵｰﾃﾞｨｵ機器の
整備専門

トレーナー
施設外もｲﾝﾀｰﾈｯﾄを通じて指導可能 設備による非接触化

自動ドアへの改修

自動水栓

法的規制
内装制限
排煙設備

建築基準法 35 条の２
令 126 条

緩和不燃→難燃
免除

100 ㎡ごとに区画

200 ㎡ごとに区画+有窓階

令 121 条 ３項但し書き

消防法施行規則１３条

緩和

設置免除

重複区間を経ない位置に
避難上有効なバルコニーを設置

ホテル用途

スプリンクラーの設置

直通階段への重複距離

凡例 条文 対応 結果

屋根スラブ開口
3スパン程度残し
水平耐力を維持

床スラブ一部開口スラブ増床

スロープ新設

スロープ構造概念図

■空調機械室
合成スラブ：t=130
大梁：H850×300×16×28
小梁：H400×200×8×13
　　　H250×125×6×9
■空調機械室
合成スラブ :t=130
大梁：H850×300×16×28
　　    H600×200×11×17
小梁：H400×200×8×13
　　　H250×125×6×9
■スタッフ控室
合成スラブ：t=130
大梁：H700×200×9×22
小梁：H400×200×8×13

■アフターコロナに対応する建築計画と設備 ■工期短縮

眉山や吉野川を臨むことができる徳島らしいのびのびとした敷地に、この場所でこそ機能するプログラムを提案したいと考えました。
・徳島の資源、環境を活用しこの場所でしかできない建築にすること
・現在の住民にとって有用であること
・徳島全体の未来に寄与すること
以上の３点を基本理念とし、徳島の環境に根差し末永く地域の財産となる建築を提案します。

■LCC を軽減する設備計画
吹抜部においては空調が必要な居住域エリアのみを
空調対象とすることにより、ランニングコストの低
減を目指します。また、空調負荷の大きな吹き抜け
空間を空調の必要性の低い運動施設とし、空調運転
を最小限に抑えることで大きな施設ながらもランニ
ングコストを抑えます。
ＬＥＤ照明の採用、節水型衛生器具の採用など、省
エネに寄与する設備を積極的に取り入れます。

「換気の悪い密閉空間」を解消するため自然換気のできるトップライ
トを新設するとともに、従来の建築基準法にで求められる換気量 20
㎥ /h・人よりも多い 30 ㎥ /h・人を基準として換気設備を整えます。
各室既存施設規模を生かしゆとりのある計画とし、「密集」を避ける
ことのできる計画とします。細やかな放送設備の設置による館内アナ
ウンスの遠隔化やインターネットを利用した生活指導も想定した設備
を整え、衛生設備も直接手で触れる機会を低減できる自動水栓等を優
先的に採用し感染対策を行います。

機械室や備蓄倉庫、防水など工期のかかる外装の
大部分は既存を流用する計画とします。SRC 構造
躯体への干渉をできるだけ低減するため、設備の
ルートも既存ルートを採用することで設備工事は
建築工事を待たず着工できるようにします。
仕上の簡易化や天井スケルトンによる設備工事の
容易化により工期の短縮を図ります。

■法規制に対応することによるイニシャルコストの削減
通常大規模な施設における事務所や工場などから不特定多数利用が想定
される用途への用途変更においては法規制に対応するため、イニシャル
コストが掛かる傾向にあります。本計画では用途ごとに区画することや、
開口部を新設することによりスプリンクラー設備や内装制限など一部の
規制を外すことでイニシャルコストを抑えます。

構造躯体の改修は、既存建物の耐震性を損なわない計画とします。2階、3階吹抜けに小規模な増床 (増
築部分の床面積の合計が基準時における延床面積の 1/2 以下 ) を計画するため、原則として現行の構
造計算により安全性を確認しますが、既存建物は元来、構造耐力に十分な余力を見込んでいるため既
存部分の大規模な改修は必要なく、実現可能な計画であると考えます。仕上げ材は断熱範囲以外はで
きる限り躯体表しとして、吊り天井は極力なくし、災害時の崩落の危険性を低減します。

