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 第３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 

 

報告事項 

 

（１）第２回有識者会議の議事要旨とその対応について【報告１】 

 第２回有識者会議の議事要旨とその対応については，特に意見は無く，概ね了承を得た。 

 

（２）先進地視察の報告【報告２】 

 先進地視察に参加した矢口委員，小野寺克浩委員，加藤委員の 3 名が所感を述べた。他の委員から，

特に質問等は無かった。 

 

議事要旨 

 

（１）会議の公開・非公開・議事録の作成について 

 本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とすることで了承を得た。 

 第３回有識者会議の議事録については，丸谷委員長と小野寺有一委員の署名とする。 

 

（２）新庁舎機能・性能の基本的考え方について 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

基本理念と

基本方針に

ついて 

1  基本理念と基本方針について，優

先順位があるのであれば，教えて

いただきたい。 

（矢口委員） 

前回の有識者会議での

ご意見を踏まえ，優先順

位から１番，２番，３番と

して基本理念を追加でお

示ししています。 

内容の修正等に係る意見は

特に無く，概ね了承を得た。 

想定職員数

について 

2  気仙沼市の将来の職員数や定員

管理計画というのはあるのか，な

いのか。いわゆる行政改革との関

係も含めて，それはどういう扱い

になっているのか。 

（菅原委員） 

本年度中には将来の職

員数を見据えた上での計

画を立てる予定としてい

ます。 

内容の修正等に係る意見は

特に無く，概ね了承を得た。 

 3  現段階の想定を大幅に下回るあ

るいは上回ることがあるのか，な

いのか。それによって面積がまる

っきり変わるということがある

のか，ないのか。その辺の見通し

と整合性はどのようにお考えか。 

（菅原委員） 

今後検討していく中

で，この 426 人から少し

増えていくことも考えら

れます。 

新庁舎の想定規模の検

討においては，基準によ

る面積に，市民等が集え

る空間として 600 平米を

加えたほか，さらに上振

れしてもいいように想定

の床面積を 1 万 1,000 か

ら 1 万 2,000 と見込んで

います。 

 

報告１ 
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カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

 4  全職員数の 1,073人と 1,220人の

関係を教えていただきたい。 

（峯浦委員） 

全職員数 1,073 名は，

特別職の 4 名と，それか

ら臨時職員の 143 名が入

っていません。 

 

議長まとめ 5  基本理念に対応する課題につい

ては必ず改善しないと，この理念

が達成できないと読める。 

 既存の課題のポイントと，絶対に

改善しないといけないところを

説明ができるように次回ご準備

を頂きたい。 

（丸谷委員長） 

－  

 6  敷地に関わる内容については，特

に重点的に説明いたただきたい。 

 例えば防災機能だと，自然災害や

孤立などからの回避について，今

は孤立していると読んでいいの

か，それとも，孤立してはいない

けれども十分ではないのかとい

うことについて，後ほど議論にな

るかと思う。 

 バリアフリーについても，坂の上

にあることはどう評価されるの

かも併せて敷地の議論をしない

といけない。 

（丸谷委員長） 

－ ◆概略配置図を作成し，第

５回有識者会議に提示予

定。それを基に，ご議論い

ただきます。 
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（３）建設候補地の選定について 

①建設可能な土地の抽出について 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

フィルター

条件につい

て 

1  フィルター条件の「敷地面積 1ヘ

クタール以上」について，想定規

模からすると少し小さめではな

いか。整合性はどのようにお考え

か。 

（丸谷委員長） 

P8 新庁舎の想定階数の

概念図のとおり，計算上

ですが，1haと仮定した時

の想定で 6 階もしくは 5

階となります。 

この 8 ページの想定敷

地面積としては，4階建て

の場合と 6 階建ての場合

ということで想定しなが

ら，敷地が狭くなれば建

物が高くなる，広くなれ

ば建物は低くも設定でき

るというイメージで捉え

ているところです。 

内容の修正等に係る意見は

特に無く，概ね了承を得た。 

 2  4 階建てと 6 階建ての庁舎では，

建設コストはどの程度違いがあ

るのか。 

（丸谷委員長） 

一般的には，階数が高

くなると，基礎の数が減

りますと，建物というの

は，土工事に一番お金が

かかるので，安くなると

いうのがあります。 

ただ，それも限度があ

り，4階と 6階でどれだけ

違うかというと，今回，基

本構想の概算では，同じ

金額で出すことになると

思っています。 

 

