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□ 災害危険区域図 

  

※ 東日本大震災浸水区域について，実際の浸水区域との相違あり。 
  詳細な浸水区域については，P36 を参照。 
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□ 東日本大震災浸水区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 出典 気仙沼市発行 気仙沼市2011.3.11（金）東北地方太平洋沖地震津波浸水図（平成28年 12月改訂版） 

  

現位置 

気仙沼公園 

旧市⽴病院跡地 
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□ 洪水浸水想定区域図 
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□ 土砂災害警戒区域等 
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4-3-2 建設候補地を選定する評価項目 

建設候補地については，本庁舎が気仙沼市の中核的な施設となることを踏まえ，立地上

の利便性のみならず，様々な要因から比較検討を行う必要があります。 

そのため，庁舎位置の基本方針に基づき評価項目を定め，３箇所の候補地の状況を整理

するとともに，「市民との意見交換会及びアンケート」，「市民意見の募集」の結果を踏ま

えながら，『重点項目』を設定し，比較評価を行います。 

 

 

［ 建設候補地選定の評価項目と重点項目 ］ 

庁舎位置の基本方針 評価項目及び内容 

１ 市民が利用しやすい位置 

・自動車（バイク含む）でのアクセス 

（道路ネットワーク，到達時間について） 重点項目 

・自動車（バイク含む）でのアクセス 

（十分な駐車場確保について） 重点項目 

・路線バス・乗合タクシーでのアクセス 

・ＢＲＴ（ＪＲ）でのアクセス 

・徒歩や自転車でのアクセス 

２ 防災上の安全性が高く， 

防災上の連携を考慮した位置 

・津波浸水区域を避けているか 重点項目 

・洪水想定区域の指定を受けていないか 重点項目 

・土砂災害警戒区域等の指定を受けていないか重点項目 

・他の防災拠点からのアクセスの確保（市の防災拠点と

して機能するため，自然災害が発生した場合でも他の

防災拠点と連携できる位置か） 重点項目 

３ 市全体のまちづくりを 

考慮した位置 

・市全体のまちづくりへの貢献（市民の利便性やまちの

にぎわいの創出） 重点項目 

４ 事業の経済性等を 

考慮した位置 

・建設費や解体費・移転費等の抑制 重点項目 

・早期に整備を完了することが可能な位置か 
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4-3-3 各候補地の比較評価 

（１）「候補地 3：気仙沼公園」の取扱いについて 

気仙沼公園については，都市公園（近隣公園）を廃止することは法令やその運用面か

ら難しいこと，廃止する場合にはその誘致距離の中に同規模の代替公園を確保しなけれ

ばならないがその適地が見当たらないこと，代替公園を整備するには用地取得や補償

費，工事費などが発生すること，さらには用地取得や補償にかかる交渉などにも時間を

相当数要することが考えられるため，建設候補地としては妥当ではないと判断します。 

（２）「候補地 1：現位置」と「候補地 2：旧市立病院跡地」の比較評価について 

「現位置（市役所）」及び「旧市立病院跡地」の２箇所についての比較評価を行った

結果は，次表のとおりです。 

 

［現位置と旧市立病院跡地の比較表］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「市民との意見交換会及びアンケート」，「市民意見の募集」において意見の多かった項目 

 

 

4-3-4 有識者会議における各候補地の比較評価の結論 

 

○「方針１・２・４」は，「旧市立病院跡地」が優位です。 

○「方針３」は，今後のまちづくりを考える上でそれぞれ可能性が認められ，どちらが

優位かは判断が困難な状況です。 

そして，「方針１・２・３・４」は全て重要と捉えて総合的に判断し，本有識者会議

としての建設候補地は「旧市立病院跡地」が妥当という結論になりました。 

ただし，「旧市立病院跡地」を選定する条件として，『今後，現在の市役所の跡地や周

辺の活用について，内湾との関係，市全体との関係を踏まえた計画をつくり，しっかり

と対応すること。』を付記しました。  
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４－４  建設位置の決定 

 

有識者会議からの提言を受け，市として更に検証した上で総合的に判断した結果，

新庁舎の建設位置は，「旧市立病院跡地」とします。 

■ 総敷地面積 26,371 ㎡    ■ 想定計画面積：19,781 ㎡ 

 

＜選定の理由＞ 

① 市として候補地選定の考察を行い，有識者会議からの提言については，位置についての

４つの基本方針，「1．市民が利用しやすい位置」，「2．防災上の安全性が高く，防災上

の連携を考慮した位置」，「3．市全体のまちづくりを考慮した位置」，「4．事業の経済性

等を考慮した位置」の設定は，各評価項目の設定と共に適切であり，評価内容も記述の

範囲において概ね適切であると判断します。 

② 更に， 終的な位置の考察において，庁舎位置の基本方針４項目はいずれも大切である

ものの，基本方針「1．市民が利用しやすい位置」，「3．市全体のまちづくりを考慮した

位置」，「4．事業の経済性等を考慮した位置」については，その時代の環境などで軽重

は変化し，様々な捉え方も出来るものと考えますが，「2．防災上の安全性が高く，防災

上の連携を考慮した位置」については市役所庁舎が持つべき 重要な機能をストレート

に反映するものであり，揺るがしがたい大きな意味を持ちます。 

③ 庁舎位置の検討にあたって，市役所がもたらす様々な効果を利活用し 大限発揮させる

ことは大切なことではあるものの，本来果たさなければならない機能が発揮できない恐

れがあることは絶対的に避けなければなりません。 

④ 時代の経過の中で，まちの骨格の大きな一つの分野である行政関係・公的施設について

は，市内各地に立地が必要な学校や公民館施設等を除き，防災センター，県合同庁舎，

警察，保健所，市立病院などが既に市街地西部に移転しており，新旧国道４５号に絡む

エリアに立地しています。本来，公共公益の重要施設を一か所にまとめ，シビックセン

ターを形成することが望ましいと考えますが，歴史上・地勢上そのことが出来なかった

ものの，今回の移転は，「被災した各種公共公益施設を極力分散させずに再建すること

によって，市民が生活するうえで利便性の高い集約型の中心拠点づくりを目指す。」と

する本市都市計画マスタープランにおける土地利用の方針とも整合するものです。 

新庁舎の建設位置 
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第５章 新庁舎に求める機能・性能と規模 