■既存躯体の強度を損なわない合理的な構造改修計画

トップライトによる採光

密を避けた余裕のある空間

軽量土壌による緑化

自然通風による換気性能の向上 自然通風による換気性能の向上

動線となるスロープは
クライミングなどの
観戦に対する
視点場になる

十分な高さのマルチスペースは
特定のスポーツに限定せず
イベントなども含め様々な利用が可能

屋上まで連続するスロープ

国際基準を満たすクライミングウォール

宿泊部門客室は廊下を挟んだ
静かなエリアに配置
木質の内装で居住空間
を創る

外部連続するガラス建具

キャノピーはトップライト
を増やし再利用する

外壁は既存利用

客室は個別換気とし集団感染リスクを
低減し避難時に感染症が発生しても
隔離することができる

掘り込みを設けて高さを確保蓄熱水槽は災害時の非常用水槽
として再利用

給水が必要な機能は
既存ルートが活用できる
エリアにまとめる

マルチスペース

クライミング

ジム
身体測定

客室

客室

クライミング

トレーニングジム

女子トイレ フィットネス
スペース

備蓄倉庫

コモンテラス
コモンテラス
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規定の厳しいスピード競技
には国際基準の施設設置

リード競技用は大会基準の
15mのコースが入る規模を採用

入門として利用できるため幅を広く設置
ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ設備だけでなく、食事や宿泊施設
を整備することで選手を総合的にサポート

国内外から選手を集めること
のできる設備を目指します

■宿泊部門
県外からの遠征にも対応し
長期での滞在も可能。
■飲食部門
栄養管理のされたアスリート
用のメニューを用意する。
■健康管理
毎日の測定により体調を管理する

スピード 15m用
２レーン

スピード 10m用　
２レーン

6ｍ

15
.7
ｍ

6ｍ

10
.7
ｍ

既存施設の吹き抜け空間を生かし、クライミン
グ（スピード、リード、ボルダリング）の設備
を導入します。入門者から上級者まで幅広く楽
しむことのできるスポーツであり、多くの集客
を見込みます。
大会や国際基準を見据えた設備とし、宿泊機能
も併設することで県外から、広くは海外からの
選手の合宿利用、大会などを誘致することがで
きます。運用としては地元のボルダリングジム
と連携し、スタッフとノウハウを確保します。

高さもあるスピード・リー
ドエリアは吹き抜けに設置
し、スロープと隣接させる
ことで新しい視点場を持っ
たクライミング施設になる

健康トレーニングに長期でとり組むことのでき
るよう宿泊部門もキッチンを備えたゆとりのあ
る部屋割りとし、長期滞在可能な部屋タイプと
します。主な形式を部屋貸タイプとすることで
グループで宿泊すると利用者は安く宿泊でき、
運営側としては安定した収益を見込むことがで
きます。単身での利用にも対応できるよう安価
な簡易宿泊所タイプも用意し、既存を再利用し
た共同の浴室や共同キッチンを設けます。全室、
居心地の良さや感染症などを考慮し、一般のホ
テルよりもゆとりのある空間で計画します。
宿泊設備を備えることは、災害時の避難施設と
しても、一時避難だけでなくしばらくの間生活
をサポートしたり災害支援活動者の滞在する施
設として有用に働きます。

地域の自然食材を使ったレストランを基
本とし、宿泊施設への食事の提供も行い
ます。その他栄養指導や、料理教室の開
催ができるよう、調理設備をカウンター
にも設置し定期的に専門家の指導を行う
ことができる環境を整えます。
コモンテラスに隣接する場所にはカフェ
を設置し、少し立ち寄った利用者へのサー
ビスができるようにしたり、レストラン
でのフードロスを解消する役割を持たせ
ることもできます。 イベントにも対応するロングカウンター

料理教室や栄養指導等
に利用できる宿泊部門と共有してい

るﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｶｳﾝﾀｰ

導入想定クライミング設備

宿泊室パターン

スピード競技

リード競技

ボルダリング競技

難易度によりエリア分け
難 易

〇健康測定機能を持ったトレーニングジム
自分の現在の健康状態を把握しながらトレーニ
ング、及び運動をすることを新しい生活様式と
して身近に行えるように測定機能、及び医療機
関との連携のとれたメディカルフィットネスの
できるトレーニングジムを設置します。
個人でのトレーニングはもちろんのこと、専門
家のアドバイスの下、重い病気になる前の予防
としての運動を行うことができ、生活習慣病な
どの診断があれば運動療法施設利用料が医療費
控除の対象となるなどのメリットもあります。

