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目的（経緯） 
●文部科学大臣からのＪＳＣが日本青年館ビル（仮称）に入居しない選択肢も含めて検討することとの指示に基づ
き、移転についての方向性を出すことを目的とする。 

検討内容 

１．ＪＳＣが所有する他施設への移転の可能性の検討 
２．日本青年館ビル（仮称）のＪＳＣ専有部分を他の団体に貸し付けることの検討 
３．ＪＳＣが別の物件を借上げて入居することの検討 
４．現在の仮設本部事務所存続の可能性の検討 
（参考）建設コストの圧縮方策の検討 

開催状況 ●全５回（平成２７年１２月２１日、平成２８年２月３日、３月３日、３月２９日、５月２６日） 

検討体制 

■ 「本部事務所移転検討タスクフォース」について 
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１－１．ＪＳＣが所有する他施設への移転の可能性の検討 

  西が丘地区への移転検討 
■既存施設への移転 
●JISS及びNTCの事務室は、NTC開所後の事業拡大に伴い、研修室やミーティング
ルーム等の営業施設を事務室に変更してきており、合計で約700㎡を受託事業等の事務
所に変更してきている。 
●研修室等を事務室に転用してきたことに伴い、既存の研修室等の使用頻度が著しく高
くなっており、これ以上、研修室等を事務室に変更することは不可能である。 

●新たな建設費用が発生する。 
●既存施設であるサッカー場、フットサルコート又は屋外テニスコートを廃止して建設する
必要がある。 
●既存施設を廃止する場合、社会的な位置付けや地域住民・利用者とのＪＩＳＳ設置時の
一般利用に関する経緯を考慮する必要がある。 
●特に屋外テニスコートについては、JISSの設置に当たり、地域住民・利用者に一般利

用させるという合意があり、地域住民・利用者との間でテニスコート廃止の合意を取ること
は厳しい状況である。 

■新たな施設の建設 

■テニスコートの存続と本部事務所の移転を両立する案の検討 

●テニスコートの土地面積は約7,432㎡となっており、そのうち6,625.98㎡が国からの借地となっている。このため、事務所を建築する場合、
国から土地を取得、若しくは長期の借地について認められる必要がある。 
●建築した本部事務所の屋上にテニスコートを設置する案が考えられるが、コート数は現状の8面から4～6面程度に減少するとともに、一
定の制限がかかることも想定される。 
●土地取得費用、建設費用が発生する。 

既存施設への移転、新たな施設の建設等について検討した結果を踏まえ、西が丘地区への移転は困難と考える。 
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１－２．ＪＳＣが所有する他施設への移転の可能性の検討 

  代々木地区への移転検討 
■既存施設への移転 

●代々木競技場は年間稼動日数が300日規模と非常に稼働率が高い施設であるが、

体育館内の諸室が少なく、イベント利用団体からは諸室の充実を求められているが、要
望に応え切れていない状況となっている。 
●現在の利用状況から、既存施設内に事務室を確保することは困難である。 

■新たな施設の建設 
●新たな建設費用が発生する。 
●新たに施設を建設する場合は、都市公園法上、都市公園内に設けられる施設として
の用途が定められているため、事務所としての施設が許可されるか、渋谷区との協議
が必要となる。 
●建築基準法上、代々木競技場全体として許容される延床面積のうち、増築可能な床
面積は300㎡しかなく、新たに事務所を建設することは不可能である。 

■東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、東京2020大会）・耐震改修工事の対応 
●東京2020大会の会場となっていることから、要望等に基づき対応すべき事項が今後発生することが想定される。 
●平成２９・３０年度に長期の耐震改修工事を控えている。 
●東京2020大会終了までは、本部事務所建設のための工事等は困難な状況となっている。 

既存施設への移転、新たな施設の建設等について検討した結果を踏まえ、代々木地区への移転は困難と考える。 



２．日本青年館ビル（仮称）のＪＳＣ専有部分を他の団体に貸し付けることの検討 

■貸付先について 
●日本青年館ビル（仮称）の建設敷地は、第一種中高層住居専用地域のため、事務所は建築できないこととなっているが、建築基準法第48条
第3項ただし書きによる用途許可を得ることで、事務所の建築が可能となっている。 
 