５－１  新庁舎の機能・性能について 

基本理念及び庁舎機能・性能の基本方針を実現し，市民が誇りを持てる新庁舎とするた

めに，新庁舎が備えるべき機能・性能について整理します。また，新庁舎建設に当たって

は，次世代の将来負担の低減に配慮しながら，適正な事業規模内において， 大の機能・

性能が発揮される新庁舎を目指します。 

なお，人口減少や ICT の進化，さらには持続可能性のための環境対策の必要性の高まり

などの社会変化や市民ニーズを適切に捉え，各段階において適宜見直しを行いながら進め

るものとします。 

 

5-1-1  市民の利便性の向上や協働空間を提供する庁舎（基本方針１） 

（１）総合窓口等による市民サービスの向上 

・総合窓口の導入によるワンストップ化を推進すると

ともに，出来るだけワンフロアでの対応とし，市民

サービスの向上を図ります。 

・案内モニターや音声案内，総合受付等の導入や，明

快な動線の確保など，市民がわかりやすく便利な窓

口とします。 

・誰もが使いやすい窓口とするため，基本的にローカ

ウンターを採用します。 

 

（２）利用者の動線に配慮した配置 

・市民利用の多い部署については低層階に集約し，可能な限り近接させるなど来庁者の

視点に立った配置とします。 

 

（３）窓口や相談室等のプライバシー機能の確保 

・窓口カウンターへの仕切りやパーテーションの設置などにより，来庁者のプライバシ

ーに配慮します。 

・相談室等は，プライバシーを守りながらも明るく開放的なイメージとします。 

 

（４）市政やまちづくりに関する情報発信機能の充実 

・市政やまちづくりに関する情報を発信するため，情報

発信モニターや各種パンフレット等の設置コーナー

を設けます。 

・市民や各種団体が情報を発信できる展示スペース等

を設置します。 

・観光客など本市を訪れた方に対して，観光情報等を積

極的に発信できる機能の充実を図ります。 

・観光情報や市政情報，有事の際の緊急情報の取得など，市民をはじめ観光客等すべて

の来庁者の利便性向上のために，庁舎内で利用できる無料 Wi-Fi を設置します。 

 

ワンフロアに配置された総合窓口 
（宮古市役所／岩手県） 

観光等の情報コーナー 
（長崎県庁／長崎県） 
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（５）市民の協働・コミュニティ活動などの利活用スペースの確保 

・市民の協働・コミュニティ活動や，中高生の学習など

に利活用できる，気軽に集える空間を設置します。 

・建物外部も含め，市民がくつろげ活用できる空間の演

出を検討します。 

・市民活動を支援するため，開放可能な配置（セキュリ

ティ対策を含む）とするとともに，コンサートや講演

会等のイベントにも活用できる空間の導入を検討し

ます（避難市民の一時待機場所への活用も想定）。 

 

（６）市民が気軽に立ち寄れる施設機能の充実と空間の確保 

・子ども連れの利用者に配慮し，子ども達が安全に遊

ぶことができるキッズスペースを導入します。 

・市民が気軽に利用できる ATM コーナーや金融機関

窓口，食堂（カフェ），売店等の利便機能を導入し

ます。 

 

（７）利便性に配慮した駐車場・駐輪場等の確保 

・利用者の使いやすさに配慮し，庁舎にアクセスしやすい配置するとともに，来庁者用

駐車場と公用車用駐車場の分離を基本とします。 

・歩行者と車両動線を明確に分離した上で，車両動線は歩行者の通行に影響のない動線

とします。 

・バスやタクシーの利用者に配慮し，路線バス等の乗り入れやタクシー乗り場の設置を

検討します。 

また，乗降場をエントランス付近に設置するなど，利用者に配慮した配置計画としま

す。 

・緊急車両のアクセス動線や駐車スペース，災害時の避難通路の確保にも配慮します。 

・議員及び職員用駐車場の設置について検討します。 

 

5-1-2   誰にでもにやさしいユニバーサルデザインの庁舎（基本方針２） 

（１）高齢者や障がい者等に配慮したバリアフリー化 

・エレベーターやスロープ等の設置による段差解消，点

字ブロックの設置，音響案内の導入など，障がい者等

に配慮したバリアフリー化を図ります。 

・必要に応じて，エスカレーターの導入についても検討

します。 

 

（２）誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入 

・高齢者や障がい者，子ども，外国人などすべての人に配

慮した，安全でわかりやすい動線・配置・サイン計画と

します。 

・車いす利用者，オストメイト，オムツ換えなどに対応で

きる多目的トイレや授乳室の設置など，誰もが安心し

て利用できる施設計画とします。 

市民が集えるスペース 
（須賀川市役所／福島県） 

安心して遊べるキッズスペース 
（下野市役所／栃木県） 

多目的トイレイメージ 
（須賀川市役所／福島県） 

ピクトグラムを活用したサイン 
（須賀川市役所／福島県） 
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5-1-3   市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎（基本方針３） 

（１）高い耐震性能の検討 

・市民が安全・安心に利用できるよう耐震構造を基本と

し，庁舎の防災機能に応じて免震構造・制振構造の採用

についても検討を行い，高い耐震性の確保を図ります。 

 