 3  1ha で広々とした空間がとれるの

か。それで満足なのですかという

議論が当然出てくる。併せてご説

明いただければありがたい 

（丸谷委員長） 

もちろん平面として広

まりが必要というのと，

例えば須賀川市役所のよ

うに，吹き抜けにするこ

とによって，空間的な広

がりを作っていこうとい

う，設計者側のアイデア

が最終的に出てくるんだ

ろうとは思っています。 

バリアフリーをどこま

で考えるのかを含め，次

回までに簡単な絵を作り

ながらご説明できればと

思っています。 

◆概略配置図を作成し，第

５回有識者会議に提示予

定。それを基に，ご議論い

ただきます。 

 4  新庁舎建設の位置の考え方は①

から⑤まであるが，③可能な限り

国・県など他の官公署や公共施設

などが近接している位置という

のは，このフィルターでいくと，

一体どれが当たるのか。 

（矢口委員） 

公共機関につきまして

は，評価基準のほうで示

しており，今回絞り込ま

れた候補地ついて，公共

機関との近接性について

評価していくことになろ

うかと思います。 

内容の修正等に係る意見は

特に無く，概ね了承を得た。 
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カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

 5  人口重心 5 キロ圏内は車で 10 分

と載っていたのですけれども，そ

の 5 キロを 10 分にした根拠はな

にか。 

（小野寺（克）委員） 

人口重心から 5 キロに

ついては，用途地域内，都

市マスの中心拠点という

範囲を含める形で設定し

ております。 

「車で約 10 分圏内」につ

きましては，その時間的

な感覚を持ってもらうた

めに表示にしているとこ

ろです。 

内容の修正等に係る意見は

特に無く，概ね了承を得た。 

 6  「災害危険区域外」に，現市役所

と旧市立病院が○になっている

が，基本的な考え方の中で，孤立

を回避するといっている中で，孤

立した経験のある所を完全に○

としていいのか。 

（小野寺（克）委員） 

孤立に関しましては，

評価項目のほうで，評価

をしていくと考えている

ところです。 

 

その他 7  病院跡地の土壌汚染の可能性に

ついては，何らかもう検討してあ

って，一応ここは大丈夫だろうと

いうのを考えているのか。 

（矢口委員） 

土地履歴調査をして問

題が出てきたという時に

は，土壌を改善しなけれ

ばいけないことになりま

す。今の段階では，あるか

どうかも判断できないの

ですが，一応は概算の中

で，費用は見ておきたい。 

◆概算事業費を作成し，第

５回有識者会議に提示予

定。それを基に，ご議論い

ただきます。 

都市公園，

都市計画公

園について 

8  必ず同等の代替え地が必要なの

かどうか。震災前には，反松公園

の年間の稼働率がどのくらいだ

ったのかもし分かれば，教えてい

ただきたい。 

（春日委員） 

公園の震災後の縛りで

すが，法律的に制約があ

るということになってい

ます。 

反松公園の稼働率につ

いては，次回までにお示

ししたいと思います。 

 

 9  フィルター3 で×となっているの

は，もう無理ということか。復活

する可能性はあるか。 

 現状の場所と旧市立病院，どちら

も震災の時に孤立している。で

は，孤立していない場所も選択肢

としてあってもいいのではない

か。 

 公園の代わりの場所がないから

無理ですということでなく，これ

から 100年先の時代を考えた新庁

舎を考えて議論ができればと思

う。 

（加藤委員） 

 孤立の問題については，

評価項目で評価したい

と考えています。本市に

限らず，防潮堤を造るこ

とを前提にすれば，災害

危険区域から外れます

から，基本的にどこも孤

立はしません。 

 防潮堤が全部壊れる最

大クラスの津波の想定

と，1,000年に 1回の豪

雨の時の想定をどう考

えるのか，次のフィルタ

ーの時に考えていただ

くことになります。 

 土地区画整理事業にし

ても，気仙沼公園にして

も，周辺住民の理解，合

意が必要だと思います。

そういう意味で困難は

あるのだろうと思って

いるところです。 

◆気仙沼公園，反松公園の

取扱いについて再確認

し，第４回有識者会議に

提示します。 

→【資料１】参照 
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カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