健康トレーニングの主な流れ運動型健康増進施設の認定基準
①有酸素運動及び筋力強化等の補強運動が安全に行える設備を備えていること
②体力測定及び運動プログラム提供のための設備を備えていること
③生活指導を行うための設備を備えていること
④応急処置を行うための設備を備えていること

・フィットネスジム ・ｼﾆｱｱｸﾃｨﾌﾞｿﾞｰﾝ ・トレーニングジム ・屋外ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｰｽﾍﾟｰｽ

①フィットネスジム④救護室

①シニアアクティブゾーン

①シャワー室、更衣室等

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ床と壁面ガラス ﾘﾊﾋﾞﾘもできる運動設備 基本的な運動設備 一部デッキの屋上庭園

②常勤のスタッフ
のいるカウンター

②③体力測定や生活指導を行うフロア

〇クライミング部門

〇飲食部門

マルチスペースとフィット
ネスジムは一時利用者のレ
ンタルスペースとしても利
用できる。時間貸から一定
期間でのレンタルの利用を
想定する。運動用途のみな
らず展示や講演などのイベ
ント利用も可能。運営側で
時期に合わせたコンテンツ
を入れ施設の集客を図るス
ペースとしても活用。

〇その他レンタルスペース

〇宿泊部門

12ｍ

19.5ｍ

26ｍ

5ｍ

12.8ｍ

地元林業業者

実際に見たり
使用したりして
気に入ったものを
購入できる

地元家具メーカー共用部の椅子

宿泊室のベッド

飲食店の食器

杉材の加工性の良さを生かしたオリジナルの家具や内装活用イメージ

ホステルの二段ベッド RC躯体の間にある
共用部のベンチ

テラスの家具は自由に組み合
わせることができる

ショールーム機能の検討健康に寄与するヒーリングウッドの効能データ

一般社団法人徳島県木の家づくり協会調べ

木の香りに含まれる成分によりグラフのに見られるように血
圧、脈拍に一定の作用が確認されている。
この他、ウイルスへの抑制効果も認められている。

バスケットハーフコート（マルチスペース）

バドミントンコート（マルチスペース）

バレーボールコート（マルチスペース） 空きスケジュールをネットで確認予約

今日の午後空いてるから
予約しよう

月 火 水 木 金 土 日

イベント240人 (1ｍ間隔)（マルチスペース）

有酸素運動
・クライミング
・周辺のランニング
・サイクリング
　( レンタサイクル )
・フィットネス

■運動部門

■飲食部門

運動実践
栄養指導

プログラム
の作成

体力測定
身体検査

目標設定
再設定

効果判定
宿泊し中長期
継続した
体験が可能

■宿泊部門

・自然素材の食事
・栄養指導教室

１F ２F RF

①②トレーニングジム
①②屋外アクティビティスペース
（感染症流行時にも利用できる）

コンパクトな水回り

ゆとりを持たせた二段ベッド

一般のホステルよりも
ゆとりを持ったレイアウト

最大で５人程度まで宿泊できる

ホテルタイプ

長期滞在に対応するキッチン

ホステルタイプ 合宿タイプ

共有キッチン

風呂、トイレ、キッチンは共用
宿泊だけでなく日中の休憩所としても利用可能

■多くの住民の健康的な生活に寄与するハード整備

■徳島の杉材を使った、人の健康を支える木質空間
人が集まる場所の家具や、建築基準法上、内装
制限のかからないエリアの内装は徳島産の杉材
を活用した空間とします。
省コストを意図したスケルトンの空間は無機質
になりがちですが、木材をアクセントとして用
いることで親しみやすい温かみのある空間を作
ります。
中でも徳島の建材で新しく試みられている「ヒー
リングウッド」の採用を積極的に検討します。
これは新しい乾燥技法により生の木材の成分を
残し安息効果（血圧・脈拍の低下等）を持った
材であり、さらに抗ウイルス効果も保っており
健康という施設のコンセプトにふさわしい建材
として捉え採用します。
また建設時に林業関係者や家具メーカーとやり
取りすることで、運営時の椅子やベッドなどの
備品類は地元家具メーカーと連携することを促
し、備品でありながら利用者が直接触ったもの
を購入もできるショールーム機能を併せ持った
施設を目指します。
徳島における林業や制作産業をコマーシャルで
きる場所としても機能すること期待します。
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30 ～ 50 代（県内） 60 代以上シニア（県内） 子育て世代 /学生（県内） クライミング合宿 ( 県内外 ) その他県外客