（２）災害対策本部機能の充実 

・災害対策本部室は，市長室や関係課と近接した配置と

するとともに，情報通信設備機器，専用の電話回線，

大型モニター等の設備機器を設置します。 

・災害対策本部室は，災害時に状況が目視し易いよう，

海や市街地が見える配置とするなど，立地を生かした

配置を検討します。 

・平常時は，会議室等に利用するなど，災害対策本部の

有効利用について検討します。 

・災害時の利用を想定し，ヘリポートの整備についても検討します。 

 

（３）庁舎のライフラインの維持 

・災害時において，職員等が災害対応を確実に実施するため，非常用電源設備や耐震貯

水槽，雨水利用などを導入します。 

 

（４）災害時にも業務が継続できる機能の確保 

・業務継続性に配慮し，電力引込の２系統化や通信回

線の多重化，電子ファイル等のバックアップ体制の

強化を図ります。 

・災害時に，市庁舎と国・県等の関連機関や学校等の

枢要な公共機関との通信手段が確保できるような設

備等の導入を検討します。 

・大きな災害に見舞われた際，庁舎の継続使用と早急

な災害対応実施が可能な構造の採用について検討します。 

 

 

5-1-4   環境にやさしくランニングコストを配慮した庁舎（基本方針４） 

（１）省エネ・創エネなどによるグリーン庁舎の推進 

・自然採光や自然換気等の，自然環境を利用した手法

を 大限に活用するとともに，高効率空調，高効率

照明等の手法についても積極的に導入し，省エネル

ギー化を図ります。 

・太陽光や地熱，地下水等の再生可能エネルギーを積

極的に活用し，環境負荷の低減，省エネルギー化を

図ります。 

・新庁舎は，環境・省エネ関連の各種認証制度による

評価の取得をめざします。 

 

各支所（三か所）や災害現場等
との映像通信可能な災害対策本

部（宮古市役所／岩手県） 

免震装置 
(横浜市南区役所／神奈川県) 

非常用自家発電設備 
（横浜市南区役所／神奈川県） 

直射日光を押さえ空調効率を高
める，熱線反射ガラスや大型ひ
さし（下野市役所／栃木県） 
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（２）環境負荷の低い建築材料等の使用 

・環境対策の観点（調達～製造段階の CO2 等排出量，

森林資源の循環サイクル等）から，地域木材を活用し，

環境にやさしい庁舎の実現を目指します。 

・木材のメリット（調湿作用，断熱性，紫外線や音の吸

収作用等）を踏まえ，内装等の木質化が可能な部分に

ついては木材利用を検討します。 

・耐久性に優れた建築材料や再生材などの採用により，

建物使用年数が長く環境にやさしい，低コストの庁舎

を目指します。 

 

（３）建設・運営管理・解体に至るまでのコスト低減への配慮 

・建設後，建物の骨格を変えずに内装や間取りのみを

改修・修繕できる工法（スケルトン・インフィル）の

検討により，社会情勢の変化や制度・組織の改変等

に柔軟に対応できる庁舎を目指し，改修費用のコス

トの抑制を図ります。 

・メンテナンスが容易で，設備更新がしやすい設備機

器の設置など，建設・運営管理・解体に至るまでのコ

ストの低減に配慮します。 

 

 

 

5-1-5   機能的で効率的な行政機能を実現する庁舎（基本方針５） 

（１）執務室のオープンフロア方式とフレキシブルな執務空間の導入 

・組織改変に柔軟に対応可能なオープンフロア方式

を基本とし，フレキシブルな執務空間とします。 

・部署間連携や情報共有に配慮した，効率的な配置と

します。 

・建築土木など積算設計の部署等については，適正管

理が可能な配置とします。 

 

（２）進化するＩＣＴ（情報通信技術）機能への対応 

・情報通信機器の導入に柔軟に対応できる OA フロア（フリーアクセスフロア）を基本

とします。 

・ 新の電子申請システムや Web 会議システム，文書管理システムの導入，適切なサ

ーバー整備など，ＩＣＴ利活用による業務効率の向上を図ります。 

・ＩＣＴの導入においては，セキュリティ強化や維持管理運営費の縮減を目指します。 

・将来の急激なＩＣＴの高度化にも対応できる，システム構成を考慮します。 

 

 

 

 

 

内装の木質化 
（下野市役所／栃木県） 

駐輪場の屋上に設置された 
メンテナンスが容易な太陽光発電
設備（須賀川市役所／福島県） 

オープンフロア方式の執務室 
（横浜市南区役所／神奈川県） 
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（３）多様な用途に対応した会議・打合せスペースを確保 

・大中小様々な規模の会議室を設置するとともに，可

動間仕切り等で多様な規模や用途への対応可能な

会議室とします。 

・簡単な打合せや面談等が手軽に行うことのできる打

合せスペースを，各部署に確保します。 

 

 

（４）議会の施設機能充実 

・議会フロア全体の施設機能充実について配慮します。 

・体の不自由な方や子育て世代の利用にも配慮した，議会フロア全体のバリアフリー化

を図ります。 

 

（５）書庫，倉庫機能の適切な配置 

・業務内容を考慮した上でペーパーストックレスを導入し，適切な書庫の配置と，効率

的な備品等の収納スペースを確保します。 

 

（６）福利厚生機能の充実 

・職員が健康を維持し，職務を円滑に進めるために必要な機能（休養室，医務室，リフ

レッシュルーム等）の導入を検討します。 

・職員の職場環境の向上と，個別ロッカーや更衣室，災害時に仮眠も取れる男女別の休

憩室の充実を検討します。 

 

（７）執務室のセキュリティ対策 

・市民利用空間と執務空間を分離し，個人情報保護と業務セキュリティ確保を図ります。 

・職員証（IC カード）の活用による，セキュリティ認証システム等の導入を検討します。 

 

  