 10  できないものを候補地として挙

げて，時間のロスだと思う。 

（遠藤委員） 

  

議長まとめ 11  代替地を取得しなければいけな

いということは，民有地を取得し

なければいけないのでアウトだ

という説明であれば，これはフィ

ルター1に整理したほうが良い。 

 区画整理の問題は，これは地権者

意識の問題なので，法律が駄目な

のではなくて，周辺の住民の方の

納得が得られないことの部分を

もっと強調されたほうが良い。 

 フィルターの表現を変えたり，次

の段階で整理したりも含めて，も

う一回，次回，再整理していただ

く。 

 次のフィルターについては，取り

あえず 2 つの公園についても，も

し作業上，そんなに大変ではなけ

れば，少しご報告は聞いてみた

い。 

次回までに，検討させ

ていただきたいと思いま

す。 

◆気仙沼公園，反松公園の

取扱いについて再確認

し，第４回有識者会議に

提示します。 

→【資料１】参照 
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②建設候補地選定の評価基準・評価方法について 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

評価基準項

目について 

1  評価基準表の（3）について，市民

の利便性についてお伺いしたい

のですが，交通アクセス，公共交

通機関を利用したアクセスの容

易さを評価，駅からの距離で評価

とありますが，現時点で市役所を

利用する方が，いわゆる駅を利用

することは現実的，極めて低いの

ではないか。 

（小野寺（有）委員） 

その評価項目・方法に

ついては，本日素案とい

う形でお示し，ご意見を

頂きながら，次回以降に

向けて整理をしていけ

ればと考えています。 

◆評価基準項目について再

度精査し，第４回有識者

会議に提示します。 

→【資料１】参照 

 2  今まで進めてきたまちづくりに

対しての影響度などをやはりき

ちんと評価して，基準として考え

ていくべきではないか。 

 現位置の場合，移転した場合で町

の骨格，絵姿が変わることに対し

て評価を考えるべき。 

（菅原委員） 

新しいまちづくりへの

寄与の「新しい」というの

は，復興まちづくりのこ

とを意図しています。周

辺市街地の拠点にの核と

しての役割に関する項目

や新しい街づくりに関す

る項目等の復活も含めま

して，そこの表現は多少

修正しないといけないと

考えております。 

 

 3  評価基準項目にあるまちづくり

の計画との整合性は，建設可能な

土地の抽出のところでは，全く謳

われていないのに，評価のところ

では出てくるのはおかしいので

はないか。 

 上位計画との整合性について

は，大きな都市のビジョンと，

この市役所の位置は，すごく大

切な関係があると思うので，も

う一度検討して欲しい。 

（矢口委員） 

これまでの本市の分散

の歴史の中で，今回の東

日本大震災において，何

らかの集積ができたかと

いうと，実際はできない

ままに，各事業が進んで

いったという状況にあり

ます。今のさまざまな施

設の配置からいって，ど

うなんだというような観

点以上に，どこにあった

ら市役所としの利便性が

高いかというのは難しい

と考えます。 

一方で，まちづくりの

シンボルという意味での

いろいろな考え方がある

んだろうなと思ったとこ

ろです。 

 

4  まちのバランスのようなことも

必要ではないか。 

（峯浦委員） 
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カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

 5  解体費用の必要性について，いず

れ両方の土地を活用するんだと

すれば，どちらにしてもかかるの

ではないか。 

（峯浦委員） 

それはおっしゃるとお

りです。公園と比較した

場合も同様なので，この

項目はいらないのではと

いうこともあります。 

また，仮庁舎の必要性

もあるのですが非常に難

しく，ここは引越しが 2回

です。一方でワンテンを

活用するとすれば，その

分費用は下がるかもしれ

ません。ところが，ワンテ

ンを残した上で，別の建

物を建てれば，市民の利

便性は悪くなると思いま

す。 

 