ハイシーズン60日・通常シーズン200日・ローシーズン81日休日24日想定

運
動
施
設

健
康
増
進
施
設

飲
食
施
設

宿
泊
施
設

宿泊部門 ハイシーズン60日・通常シーズン200日・ローシーズン81日休日24日想定
ホテル客室部 ADR 稼働　　　　　　　　　　年間売上
2FｔｙpeAハイシーズン( 6部屋) 000,057,6%57000,52
2FｔｙpeA中間シーズン(6部屋) 000,061,71%56000,22
2FｔｙpeAローシーズン(6部屋) 006,639,3%54000,81
2Fｔｙ ハイシーズン(2部屋) 000,025,2%57000,82
2FｔｙpeB中間シーズン(2部屋) 000,005,6%56000,52
2FｔｙpeBローシーズン(2部屋) 000,854,1%54000,02
3FｔｙpeCハイシーズン(3部屋) 000,008,1%57000,02
3FｔｙpeC中間シーズン(3部屋) 000,086,4%56000,81
3FｔｙpeCローシーズン(3部屋) 005,082,3%54000,51

000,069,3%03000,5
3Fホステルタイプ中間シー人 000,040,7%02000,4
3Fホステルタイプローシーズン 002,960,1%01000,3
小小計計 平平均均稼稼働働率率 5588%% 6600,, 115544,, 330000
飲食施設カフェ340日営業 利用者数 客単価 年間売上
宿泊者利用（80%想定） 439,677,91000,2888,9
宿泊者外利用 000,003,51005,103
栄養指導 000,005,7000,503
小小計計 4422,, 557766,, 993344
クライミング施設 利用者数 客単価 年間売上
合宿利用（5%想定） 850,632,1000,1816
会員利用 000,000,21000,01001
一次利用 000,005,52000,352
小小計計 3388,, 773366,, 005588
シニアゾーン 利用者数 客単価 年間売上
一次利用 000,044,5006,101
会員利用 000,004,8000,7001
小小計計 1133,, 884400,, 000000
ﾏﾙﾁｽﾍﾟｰｽ( 340日) 上売間年率働稼価単
一次利用(午前、午後、夜間) 000,513,3%56000,51
小小計計 33,, 331155,, 000000

フィットネスゾーン( 340日) 上売間年率働稼価単
一次利用(午前、午後、夜間) 000,012,2%56000,01
小小計計 22,, 221100,, 000000

ジム施設( 340日) 利用者数 客単価 年間売上
宿泊者利用( 10%想定 072,384,1002,1632,1)
会員利用 000,008,01000,9001
一次利用 000,002,01000,251
プログラム利用（動機付け） 000,025,9000,701
プログラム利用 000,042000,025
小小計計 3322,, 224433,, 227700
レンタサイクル・シャワー 上売間年率働稼価単
1日 000,015003
1日 005,255%56005,2
小小計計 11,, 006622,, 550000
合合計計 119944,, 113388,, 006622

宿泊部門　運営・維持管理費 売上比率
運営実費 材料・仕入費 7,218,516 12.0%

運営人件費 12,030,860 20.0%
販売手数料 6,015,430 10.0%
消耗品 1,804,629 3.0%
クリーニング 110,500 2.0%
水道光熱費 6,015,430 10.0%
その他 3,007,715 5.0%

小小計計 3366,, 220033,, 008800 6622.. 00%%
運営管理費 売上-営業実費の10%と想定 2,395,122 10.0%
飲食・カフェ　運営・維持管理費 率比上売
運営実費 材料・仕入費 12,773,080 30.0%

運営人件費 8,515,387 20.0%
水道光熱費 8,515,387 20.0%
販促・求人等 638,654 1.5%
事務経費 638,654 1.5%
その他 851,539 2.0%