オープンかつプライバシーへ 
配慮した打合せスペース 
（須賀川市役所／福島県） 
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５－２  新庁舎の想定規模の算定 

5-2-1 新庁舎の想定規模の算定結果 

本基本構想においては，新庁舎に必要な延べ床面積，敷地面積，庁舎の階数，駐車場等に

ついて，想定される大きさを把握することを目的に，完成年度の想定職員数を算出し，総務

省及び国土交通省の基準を用い算定します。なお，延べ床面積については，上記結果に市民

等の集える空間 600 ㎡（想定）を加え算定します。 

また，敷地の面積については，建物の階数を仮に４～６階と想定し算定します。 

想定延べ床面積及び想定敷地面積の算定結果は，以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

※上記で算定した面積は，あくまで本基本構想において新庁舎規模を想定するための目安

であり，施設面積や敷地面積を制限するものではありません。 

 

上記の新庁舎の想定規模を算出した前提条件，算出根拠を次項以降に整理します。 

 

 

5-2-2 規模の算定の前提条件 

施設規模を算定するための前提条件を，以下のとおり設定します。 

 

（１）新庁舎の規模想定の考え方 

本基本構想においては，庁舎の延べ床面積，敷地面積，庁舎の階数，駐車場等について，

想定される大きさを把握することを目的とします。 

今後の基本計画，基本設計等において，駐車場や執務空間レイアウト，各課の配置，職

員数の変動等を踏まえ，より詳細（具体的）な規模を検討していくこととします。 

 

（２）新庁舎建設時における計画人口の想定 

気仙沼市まち・ひと・しごと創生「人口ビジョン」（平成 28 年度策定）では令和 7 年

（2025 年）の設定人口を 61,191 人としています。 

一方，国立社会保障・人口問題研究所（以下，「社人研」という）において，推計した

「日本の地域別将来推計人口」を平成２５年，平成３０年に公表しております。その中で，

本市の平成３０年の推計人口は，平成２５年公表では 57,495 人，平成 30 年公表では

54,195 人となっています。 

なお，住民基本台帳上の登録人口においては，次頁の表のとおりです。 

  

■ 想定延べ床面積  11,000 ㎡ ～ 12,000 ㎡程度 

■ 想定敷地面積     9,900 ㎡ ～ 11,200 ㎡程度 
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[各人口推移一覧表] 

年 度 
2010 2015 2018 2020 2025 2030 

（H 22） （H 27） （H 30） （R 2） （R 7） （R 12） 

人 口 ビ ジ ョ ン 
人 口 目 標 

73,489 
（国勢調査数値） 

64,988 
（国勢調査数値） 

64,065 64,339 
61,191 

①  
58,286 

H 2 5 社 人 研 
人 口 推 計 

73,489 
（国勢調査数値） 

65,804 — 62,561 
57,495 

②  
52,394 

H 3 0 社 人 研 
人 口 推 計 

— 
64,988 

（国勢調査数値） 
— 59,609 

54,195 
③  

48,797 

住民基本台帳 
住民登録人口 

74,368 66,733 63,867 
61,124 
（推計値） 

57,391 
（推計値）④ 

— 

備 考 震災前      

※「社人研」の人口推計とは， 5 年毎に実施した国勢調査を基に，将来 30 年間の人口推移について，

都道府県別・市区町村別に推計したものです。 

※住民基本台帳の登録人口における平成 27 年から平成 30 年における減少率が令和 7 年度まで継続する

と仮定し，試算したものです。（減少率 1.4％／年） 

 

これらの人口目標・人口推計などから令和７年度の推計人口を想定することとします。 

人口ビジョンの人口目標，「社人研」の人口推計や住民基本台帳による登録人口推計に

基づき，仮に上表①～④の平均値から，新庁舎完成目標年度（令和 8 年度）における想

定職員数算定に用いるための計画人口を 57,600 人と想定します。 
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（３）新庁舎に配置する想定職員数 

新庁舎完成目標年度（令和８年度）における新庁舎想定職員数は，将来人口を 57,600

人と仮定し，総務省自治行政局公務員部給与能率推進室が示す全市区町村を対象に人口

と産業構造（産業別就業人口の構成比）の 2 つの要素を基準に求められる類似団体別職

員数 1,073 人から，新庁舎で執務する正規職員数を 279 人と算定し，更には現在雇用

中の非正規職員数（臨時職員及び嘱託員）537 人の内，現在の業務内容から 143 人と

し，特別職 4 人を加えることで，新庁舎における想定職員を 426 人とします。 

また，当該想定職員の役職構成については，現行の行政組織に配属すべき管理職等の人

数から役職ごとの構成率を求め，想定職員数 426 人を乗じて求められる人員数を役職構

成人員とします。 

 

 

［新庁舎完成目標年度（令和８年度）の想定職員数］ 

 

項目 
特別職 
三 役 

部 長 
次長級 

課長級 
課長補佐

級 
係長級 一般職員 臨時職員 

公営企業 
・ 

医療職員 
計 

総職員数（市全体） 4 14 52 72 109 386 143 440 1,220 

うち新庁舎職員数 4 9 28 25 65 152 143 — 426 

※類似団体係数を基に人口規模で算定した想定職員数を算定したもの。 

※この職員数の想定は，新庁舎規模を算出するためのものであり，将来の職員数や定員管理計画等の目標を

示すものではありません。 

 

 

（４）議員数 

気仙沼市議会議員定数条例（平成 25 年 3 月 1 日）より，議員数を 24 人とします。 

 

 

（５）公用車台数 

現在の本市所有台数 389 台（消防車両・建設車両等含む）のうち，新庁舎に配置され

る部署が保有している車両は１１８台となっています。 

このうち，災害対応（リース車を想定）のため臨時的車両台数である２７台を除いた 89

台とマイクロバス２台を公用車台数として想定した９１台とします。 

今後，公用車の稼働率等を把握しながら， 適な保有台数について引き続き検討してい

くこととします。 
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5-2-3 施設の規模（延べ床面積） 

