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第１回 気仙沼市新庁舎建設基本構想策定有識者会議 

議 事 要 旨 
 

赤字：ご意見に対する第２回有識者会議の該当資料番号を記載しています。 

議事要旨 

 

（１）会議の公開・非公開・議事録の作成について 

 会議及び議事録については，市情報公開条例に基づき公開を基本とし，議案によって非公開が必要な

場合は，その都度協議して決定することで了承を得た。 

 議事録は，委員長および委員１名の署名とする。 

 第１回有識者会議の議事録については，丸谷委員長と小野寺(克)委員の署名とする。 

 

（２）気仙沼市新庁舎建設基本構想について 【資料１】 

 新庁舎建設に係る経緯と建設までの流れに関しては、特に意見は無く，概ね了承を得た。 

 

（３）気仙沼市新庁舎建設基本構想策定有識者会議について 【資料２】 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

気仙沼市新

庁舎建設基

本構想の構

成（案）につ

いて 

（P2-1） 

1 ・本構成はイメージととらえ，今

後検討を進めていく中で，構成

（案）について意見等があれば

議論することで良いか。 

・次回にはこの構成案に従って，

本日の説明資料を盛り込んだ

「素案」が出るイメージで良い

か。（丸谷委員長） 

本日提示した構成（案）

は現時点での想定(イメ

ージ)であり，今後，いた

だいたご意見や議論によ

って変わるものと考えて

います。「素案」には，

本会議の説明資料に議論

の内容を反映したものを

盛り込む予定です。 

No１について 

◆第１回会議の結果を踏

まえて再整理が必要な

項目や，第２回会議で

新たに検討が必要な項

目が多いことから，「素

案」は第３回会議で提

示する予定とします。 

市民との意

見交換につ

いて 

（P2-3） 

2 ・市民との意見交換の対象は，

一般市民なのか，市民の代表

者を想定するのか。 

（吉田委員） 

代表では無く，広く市民

の方々に説明し，意見集

約を考えています。 

 

No２～７について 

◆市民との意見交換手法

について，第 1 回の議

論や他市町の事例を踏

まえ，その手法につい

て，検討資料として整

理し，第２回有識者会

議に事務局案を提示し

ます。 

○市民との意見交換手法

（案） 

 ①第２次総合計画など

本市の基幹となる計

画策定に関わってき

た委員との意見交換

会 

 ②アンケート調査 

→【資料２】参照 

3 ・市民との意見交換で複数の候補

地が公開された場合，それぞれ

が希望する候補地が分かれ，地

域が分かれてしまうことが懸

念される。それぞれの地域で，

夢，希望を持ち寄って，市の未

来に向けた話し合いになるよ

う慎重に実施すべきである。

（吉田委員） 

市民との意見交換の手法

については，参考例とし

て幾つか提案しますの

で，第２回目でご検討願

いたい。 

 

4 ・有識者会議のメンバーが全てそ

ろって，それに市民の方々が入

ったような意見交換なのか。 

・市民に対し，事前に説明があっ

た上であれば意見交換になる

と思うので，どの様に意見交換

を行うか説明願いたい。住民の

方も，いろんな方からも案が出

たときに，どういう心構えで受

けるかが結構厳しいと思う。 

（丸谷委員長） 

有識者会議として市民と

意見交換するイメージを

想定しています。当然有

識者会議委員だけではな

く，事務局も一緒とうい

形を想定しています。 

市民との意見交換につい

て，市民からもいろいろ

意見や，具体的な場所に

特化した意見も多く出る

だろうけれども，それら

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

5 ・市民との対話の仕方は慎重にや

らなければいけない。誰が市民

に対し説明するのか，誰が提案

したものを説明するのかを明

確にし，次回までにその仕組み

を整理するべきと思う。 

（菅原委員） 

を含めて，有識者会議と

して聞いて頂きたいと思

います。 

市長への提言書の提出後

の市民への説明について

は，市長から市民や議会

に説明していきます。 

実際であれば，提言書提

出の第５回で役割は終了

ですが，市民意見の内容

によっては，第６回の有

識者会議にフィードバッ

ク（修正された最終基本

構想の確認のため）する

可能性を残しています。 

 

 6 ・あくまでも市が基本構想の策定

主体であって，各委員は意見を

言う立場であれば，意見交換の

主体は市のような気がする。

（峯浦副委員長） 

7 ・第２回目の市民との意見交換の

手法（案）を出す際，運営とか

議長を担うことは想定してい

ませんでしたし，委員が市民意

見を聞くのはいいが，意見を述

べると言うことについては，検

討して頂きたい。（丸谷委員長） 

建設候補地

に関する検

討の進め方

について 

（P2-2～

P2-3） 

8 ・第一次候補地の選定で，後で説

明責任が出たときに，選定の過

程を言葉で説明できるやエビ

デンス（根拠）づくりをしっか

りやるべきだと思う。 

（矢口委員） 

第２回目で第二次候補地

（４箇所程度）の選定ま

で行くのは時間的に厳し

いと思います。第２回目

に向け候補地選定フロー

の内容を検討します。 

 