評価方法に

ついて 

6  濃淡を付けられるような評価，例

えば 3 段階評価，5 段階評価，10

段階評価になっているなど。そも

そもやはり 2択しかないと，それ

ぞれ好みがあると思う。 

（加藤委員） 

確かにそれが正しい，

どれがいいのかという部

分が事務局としましても

悩んでいるところであり

ますので，他市の事例を

参考にどのような手法で

いったらいいのかという

のを，ぜひご議論いただ

ければと思っています。 

◆各委員にヒアリングを行

いながら，評価基準項目

について再度精査し，第

４回有識者会議に提示し

ます。 

→【資料１】参照 

議長まとめ 7  少なくても 3段階か 5 段階か，そ

ういったようなことでの評価に

されたほうが良い。 

 まず 2つの比較とともに，残りの

2 つの公園についても，一応書く

ぐらいのことをやってみてはど

うか。 

 基本的には，地域住民の方の合意

が取れそうもない，あるいは，取

るための代替用地が難しいとい

う部分については，明確にその中

に入れていただいた上での総合

評価であれば，多分ご不安は解消

される。 

 委員のほうから，これはおかしい

のではないですかというのを，皆

さん方に個別にでも聞いていた

だいたほうがいいのではないか。 

 そのような作業をやっていただ

いて，それを共有していただくよ

うなことで，少し丁寧に改善を図

っていただいたら，納得感が高く

なるのではないか。 

 重み付けをどのように

表現に表していくか。先

ほどの事例 3 だと点数

評価があるんですね。重

み付けがなされていま

す。○×だと重み付けが

なされていない。あと文

章で判断しているとい

う，非常に曖昧な状況に

なっていますので，そこ

も含めて個別にお話を

聞かせていただければ

と思います。 

 候補地については，コン

パクトシティーを目指

すことは残念ながらで

きなかった本市におい

て，さらにもう１つ外側

に造るのかということ

もあります。今後，より

納得いただける内容を

入れながら進めて行き

たいと思います。 

 

 8  移転を選んだときに，それに対し

て，復興計画や復興のそれぞれの

活動と何か齟齬（そご）が出ると

考えていらっしゃるのか。いや，

このぐらいの距離だったら大丈

夫だと考えていらっしゃるのか，

ご説明が必要になるかと思う。 

気仙沼市の復興計画で

は，そういうポイントで，

市役所の場所を中心にと

いうポイントで考えたよ

うな経緯はありません。

一方で，被災した場所の

賑わいについては大事だ

◆各候補地について仮評価

を行い，次回以降の有識

者会議に提示します。 
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カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

 9  各候補地について，まちづくりの

面でのメリット・デメリットのよ

うな項目は，お作りになったほう

がいいのではないか。 

 必ずしもそのような項目が見当

たらないというような部分は，市

民意見交換会の前には，一応議論

しておかないと，難しいことにな

ると思っていますので，私のほう

から，ご検討をお願いしたい。 

ということで，復興は進

めています。 

この場合はこのような

メリットがある。また、こ

ういう場合には，このよ

うなことメリットがある

といったように，選ばれ

なかった場合において

も，対応について整理を

しておく必要があると思

っています。 

 

 

 

（４）市民との意見交換について 

カテゴリ No 意 見 等 市当局より 対応方針 

市民との意

見交換につ

いて 

1  現役高校生にも参加してもらい

たいとありますので，そうする

と，やはり土日祝日になるのかと

思うんですけれども，平日だと，

やはりどうしても参加する年齢

層が決まってくると思う。 

（春日委員） 

高校生の参加も検討して

いるところですが，具体

的には調整中です。 

詳細については，引き続

き検討し，次回お示しし

ます。 

内容の修正等に係る意見は

特に無く，概ね了承を得た。 

 

 

（５）その他 

・第４回有識者会議は，平成 31 年 5月 31日金曜日の午後に開催予定。 

 

（16：29 閉会） 

 