 

（１）施設規模算定の考え方 

本基本構想においては，延べ床面積がどの程度となるかを把握することを目的としてい

るため，総務省や国土交通省の基準，近年整備された事例を用い，多方面からの規模を想定

していきます。 

 

① 基準を用いた施設規模算定 

基準を用いた施設規模の算定方法として，以下の２つの方法が多く採用されています。 

 

■ 総務省の基準（平成 22 年度地方債同意等基準運用要綱）による方法 

 ※平成 23 年度から取扱いが廃止されましたが，その後も庁舎規模の算定基準として

用いられています。 

 ・職員数をもとに事務室や会議室などの面積を求めるものです。 

 ・市民交流機能や防災機能，福利厚生機能の面積が含まれていないため，算出した庁

舎面積に，これらの付加機能分の面積を加算する必要があります。 

 

■ 国土交通省の基準（新営一般庁舎面積算定基準）による方法 

 ・職員数をもとに事務室面積や付属面積（会議室，倉庫，便所等），設備関係面積，交

通部分（玄関，廊下等）の面積を算出するものです。 

 ・本基準に含まれない議会機能に要する面積は，総務省基準を準用するものとします。 

 ・業務支援機能（新聞記者室，印刷製本室等）や，市民交流機能，防災機能，福利厚生

機能のための面積が含まれていないため，算出した庁舎面積に，これらの付加機能

分の面積を加算する必要があります。 

 

【将来を見据えた施設規模の考え方】 

◆新庁舎においては，基本方針１より「協働空間を提供する庁舎」をめざしますが，今

後，人口減少や ICT 化が進むことにより，手続き等による行政サービス利用者や職

員数の減少も予想されることから，現時点においては，会議室等の開放や一定程度

の「気軽に集える空間」を確保しながら，将来的に執務室空間の協働空間への転用も

念頭に規模を想定することとします。 

◆総務省及び国土交通省の基準による施設規模の算定方法においては，市民等の集え

る空間については見込まれていませんが，将来を見据え，これを考慮した施設規模

を想定します。 
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■ 総務省の基準（平成 22 年度地方債同意等基準運用要綱）による方法 

区 分 
積 算 

役職 職員数 換算率 換算職員数 基準面積(㎡) 面積(㎡) 

①事務室 特別職・三役 4 20 80 4.5 360.0 

  部長 9 9 81 4.5 364.5 

  課長 28 5 140 4.5 630.0 

  補佐，係長 90 2 180 4.5 810.0 

  一般職員 152 1 152 4.5 684.0 

  臨時職員等 143 1 143 4.5 643.5 

  計 426  776  3,492.0 

②倉庫 ①事務室面積×13％ 454.0 

③会議室等 職員数（481 人）×7.0 ㎡ 2,982.0 

④玄関等 各面積｛①事務室+②倉庫+③会議室等｝×40％ 2,771.2 

⑤議事堂 議員定数（24 人）×35 ㎡ 840.0 

計 10,539.2 

※社会変化への対応やＩＣＴ化の進展など将来性を踏まえ，機能的・効率的でコンパクトな庁舎を目指

し，市民交流機能や防災機能，福利厚生機能については，上記面積に含めることとします。 
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■ 国土交通省の基準（新営一般庁舎面積算定基準）による方法 

区 分 
積 算 

面積(㎡) 
役職 職員数 換算率 換算職員数 基準面積(㎡) 

①事務室 
特別職・
三役 

4 18 72 3.3 237.6 

  部長 9 9 81 3.3 267.3 

  課長 28 5 140 3.3 462.0 

  補佐 25 2.5 62.5 3.3 206.3 

 係長 65 1.8 117 3.3 386.1 

  一般職員 152 1 152 3.3 501.6 

  臨時職員等 143 1 143 3.3 471.9 

  計 426  767.5 ［ア］ 2,532.8 

執務面積（A） 小 計（［ア］×補正係数 1.1） 2,786.0 

②会議室 
職員 100 人当たり 40 ㎡，10 人増すごとに 4 ㎡増加 
（補正係数 1.1） 

184.8 

③電話交換室 
換算職員が 600～800 人 
（回線数 150～200，ｸﾛｽﾊﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ型中継台式） 

68.0 

④倉庫 補正前の事務室面積［ア］×13％ 329.3 

⑤宿直室 １人まで 10 ㎡，１人増すごとに 3.3 ㎡加算（３人） 16.6 

⑥庁務員室 
１人まで 10 ㎡，１人増すごとに 1.65 ㎡加算 
（警備員：３人） 

13.3 

⑦湯沸室 標準 6.5～13 ㎡×６箇所 78.0 

⑧受付及び巡視溜 1.65 ㎡×（人数×1/3）＞ 小 6.5 ㎡ 6.5 

⑨便所及び洗面所 職員数（426 人）×0.32 ㎡ 136.3 

⑩医務室 職員数 400 人以上 450 人未満 105.0 

⑪売店 職員数（426 人）×0.085 ㎡ 36.2 

⑫食堂及び喫茶室 職員数 400 人以上 450 人未満 204.0 

付属面積（B） 小 計 1,1780 

⑬議会関係諸室 （総務省基準を準用：議員定数 24 人×35 ㎡） 840.0 

議会関係面積（C） 小 計 840.0 

⑭打合せスペース 37 箇所（各課）×3.96 ㎡（対向 4 人席）（※1） 146.5 

⑮書庫 現状の２倍の面積を確保 440.0 

⑯電算室 現状と同規模 145.0 

⑰金庫室 現状と同規模 12.0 

⑱印刷製本室 4 人×4.5 ㎡（※2）＋機器類面積 30.0 

⑲新聞記者室 現状と同規模 30.0 

⑳閲覧室 1000 冊÷80 冊/㎡＋18 人÷0.6 人/㎡（※1） 42.5 

業務支援機能面積（D） 小 計 846.0 
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㉑多目的ホール 320 人×0.54 ㎡（※1） 172.8 