 
 
 
 
 
●用途許可に当たっては、神宮外苑地区地区計画や東京都長期ビジョンの方針に則ることや、「スポーツの振興・推進の諸活動が活発に展開
され、「新たなスポーツ文化」を確立していくための拠点として」といった内容により許可を受けており、貸付対象にはこれらの条件を満たすこと
が必要と考えられる。 

■貸付料についての検討 

・貸付面積について 
 貸付可能面積は、駐車場を除くＪＳＣ専有部分から、トイレ、階段、エレベーター、廊下等の共用部分を除く、1,178坪（3,894㎡）とする。 
・坪単価について 
 ①新宿区（四谷・市ヶ谷）募集賃料平均単価（200坪以上の大規模物件、平成28年3月時点、三幸エステートＨＰより）  
   坪18,000円／月（税抜・共益費込み） 
 ②港区（赤坂・青山）募集賃料平均単価（ 200坪以上の大規模物件、平成28年3月時点、三幸エステートＨＰより） 
   坪21,406円／月（税抜・共益費込み） 
  
 日本青年館ビル（仮称）については、所在地は新宿区であるが、最寄駅は、外苑前（港区）であるため、貸付単価は、①と②の平均とする。 
 ⇒日本青年館ビル（仮称）の貸付坪単価は、19,703円／月（税抜・共益費込み）と想定する。 

■貸付収入の試算（満室の場合） 

19,703円（坪／月） × 1,178坪 × 12月 ＝ 278,521,608円（年額：税抜）・・・① 
                                    ① × 1.08 ＝ 300,803,337円（年額：税込） 
   
 
 

【参考】建築基準法第４８条第３項 
（用途地域等） 
第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁

が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場
合においては、この限りでない。 
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３．ＪＳＣが別の物件を借上げて入居することの検討 
■移転先に求める条件ついて 

・業務の効率性を踏まえ一定の部署のまとまりが一括して入居できること。 
・役職員の関係省庁・団体への往訪の移動コストを勘案して、交通利便性が確保できること。 
・セキュリティが確保できること。 

■物件の選定について 

候補物件については、不動産仲介業者の提案物件から、以下の項目を満たすものをピックアップした。 
・賃料：坪単価19,703円以下 （日本青年館ビル（仮称）を貸し付けた場合に得られる収入で、賃料支出をまかなう必要があるため） 
・面積：3,894㎡以上の空室が見込まれる物件（3,894㎡は日本青年館ビル（仮称）貸付可能面積と同面積） 
・地域：東京都及び東京近郊（神奈川県・埼玉県・千葉県内） 