小小計計 3311,, 993322,, 770000 7755.. 00%%
運営管理費 売上-営業実費の10%と想定 680,336 10.0%
ジム・シニア 売上比率
運営実費 運営人件費 18.0%8,294,989

水道光熱費 9,216,654 20.0%
事務経費 921,665 2.0%
専門職費 5,000,000
その他 1,382,498 3.0%

小小計計 4455.. 00%%
運営管理費 売上-営業実費の10%と想定 2,126,746                                   10.0%
クライミング 売上比率
運営実費 材料・仕入費 1,936,803 5.0%

運営人件費 7,747,212 20.0%
水道光熱費 7,747,212 20.0%
その他 0 3.0%

小小計計 1177,, 443311,, 222266 4488.. 00%%
運営管理費 売上-営業実費の10%と想定 2,130,483 10.0%
レンタルスペース 売上比率
運営実費 運営人件費(ジムと同じ) 0 0.0%

水道光熱費 1,657,500 30.0%
事務経費（ジムと同じ） 0 0.0%
保守費用 165,750 3.0%

小小計計 11,, 882233,, 225500 3333.. 00%%
運営管理費 売上-営業実費の10%と想定 370,175 10.0%
その他(シャワーレンタサイクル) 売上比率
運営実費 自転車メンテナンス代 318,750 30.0%
小小計計 331188,, 775500 3300.. 00%%
運運営営実実費費
運運営営管管理理費費

3Fホステルタイプハイシーズン(44ベッド)

peB

112,524,813
7,702,862

24,815,806

※上記収支計算は概算であり、条件はMID想定の一部抜粋である

収支幅による利回り率 建築工事費概算

解体工事費 内装解体
床、屋根一部撤去
東側構造壁解体
外構RC壁撤去

45,254,000

133,918,750

126,624,000
52,483,750
169,082,375
38,115,000
290,853,750
262,000,000

1,133,000,000

453,000,000

248,000,000

83,000,000

クライミング ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｳｫｰﾙ含む
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ等
水回り含む
ロングカウンター含む
モルタル床程度

宿泊部門
ジム部門

飲食部門
共用部
防災施設条件除く

ヘリポート
防潮シャッター
人荷用EV
空調弱電費用５万/㎡(3960㎡)

公共工事積算基準より概算算定

各部門備品類

トップライト４箇所新設
スロープ新設
サッシュ各面新設
EV一機新設
一部増床
テラス部分屋根改修

項目 概要 金額

内装工事費

躯体工事費

設備工事費
直接工事費（端数処理）
防災設備

共通費
FFE工事費

総事業費 ￥1,917,000,000
￥1,216,000,000回収対象費用

(上記直接工事費+FFE工事費)

予算超過時VE候補項目
・現状確認による解体範囲の精査による削減
・現状確認による既存部材活用範囲の精査に
　よる拡大
・内装仕上げの状態確認による補修範囲精査
・構造計算による構造補強の精査
　(構造壁ふさぎ部分の乾式化)
・設備見直し
　現状確認による既存ルートなどの転用精査
　(運動エリアへの空調要不要)
・空調機械室の床面積見直し
・カフェスペース取りやめ
・木材の使用範囲見直し(難燃を除く)
・宿泊エリア、ジムエリア、規模縮小
・エリアごとの段階的工事
・備品の段階的調達

補助金利用候補項目

健康増進部門
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ・ｼﾆｱ

売上
HIGH

設
定
条
件

MID LOW

支出
売上

支出
売上

支出
売上

支出
売上

支出
売上

支出

クライミング

飲食・カフェ

宿泊施設

その他

合計

想定利益
利回り 6.08%(16年)

46,083,270
26,942,552 25,530,635

19,561,709

32,613,036

38,598,202

2,512,175

120,227,675

31,977,077

18,626,964

43,198,394

2,760,800

139,424,076

19,561,709

30,953,707

33,065,146

2,512,175

105,018,364

38,736,058

42,576,934

60,154,300

6,587,500

194,138,062

73,910,387

7.76%
(総事業費20年回収)

56,421,102

44,884,252

56,848,028

42,860,844
67,342,100

8,245,000

233,740,482

94,316,403

5.１%(20年)