㉒情報ｺｰﾅｰ・展示ｽ

ﾍﾟｰｽ 
16 点×7 ㎡（※1） 112.0 

㉓市民相談室 ６ブース×3.96 ㎡（対向 4 人席）（※1） 23.8 

㉔ATM コーナー 2 機×2.7 ㎡ 5.4 

㉕自動販売機コー

ナー 
4 機×4.0 ㎡ 16.0 

㉖キッズスペース ５人×3.3 ㎡（※3） 16.5 

㉗授乳室 2 箇所×20.0 ㎡（※4）（授乳ｽﾍﾟｰｽ×２＋調乳ｽﾍﾟｰｽ） 40.0 

㉘多目的トイレ 6 箇所×6.9 ㎡（※1） 41.4 

市民ｻー ﾋ゙ ｽ機能面積（E） 小 計 427.9 

㉙備蓄倉庫 職員 426 人×0.032 ㎡（３日分）（※5） 13.7 

㉚防災通信室 5 人×4.5 ㎡（※2）＋機器類面積 50.0 

防災機能面積（F） 小 計 63.7 

㉛リフレッシュル

ーム 
100 人×1.5 ㎡（※1） 150.0 

㉜更衣室 426 人×0.6 ㎡（※1） 255.6 

福利厚生機能面積（G） 小 計 405.6 

㉝機械室 (A)～(G)の合計が 5,000 ㎡以上，10,000 ㎡未満（冷暖房） 831.0 

㉞電気室 (A)～(G)の合計が 5,000 ㎡以上，10,000 ㎡未満（冷暖房） 131.0 

㉟自家発電機室 (A)～(G)の合計が 5,000 ㎡以上，10,000 ㎡未満 29.0 

設備関係面積（H） 小 計 991.0 

㊱玄関・廊下・階段
室等 

｛(A)～(H)の合計 7,715.3 ㎡｝×0.35 ㎡ 2,700.4 

㊲運転手詰所 2 人×10 ㎡ 20.0 

交通部分面積（ I ） 小 計 2,720.4 

 計 10,258.6 

 
※１ 日本建築学会「建築設計資料集成」を参考に設定 

※２ 総務省基準 

※３ 認可保育所の面積基準 

※４ 他自治体の事例より 

※５ 国交省勉強会資料 ３日分の備蓄面積（倉庫の場合）の試算例 

飲料水 3L/日・人（箱寸法 2 リットル×6本で 327×188×325），乾パンは成人男子の 低限の必要

エネルギー(1,200kcal)分として 300g/日（箱寸法 100g×24 缶で 465×315×125） 

以上より，体積 0.0073 ㎥/人・日，3日分で 0.022 ㎥/人， 

上積み 1.8m 以下とし通路等面積 60%増しで 0.02 ㎡/人，毛布は 1.8ｍ以下とし 0.012 ㎡/人 

以上で計 0.032 ㎡/人 
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② 近年整備された事例を用いた規模算定 

近年整備された事例を用い，庁舎の職員1人当たりの面積から施設規模を想定します。 

 

No 自治体名 
H27 人口※1 

（人） 

基本計画時 実施 

竣工年月 延べ床面積

(㎡) 

職員数※２ 

（人） 

職員 1人

当り面積 

(㎡/人) 

延べ床面積

(㎡) 
階数 

敷地面積

(㎡) 

１ 岩手県釜石市 36,802 8,000 290 27.6 － － ※311,200 予定 2020 

2 青森県五所川原市 55,181 11,000 394 27.9 9,483 3F 13.855 2018.3 

3 岩手県宮古市 56,676 9,000 439 20.5 8,206 6F ※415,590 2018.7 

4 岐阜県羽島市 67,337 10,000 364 27.5 9,800 ５F 22,000 予定 2021 

5 埼玉県吉川市 69,738 8,200 305 26.9 8,195 ３F 15,191 2018.3 

6 福島県須賀川市 77,441 14,000 470 29.8 17,020 7F，1B 16,683 2017.5 

7 栃木県鹿沼市 85,486 12,000 539 22.3 9.990 ６F 9,806 予定 2022 

8 新潟県新発田市 98,611 12,032 420 28.6 12,646 7F，1B 5,740 2016.1 

9 宮城県大崎市 133,391 17,000 716 23.7 － － ※311,300 予定 2022 

   平  均 26.1  

※1：平成 27 年国勢調査 

※2：臨時職員を含む 

※3：基本計画時の敷地面積 

※4：宮古市中心市街地拠点施設（市民交流センター，市本庁舎，保健センター）の敷地面積 

 

上記の事例の職員１人当たりの面積の平均を基に，本市の想定職員数 426 人に対する延

べ床面積を算定すると，約 11,200 ㎡になります。（426 人×26.1 ㎡/人＝11,118.6 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記で算定した面積は，新庁舎規模を想定するための目安であり，施設面積を制限する

ものではありません。 

 施設の規模（延べ床面積）のまとめ 

基準を用いた２つの算定方法による算定結果は，以下のとおりです。 

（１）総務省の基準による方法      約 10,600 ㎡ 

（２）国土交通省の基準による方法    約 10,300 ㎡ 

以上の結果に市民等の集える空間 600 ㎡（想定）を加えた面積と，事例に基づく算

定結果約 11,200 ㎡を参考にし，新庁舎に必要な延べ床面積は 11,000～12,000 ㎡

程度と想定します。 

 