No８～９について 

◆「基本構想全体の基本

方針」の考え方に基づ

いた，「候補地選定の

前提条件」，「候補地

の絞込条件」の事務局

案を提示します。 

◆また，上記条件(案)に

基づき絞り込を行った

結果を，事務局案とし

て提示します。（３候

補地程度） 

→【資料５】参照 

9 ・第二次候補地の選定条件を決め

たその日のうちに，第二次候補

地の選定までできるのか。 

（丸谷委員長） 

気仙沼市新

庁舎建設基

本構想策定

までの進め

方について 

（P2-2～

P2-3） 

10 ・事務局から提示された基本構想

の案を基に有識者会議で検討

し，基本構想の最終案としてと

りまとめていくイメージで良

いか。（峯浦副委員長） 

事務局からの案に基づき

有識者会議で議論して頂

き，次回にその検討内容

を盛り込みながら，「素

案」，「中間案」，「最

終案」と進めて行く流れ

で考えています。 

－ 

11 ・第５回目の提言書とはどういう

ものか。（峯浦副委員長） 

「最終案」としてまとめ

たものを，提言書として

市長へ提出することを想

定しています。 
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（４）現庁舎の現状と課題の整理 【資料３】 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

現庁舎の現

状について 

（P3-1） 

1 ・庁舎機能の分散立地の可能性に

ついての検討も必要と考える。 

（吉田委員） 

気仙沼サイズの市であれば，

分庁舎方式よりも本庁舎を

気仙沼に置いて，唐桑・本吉

は総合支所として，同じよう

な業務がその地域で出来る

方式をとってきた経緯があ

ります。本市サイズであれ

ば，総合支所や事業所的な庁

舎を除き１つに集中的にあ

った方が良いとの考えから，

今回は本庁舎だけの形での

提案としています。 

実際の業務においても，１つ

の部局だけで完結する業務

は少なく，各部局間の連携が

重要だと認識しています。 

次回までに，現在の形を理論

付けて説明出来る資料，各部

の機能を整理し，提示しま

す。 

No１～３について 

◆新庁舎に入る部局等を

整理した資料を提示し

ます。 

→【資料３】参照 

 2 ・各部局間の業務上のコミュニケ

ーションの実態や，市民が直接

関わる部署，市民がその窓口を

訪れる回数等，また，合同庁舎

等の上位機関との人や情報等

の流れがわかる資料を提供し

ていただきたい。（吉田委員） 

次回に出せるものは出して

いきたい。 

 3 ・教育委員会は，本庁舎の機能で

あるという認識で良いか。 

（小野寺(有)委員） 

教育委員会の業務内容につ

いても，他部局との連携が必

要不可欠となっています。 

現在は，旧河北ビルで業務を

行っていますが，本庁舎に機

能を戻す方向で考えていま

す。 

 

（５）建設候補地の選定 【資料４】 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

候補地選定

の基本方針

について 

（P4-5） 

1 ・資料 1「１ 新庁舎建設に係る経

緯」の中で，新庁舎建設の目的

として，市庁舎の防災拠点機能

の確保，行政運営の効率化，市

民の利便性の向上の３点あげ

られているので，この３点につ

いてのフレームワークを行い，

基本方針について整理した方

が良いのではないか。（矢口委

員） 

次回の有識者会議に向け

て，本会議の意見を踏ま

えながら，事務局で再度

整理します。 

 

No１～４について 

◆「基本構想全体の基本

方針」を設定し，その

考え方に基づき整理し

た，「候補地選定の前

提条件」「候補地の絞

込条件」「候補地選定

の評価基準」を事務局

案として提示します。 

→【資料４】【資料５】

参照  2 ・今回提示された基本方針（案）

を読んだ時に，既に建設場所が

決まっているのではないかと

感じた。 

（小野寺(克)委員） 

 3 ・基本方針（案）に利便性・憩い

の場所・現市庁舎との近接性

等・防災拠点などと書いてある

がどれを優先すべきかわから

ない。 

（小野寺(克)委員） 

4 ・車で利用することが多いので，

市庁舎へのアクセスのいい場

所を選ぶべきと感じている。 

（小野寺(克)委員） 

候補地選定

エリアの設

定について 

（P4-6） 

5 ・災害危険区域などの意味合いの

危険度を十分説明しないで協

議するということは難しいの

ではないか。 

また，用途地域の考え方も，そ

れに対する考察を書いた資料

の提示も必要ではないか。（市

長） 

災害危険区域や用途地域

等の説明を加えた上で，

災害からの安全性や災害

時の孤立性等に対する考

え方については，事務局

で整理して有識者会議に

提示します。 

 