39,531,270

35,745,635

40,016,929

51,508,900

6,587,500

173,390,234

6,335,683

宿泊施設稼働率徳島平均程度(H30年国交省調べ簡易シティーホテル、宿泊所より)
空調ランニングコスト、全館稼働率60%　他

宿泊施設稼働率徳島平均+５%　会員数各150人程度　
空調ランニングコスト、全館稼働率40%(LCC削減計画良好時)　他

宿泊施設稼働率徳島平均-5%
空調ランニングコスト、全館稼働率60%　他

HIGH

MID

LOW

【経済産業省】
「ヘルスケアサービス社会実装事業費補助金」
事業の 1/ 2　上限 1000 万程度
【スポーツ省】
「地方スポーツ振興費補助金」
【農林水産省】
「強い農業づくり交付金（地産地消促進特別枠）」
その他各分野の補助金を視野に入れ、柔軟に施設
に施設計画に反映します。

フィットネスジム
学校のグループでも、子連れでも阿波踊りの練習やダンスの練習ができる

シニアアクティブゾーン
顔見知りと一緒に体を動かす

ボルダリングエリア
道具の必要ないボルダリングは健康づくりのきっかけに最適

健康診断
血圧など簡易な測定はセルフで行うことができる

情報ラウンジ
エントランスすぐの情報ラウンジには地域のイベント等の情報が集まる。

マルチスペース
その時々でイベントが行われる。地域情報や文化にも触れる機会となる。

健康増進プログラム
定期的に専門家に相談、トレーニングの方向性などを確認

コモンテラス
世代を超えて交流できる場所。お茶を飲みながらゆっくり休憩。

飲食部門
定期的に開催される栄養指導や料理教室

飲食部門
栄養士がアスリートに適した食事を提供

飲食部門
カロリーや栄養素などの情報を得ながら食事できる

※医療控除対象について
厚生省認定の運動型健康増進施設に指定された
場合、医療機関での診断により通うことで医療
費控除に施設利用費を含むことができる。
範囲については認定時に要協議とする。

宿泊部門　共用キッチン
グループで一日泊まりながら、料理を楽しむ。

宿泊部門　大部屋
チームのメンバーで 1室を借りる。ビジネスホテルなどより安価に宿泊できる

宿泊部門　ホステル
健康診断の前に中期滞在して、リズムを整える

クライミングエリア
国内最大規模の室内施設で長期トレーニング

トレーニングジム
基本的なトレーニング機器も備えており、持続的な基礎トレーニングの可能

飲食部門
テイクアウトした食事を屋上テラスで景色を見ながら食べる。

宿泊部門　客室
複数で宿泊することを前提とした室。

周辺環境
レンタサイクルで徳島観光。のびのびとした環境を堪能。

■４つのプログラムが生み出す収支計画
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既存庇を生かし
建物の正面を作る
屋根材を透過性のものとし
コモンテラスとなる

車からも視認性が良く形態も特徴的な
塔屋に館名サイン検討

ヘリポートは塔屋から遠い場所に設置 消防上の有窓階判定のため開口部を新設
また避難上有効なバルコニーとしても機能する

外壁改修部分は木パネルサインなどを設置

1:UZUPA
2: 大塚ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ
3: 松茂第 1,2 体育館
その他マリンスポーツなども盛んであり、それらを
観光資源ととらえ徳島全体をスポーツエリアとする

4: 小松海岸
5: 中央武道館
6: 吉野川河川敷

7: ｼｰｻｲﾄﾞﾌｯﾄｻﾙ
8: 小松島競輪場

■大型施設の一例

1km
SITE

1

2

2

4
78

6
5

2km
3km

■地域の施設との連携による TOKUSHIMA Sports Area を創る ■複数の事業形態をまとめる事業スキームの想定
近年できた鳴門のUZUPA や近隣にあるスポーツ施設と競合するのではな
く、連携協力し徳島全体をスポーツの街として活性化します。関西から車
で約２時間の立地に、既存の飛行場、フェリーの交通網に加え、高速道路
も新たに整備され、この施設はその中核施設として県外からの来客も目指
します。この施設を中心として一帯がスポーツの街として認知されること
を期待します。