■ 想定延べ床面積  11,000 ㎡～12,000 ㎡程度 

※ 屋内駐車場面積を除く 
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5-2-4 駐車場の規模 

（１）来庁者用駐車場 

来庁者の駐車台数の算定にあたっては，「市・区・町・役所の窓口事務施設の調査」（関

龍夫 著）及び「 大停留量の近似的計算法」（岡田正光 著）により算定した台数を参考

とします。 

「市・区・町・役所の窓口事務施設の調査」によると，来庁者のうち自動車での来庁者

数は，一般的に「所轄人口の 0.9％前後が窓口部門」，「0.6％前後が窓口以外」の来庁者

数として想定されています。 

これにより，来庁台数を以下のとおり算定します。 

来庁台数（台/日）＝計画人口×人口に対する来庁者の割合×乗用車使用率 

【窓  口】来庁台数 ＝ 57,600 人 × 0.9％ × 95％ ≒ 493 台/日 

【窓口以外】来庁台数 ＝ 57,600 人 × 0.6％ × 95％ ≒ 329 台/日 

※乗用車利用割合を 95％と想定 

 

「 大停留量の近似的計算法」によると必要駐車台数は，「利用総数と平均滞留時間か

ら 大停留量の算定」を行うとされています。 

これにより，必要駐車台数を以下のとおり算定します。 

必要駐車台数（台）＝来庁台数（台/日）×集中率（α）×平均滞留時間（分）/60 分 

【窓  口】必要台数 ＝ 493 台/日 × 30％ × 30 分/60 分 ≒ 74 台 

【窓口以外】必要台数 ＝ 329 台/日 × 30％ × 60 分/60 分 ≒ 99 台 

必要駐車台数 計 ＝ 173 台 （ゆずりあい駐車場※を含む） 

※ 現状（本庁舎分）：125 台 

 

（２）車いす使用者用駐車場 

車いす使用者用駐車台数は，「高齢者，障害者等が円滑に利用できるようにするために

誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令（平成十八年十二

月十五日国土交通省令第百十四号）」第１２条により，利用者の用に供する駐車場が２０

０台以下の場合にあっては当該駐車台数の５０分の１を 低限確保するものとされてい

ます。本計画においては，この基準を遵守することとします。 

 

必要駐車台数 ＝ 173 台（来庁者用駐車台数）× 1/50 ＝ 3.46 台 ≒ ４台 

 

 

※ 「ゆずりあい駐車場」とは 

車いす使用者用駐車施設とは別に，車いす使用者

以外の障がい者，高齢者，妊婦，けが人など，移動

に配慮が必要な利用者に配慮し，設置するものです。 

宮城県では，制度の対象となる駐車区画の利用証

を交付する制度（宮城県ゆずりあい駐車場利用制度）

があり，本制度の対象となる駐車区画として，「車い

す使用者優先区画（幅広の区画）」と「ゆずりあい区

画（通常幅の区画）」の 2 種類があります。 
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（３）議員用・職員用駐車場 

議員用・職員用駐車場は，敷地の状況を踏まえ，今後の基本計画において検討していく

こととします。 

 

 

（４）公用車用駐車場 

公用車の台数に合わせ，公用車用の駐車場の台数は 91 台と設定します。（バス２台含

む） 

 

 

（５）駐輪場 

① 来庁者用駐輪場 

来庁者用駐輪場台数については，協働空間の充実やイベントの開催等で自転車利用者

が増加することを想定し，現状（本庁舎分）の８台の２倍である 16 台と設定します。 

 

② 職員用駐輪場 

職員用駐輪場は，現状の通勤状況から，新庁舎に配置する想定職員数に合わせたて想定

した，自転車１３台，バイク２１台の３４台分を確保することとします。 

 

［新庁舎配置職員の通勤方法の想定］ 

通勤方法 人数 

自転車 13 

自動車・バイク 316 

（うち自動車） 295 

（うちバイク） 21 

 

必要駐輪場台数（①＋②）計 ＝ ５０台 

 

 

（６）バス・タクシー乗降場 

バス乗降場については１台分，タクシー乗降場については２台分確保することとしま

す。 
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（７）駐車場（駐輪場）必要面積 

（１）～（６）で算定した必要駐車台数から，新庁舎における駐車場（駐輪場）必要面

積を以下のとおり設定します。 

駐車場１台当たりの駐車面積は，国土交通省の新営一般庁舎面積算定基準の自動車置

場・中型車１台につき２５㎡（車いす使用者用は３０㎡）として算定します。 

また，駐輪場の面積は，１台当たり幅０．８ｍ×奥行２．０ｍ＝１．６㎡として算定し

ます。以下に想定される駐車場（駐輪場）必要面積を示します。 

 

 [新庁舎駐車場（駐輪場）必要面積] 

種別 必要駐車台数

(台) 

単位面積(㎡) 必要面積(㎡) 

（１）来庁者用 173 25 4,325 

（２）車椅子使用者用 4 30 120 

（３）議員用・職員用 - - - 

（４）公用車用（乗用車） 89 25 2,225 

   公用車用（バス） 2 70 140 

（５）駐輪場 50 1.6 80 

（６）バス乗降場 １ 70 70 

（７）タクシー乗降場 2 25 50 

合 計 7,010 

 

なお，ここで算定した駐車台数及び駐車場面積は，今後の基本計画，基本設計策定等

の段階において，建築計画や平面配置計画等とあわせ，より詳細（具体的）な規模を検

討していくため，実際の整備では変わることがあります。 
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5-2-5 想定敷地面積 

必要敷地面積の算定にあたっては，建築物の階数を４階～６階と想定した場合の建築

面積に，必要駐車場面積と緑地面積（敷地面積の 10％）を加算して設定します。 

※ 延べ床面積 11,000 ㎡～12,000 ㎡程度と想定 

 

（１）４階建ての場合 

種別 面積(㎡) 