■候補物件 

5 

名称 物件Ａ 物件Ｂ 物件Ｃ 物件Ｄ 物件Ｅ

所在地 品川区西五反田 品川区東品川 江東区青海 江東区枝川 千葉市美浜区

選定条件

3,894㎡以上の空室有り 3,894㎡以上の空室有り 3,894㎡以上の空室有り 3,894㎡以上の空室有り 3,894㎡以上の空室有り

4フロアに跨る 4フロアに跨る 2フロアに跨る 3フロアに跨る 3フロアに跨る

②役職員の関係省庁・団体へ
の往訪の移動コストを勘案し
て、交通利便性が確保できるこ
と。

最寄駅
東急池上線大崎広小路駅

最寄駅
京浜急行線青物横丁駅

最寄駅
ゆりかもめ線テレコムセン
ター駅

最寄駅
ＪＲ潮見駅

最寄駅
ＪＲ海浜幕張駅

③セキュリティが確保できること 機械警備 有人・機械併用 有人・機械併用 有人・機械併用 有人・機械併用

16,500円 13,000円 12,000円 10,000円 10,000円

①業務の効率性を踏まえ一定
の部署のまとまりが一括して入
居できること。

賃料（共益費含む：税抜）
円／坪

※候補物件については、選定条件を満たす物件の中から、賃料を基準に抽出した。 



４．現在の仮設本部事務所存続の可能性の検討 

■仮設本部事務所の現状 

●現在使用している仮設本部事務所は、事務所建て替えのため、建築基準法第85条第5項に基づき、平成29年9月末日までを期限とする仮

設建築物として港区から許可を受け建築されている。仮設許可は旧事務所の解体から、新事務所への移転までの期間をもとに期限が設定さ
れている。 

■仮設本部事務所の延長検討 

●平成29年9月以降の仮本部事務所の使用については、事務所建て替えのために必要な仮設建築物という仮設許可事由が無くなるため、別
の仮設許可事由が必要となる。 
●仮設の再許可を得るためには、改めて港区の許可を受けることが必要であり、許可を受けることができるかは現時点では不透明である。 
●許可を受ける場合は、事務所建替のための建築物とはならないため、期間は１年以内となる。 
●あくまでも仮設建築物のため、将来的には転居が必要となる。 

【参考】建築基準法第８５条第５項 
（仮設建築物に対する制限の緩和） 
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がな
いと認める場合においては、一年以内の期間（建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮
設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間）を定めてその建築を許可することができる。
この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五
条のニ及び第三十五条の三の規程並びに第三章の規定は、適用しない。 

■仮設から本設への変更の検討 
●現在使用している事務所は、仮設許可により、各種法規の緩和を受けて建築しているため、緩和事項の解消が必要となる。 
●緩和事項の解消のためには、耐火構造とする改修、雨水流出抑制施設の設置等が必要となり、改修時には、一時的に賃貸ビル等への移転
が生じることとなる。 
● 秩父宮ラグビー場は、東京2020大会後、神宮外苑地区のスポーツクラスター構想による再開発計画も検討されており、本設の事務所として
現事務所を長期に使用することは難しい状況と考えている。なお、東京2020大会時には、ラグビー場利用の要望が組織委員会からあることに
も留意する必要がある。 
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■移転先についての比較 
■料金コストの比較 

※コストについての補足 
●日本青年館ビル（仮称）貸出賃料については、坪単価19,703円（税抜：共益費込）を適用。2017年度については、貸出開始を2017年7月とす
るが、テナントの入居状況を考慮し、初年度は満室の50％の収入、 2018年度からは、80％の収入を見込む。（不動産仲介業者からの聴取に
よる。） 
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移転先 経費 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 4ヵ年計