複数の専門的な分野が混在する本施設の運営にお
いては、健康増進施設を運営する民間企業、もし
くは各分野を横断できる指定管理業者の複合体を
主体とし管理運営も任せる「指定管理委託方式」
を想定します。健康を専門とする事業主体のもと、
飲食業者、宿泊業者、クライミング専門業者等と
運営することで健康というコンセプトを貫いた施
設とすることができると考えます。

■総括意匠設計 ( 代表事務所）
徳島出身の建築家。
徳島北高校出身であり、徳島の地理、需要、文化は基礎知識として保有。
5000 ㎡規模の運動施設やホテルの新築設計、その他ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ経験等を持つ。
私立大学にて、長期営繕計画における施設計画に関わり、大規模な建物の
修繕や維持を見据えた計画が可能。コンサルタントを含むプロジェクトに
も参加経験があり、収支とデザインのバランスの取れた提案を行う。

徳島県
徳島県保健所

指定管理業者健康増進施設
運営業者

飲食業者医療機関 宿泊業者 クライミング

指定管理委託により
ある程度の幅を持っ
た運営が可能

異なる専門領域
をとりまとめる

情報のやり取り
健康診断など

連携

事業者

近隣関係者

利用者

■構造設計士
大規模な建築の構造設計の
経験を持ち、耐震性能の確
保以外にもデザイン面、コ
スト面にも配慮した提案が
可能。
代表事務所と共にプロジェ
クト参加経験があり、スムー
ズな情報共有が可能。

■電気設備設計士
多くの公共建築設計の経験
があり、デザインとコスト
を見据えた提案が可能。
機械設備設計事務所とは共
に多数のプロジェクトに参
加しており、素早い連携が
可能。

専門家
との
綿密な
ネット
ワーク

多様な
視点か
ら検討
した提
案

住民や
行政の
意見や
提案

直接の
やり取
り

■意匠設計 ( 徳島登録事務所）
徳島の女性建築家。木材に精通した設計士。
地域産の木材の流通状況や性質などに詳しく、居住空間など細やかな設計
を得意とする。
地域産木材の良さを生かし徳島らしい意匠を実現すると同時に女性の立場
からの意見を生かし、印刷工場を人の集う施設へ変える最適な提案を行う。

■豊富な経験を持つ専門家による取組 ■建築データ

■機械設備設計
ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝを含む高度な技術検討を必要とする公共建築のプロジェクトに多
数関与した経験を持つ。BIMソフトによる検討により効率的な計画を行い
その後の維持管理に有効な情報を作成。代表事務所とともに大学施設など
の長期営繕工事の経験を生かし時代に合わせた有効な改修提案が可能。

得意分野の異なる徳島出身の意匠設計の建築家２名を中心に、大規模改修に欠かせない設備設計事
務所を加えた共同体で取り組みます。大小のスケールを丁寧に読み解き徳島らしい建築空間を目指
します。また協力事務所として、構造設計士、電気設計を加えリノベーションに必要な高度な専門
性と技術を持った設計チームを構成します。
感染症に注意しながらも可能な限り現地に赴き、細やかな提案を行うよう努めます。

SRC 造
地上３階地下１階建て

既存面積 8720.41 ㎡
改修対象面積 8046 ㎡
宿泊エリア 1,597 ㎡
飲食エリア 420 ㎡
クライミングエリア
688 ㎡
ジムエリア 347 ㎡
共用部 3,205 ㎡
その他既存部分

帰りに体にいいもんでも
食べていかへん？

ランニングのあと
シャワーだけしていの

徳島の合宿いつも
楽しみにしてるあっちにおいしい

ごはん屋さんあるみたいよ

ボルダリング始めて
健康診断の結果
よーなったわ

ちょっと太りすぎちゃう？

今日はUZUPA でスケボー
にしよか

医療控除になるしいくか

サイクリングのあとは
ヘルスケアスクエアよっていこか

ラーメン食べたらちょっと動かな

インター降りたらすぐやで

眉山見に来た

阿波踊り期間泊まるだけ
でも利用できるらしいよ

あそこの屋上夜行ったら
結構綺麗らしいよ

最近家族でよう行くんよ
ボルダリングは子どももできるし

部活でﾏﾙﾁｽﾍﾟｰｽ借りようか
病院いくより
沖洲行く方がみんなおってえぇわ
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