No5について 

◆災害危険区域や用途地

域等の説明資料を作成

し，提示します。 

→【参考１】参照 

No5～10について 

◆「基本構想全体の基本

方針」の考え方に基づ

いた，「候補地選定の

前提条件」，「候補地

の絞込条件」の事務局

案を提示します。 

◆災害からの安全性（津

波浸水区域や洪水浸水

想定区域等）の考え方

や，交通，人口の中心

性，用途地域内におけ

る建築物の用途制限等

の考え方について整理

し，提示します。 

→【資料５】参照 

 6 ・公共施設の配置を検討する方法

として，交通ネットワーク上の

点を選ぶことも考えられる。  

・P4-10 のような，道路がない場

所も候補地であるという示し

方はいかがなものか。 

（吉田委員） 

次回の有識者会議に向け

て，本会議の意見を踏ま

えながら，事務局で再度

整理します。 

 7 ・市民が一番アクセスしやすい，

いわゆる人口重心という視点

の評価もあるべきと感じる。つ

まり，市民の利便性を考える上

では，交通ネットワーク上の人

口分布を踏まえた評価も入れ

るべきではないか。（吉田委員） 

 8 ・庁舎の建設が制限される用途地

域に対する考え方については，

スケジュール上の問題もある

ため，用途地域の見直しの可能

性も含め，早めに結論を出して

いただきたい。（吉田委員） 
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カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

 9 ・本庁管轄エリアと用途地域や災

害危険区域とは，同じ位置づけ

にすべきではない。対外的に説

明していくのであれば，市民の

誤解を生まないよう留意が必

要である。（峯浦副委員長） 

 10 ・今後行政のＩＣＴ化などを踏ま

えると，交通ネットワークやアク

セス性に関しては，優先順位は高

くないと考える。（菅原委員） 

候補地選定

の進め方に

ついて 

（P4-2） 

11 ・具体的に実際の候補地として複

数を提示してもらい，それにつ

いて基本方針に合致している

かどうかを議論した方が，限ら

れた時間の中で議論を深める

ためには良いのではないか。

（加藤委員） 

建設候補地の選定につい

ては，有識者会議で検討

することと並行して，報

道等を通して市民の理解

を深めながら市民と一緒

に進んで行くことが必

要。  

そのことから，選定条

件を更に吟味すべきだと

いう意見については，尊

重されるべきだと考えて

います。  

よって，本会議での検

討結果を踏まえ候補地選

定の基本方針と候補地選

定エリアの前提条件を再

整理した上で，いろんな

評価項目を入れたクロス

表のイメージを次回の有

識者会議までに準備がで

きれば，その表の項目に

ついても議論いただきた

いし，まずは，今日提示

した資料４－５・４－６

を含めた条件についての

整理を事務局で進めま

す。（市長） 

No11～18 について 

◆「基本構想全体の基本

方針」の考え方に基づ

いた，「候補地選定の

前提条件」，「候補地

の絞込条件」の事務局

案を提示します。 

◆また，上記条件(案)に

基づき絞り込を行った

結果を，事務局案とし

て提示します。（３候

補地程度） 

◆上位・関連計画につい

ては，第１回資料（気

仙沼市の現況整理）で

整理しております。 

◆候補地の評価基準を提

示します。評価基準に

ついては，新たな条件

など追加提案を是非い

ただきたいと考えてい

ます。 

→【資料５】参照 

 12 ・基本方針と候補地選定エリアの

前提条件については，納得でき

る。早めに具体的な検討を進め

たほうが良いと感じる。（加藤

委員） 

 13 ・限られた時間の中で候補地を選

定するためには，具体的な案を

提示されたほうがやりやすい。 

（菅原委員） 

 14 ・第一次候補地の抽出条件として

は，1.0ha 程度の面積だけで選

ぶんですか。もし，それだけで

あれば第二次候補地の抽出条

件に含めても良いのではない

か。その辺りは第一次候補地，

第二次候補地とプロセスを踏

むより，柔軟に具体的に整理し

次回議論されたほうがいいの

ではないか。 

（丸谷委員長） 

15 ・上位計画との整合性として，気

仙沼市が今後どんなまちにな

っていくのかといった観点で

の議論も必要ではないか。（吉

田委員） 

 16 ・庁舎に求められる役割・機能な

どと建設場所の選定というの

は，一体の関係ではないか。 

本来の役割とか様々な機能も

含めた上での，建設候補地の選

定にあたっての優先順位を決

めるべきと考える。 

有識者会議としても市として

も 優先順位の考え方を整理

して議論するべきと考える。

（菅原委員） 

 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

 17 ・公開が基本ということであれ

ば，示し方によっては候補地が

独り歩きする可能性もあるの

で慎重に進めるべきではない

か。 

（吉田委員） 

 18 ・市長の提案のクロス表は，その

リストが限定的なリストでは

なく，代表的なもので，新たな

条件・価値など，追加や変更が

あって良いものとしていただ

きたい。（丸谷委員長） 

 

（６）その他 【資料５-１】 

 先進地視察については，事務局が複数の視察を行うので，その中で，各委員が参加して頂ける時に参

加をお願いしたい。 

 視察先の提案は，特に出されなかった。 

 

 

（15：25 閉会） 