収入 0 0 0 0 0

支出（移転費用） 51,667 0 0 0 51,667

差引（収入－支出） ▲ 51,667 0 0 0 ▲ 51,667

移転先 経費 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 4ヵ年計

収入（賃料） 112,802 240,643 240,643 240,643 834,731

支出（移転費用・賃料等） 803,288 251,720 251,720 251,720 1,558,447

差引（収入－支出） ▲ 690,486 ▲ 11,077 ▲ 11,077 ▲ 11,077 ▲ 723,716

収入（賃料） 112,802 240,643 240,643 240,643 834,731

支出（移転費用・賃料等） 711,658 213,522 213,522 213,522 1,352,223

差引（収入－支出） ▲ 598,857 27,122 27,122 27,122 ▲ 517,492

収入（賃料） 112,802 240,643 240,643 240,643 834,731

支出（移転費用・賃料等） 702,995 220,125 220,125 220,125 1,363,369

差引（収入－支出） ▲ 590,194 20,519 20,519 20,519 ▲ 528,638

収入（賃料） 112,802 240,643 240,643 240,643 834,731

支出（移転費用・賃料等） 612,369 160,031 160,031 160,031 1,092,461

差引（収入－支出） ▲ 499,568 80,613 80,613 80,613 ▲ 257,730

収入（賃料） 112,802 240,643 240,643 240,643 834,731

支出（移転費用・賃料等） 636,762 181,546 181,546 181,546 1,181,400

差引（収入－支出） ▲ 523,960 59,097 59,097 59,097 ▲ 346,669

移転先 経費 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 4ヵ年計

収入（賃料） 112,802 240,643 240,643 240,643 834,731

支出（賃料等） 25,740 72,237 72,237 123,904 294,118

差引（収入－支出） 87,061 168,406 168,406 116,739 540,613

仮本部事務所の継続

日本青年館ビル（仮称）入居

物件Ａへ入居
品川区西五反田

（最寄駅：東急池上線大崎広小路駅）

（16,500円／坪）

物件Ｂへ入居
品川区東品川

（最寄り駅：京浜急行線青物横丁駅）

（13,000円／坪）

物件Ｃへ入居
江東区青海

（ゆりかもめ線テレコムセンター駅）

（12,000円／坪）

物件Ｄへ入居
江東区枝川

（最寄駅：ＪＲ潮見駅）

（10,000円／坪）

物件Ｅへ入居
千葉市美浜区

（最寄駅：ＪＲ海浜幕張駅）

（10,000円／坪）



■移転先についての比較（まとめ） 
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移転先 メリット デメリット

日本青年館ビル（仮称）

・神宮外苑地区は、我が国のスポーツの拠点（スポー
ツクラスター）の形成を図ることが計画されており、日
本体育協会、ＪＯＣ等のスポーツ団体がこの地域に集
まることも計画されていることから、日本のスポーツの
拠点となり、ＪＳＣの業務運営において大きなメリットが
ある。
・新国立競技場に近く、建設に伴う業務への対応等が
効率的に行うことができる。

・低賃料の別物件へ入居した場合、仮設本部事務所
を継続した場合と比べるとコスト的に劣る。

▲ 51,667千円 ▲ 51,667千円

▲ 723,716千円 （物件Ａ） ▲ 789,398千円 （物件Ａ）

▲ 517,492千円 （物件Ｂ） ▲ 354,763千円 （物件Ｂ）

▲ 528,638千円 （物件Ｃ） ▲ 405,527千円 （物件Ｃ）

▲ 257,730千円 （物件Ｄ） 225,946千円 （物件Ｄ）

▲ 346,669千円 （物件Ｅ） 7,915千円 （物件Ｅ）

仮設本部事務所

・再リースになることで、賃貸借料が格安となる。（現状
賃料：月額25,000千円、継続賃料月額約2,314千円）
（税抜）
・新国立競技場に近く、建設に伴う業務への対応等が
効率的に行うことができる。

・延長に伴い、港区の再許可が必要である。
・延長には新たな仮設理由が必要となる。
・仮設許可は原則1年以内での許可となり、毎年許可
手続きが必要となる。（複数年の許可は厳しい）
・仮設建築物であることから、将来的に転居が必要と
なる。
・日本青年館ビル（仮称）のＪＳＣ専有部分を貸し出す
際、貸付先に制約がある。

540,613千円

4ヵ年での収支 10ヵ年での収支

別の物件（賃貸）
・物件によっては日本青年館ビル（仮称）への入居に
比べると低コスト。

・事務所が遠方になることでＪＳＣ保有施設、関係省
庁、関係機関等との交通の利便性、業務効率性の低
下
・料金コストを重視した場合、「都心から離れる」「築年
数が古い物件」等になる。
・セキュリティーの面で不安要素が残る。
・職員の生活環境に影響（通勤時間の長時間化、転居
等）
・日本青年館ビル（仮称）のＪＳＣ専有部分を貸し出す
際、貸付先に制約がある。



（参考）建設コストの圧縮方策の検討 

■さらなるコスト削減の検討 

▲現在、工事を進めているところであるが、ＪＳＣが入居する部分については内装の仕様変更による縮減を行うこととしており、日本青年館との
共有部分についても、日本青年館と相談して、仕上げの変更等による縮減ができないか検討を行っている。（約2,500万円の削減（調整中）） 
 

■設計段階でのコスト削減 

●日本青年館ビル（仮称）の建設コストについては、設計段階において、外装材、内装材、設備仕様の見直しにより日本青年館負担分を含み
約１２億円削減。 
●本工事の入札方式は、総合評価落札方式を採用しており、コストを削減するため、競争参加者から総合的なコスト削減に関する技術提案を
求めている。その結果、既に本工事は、土工事等の工夫により約２億円のコスト削減を図っている。 
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