① 建築面積の想定 2,750.0～3,000.0 

② 必要駐車場面積 7,010.0 

③ 緑地面積 1,084.4～1,112.0 

合 計 10,844.4～11,122.0 

 

（２）６階建ての場合 

種別 面積(㎡) 

① 建築面積の想定 1,833.3～2,000.0 

② 必要駐車場面積 7,010.0 

③ 緑地面積 982.6～1,001.1 

合 計 9,825.9～10,011.1 

 

 

■ 想定敷地面積 

9,900 ㎡ ～ 11,200 ㎡程度 

※ 平面式駐車場の場合 

 

※ 上記で算定した面積は，新庁舎規模を想定するための目安であり，施設面積や敷地面

積を制限するものではありません。 

 

【新庁舎の想定階数 概念図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆延床面積 11,000 ㎡の庁舎を建設する場合の庁舎階数は６階建てと想定する。 

  

1
00

m
 

100m 

駐車場：約 7,000 ㎡ 駐車場：約 7,000 ㎡ 

緑地帯：1,000 ㎡ 

建築面積：2,000 ㎡ 
 

 敷地１ha と想定 

延床面積（11,000 ㎡） 

建築面積（2,000 ㎡） 
庁舎の階数＝ ＝６階 
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第６章 事業手法等の検討 

６－１  概算事業費及び財源 

本基本構想では，新庁舎建設に係る概算事業費の算出を行います。 

現段階での概算事業費の算出にあたっては，第５章で想定した新庁舎の想定延べ床面積

の 11,000 ㎡程度を前提に，近年の他都市における事例等を参考にして，全て新築の場合，

既存建築物（管理棟，増築棟）を改修した上で再利用する場合について検討を行います。 

 

財源については，合併特例債（起債対象事業費×95％，元利償還金の 70％は普通交付

税算入，借入可能額約 57 億円）及び合併推進債（起債対象事業費×90％，元利償還金の

40％は普通交付税算入）等の活用を基本とします。 

また，庁舎建設基金を平成 26 年度以降，毎年１億円を積み立てており，起債対象外経費

となる備品購入費や引っ越し費用などに充てるため，今後も財政状況を見ながら必要額確

保に向けた積立を行います。 

 

 

新庁舎建設に係る概算事業費及び財源は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，本基本構想の概算事業費については，資材価格や社会情勢等により変動します。現

段階では，不確定な要素が多く，今後も，厳しい財政状況が予想されることなどから，あく

までも，現時点での目安とするものです。 

具体的な概算事業費については，今後，基本計画において検討し，さらに基本設計・実施

設計の段階では精度の高い事業費を積算します。 

  

■ 建設地に係る概算事業費 

新庁舎整備費・造成費・関連費  80～91.6 億円 

■ 財源 

① 合併特例債（起債対象事業費×95％，元利償還金の 70％は普通交付税算入， 

   借入可能額約 57 億円） 

② 合併推進債（起債対象事業費×90％，元利償還金の 40％は普通交付税算入） 

③ 庁舎建設基金 
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［概算事業費の内訳表］ 

項 目 

整備パターン 

備 考 
①全て新築 ② 増 築 棟 改

修・再利用 

③管理棟及び

増 築 棟 改

修・再利用 

 

面 

積 

敷地面積 19,781 ㎡ 19,781 ㎡ 19,781 ㎡  

新庁舎面積 11,000 ㎡ 4,860 ㎡ 40 ㎡  

管理棟面積 — — 4,820 ㎡  

増築棟面積 — 6,140 ㎡ 6,140 ㎡  

建設地に係る費用 約 91.6 億円 約 85.1 億円 約 80.0 億円 
 

 庁舎整備費 約 83.0 億円 約 76.5 億円 約 71.4 億円 
解体費及び新築費・外構費・

改修費・調査設計費等 

 造成費 約 7.5 億円 約 7.5 億円 約 7.5 億円 造成費・調査設計費等 

 関連費 約 1.1 億円 約 1.1 億円 約 1.1 億円 新庁舎への移転 1 回分 

※ 不確定要素の多い，現時点で想定されるものであり，今後の計画等により金額が変化します。 

※ 敷地外の周辺道路や附帯設備等の整備費用は含みません。 

※ 什器，備品等の購入費用は含みません。 

※ 解体工事費には，ｱｽﾍﾞｽﾄ除去・土壌汚染対策・PCB 含有機器・放射線施設調査等を含みません。 

 

 

 

［各整備パターンのイメージ］ 

 
①全て新築            ②増築棟改修・再利用      ③管理棟及び増築棟改修・再利用 

  

 

 

 

 

 

 

 
新庁舎の整備パターンについては，今後，基本計画の初期段階において，具体的な検討を

行い決定します。 
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６－２  事業手法の整理 

本市の新庁舎建設事業において，導入が想定される主な事業手法の概要は下記のとおり

です。今後，できるだけ早期の建設と事業費コストの縮減に向けて，事業手法について具体

的に検討を進めます。 

また，本事業は気仙沼市の大きな公共事業であることから，できるだけ地域経済の活性化

に繋がるよう配慮しながら進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各発注イメージ図については，一つの例であり，発注形態を特定するものではありません。 

※規模が大きく，複雑な調整が必要な案件であることから，発注者支援として CM（コンス

トラクション・マネジメント）の活用も検討します。  

概　　要

　　　　プロポーザル等により一括発注が可能な範囲

概　　要

　　　　プロポーザル等により一括発注が可能な範囲

概　　要

　　　　プロポーザル等により一括発注が可能な範囲

■設計・施工分離発注方式

発注イメージ図 新庁舎建設に係る事業手法の整理

　新庁舎建設事業において導入が想定さ
れる，主な事業手法（発注方式）を下記
のとおり整理します。
　事業手法の選定については，今後，基
本計画等で検討し決定します。

・設計会社及び施工会社を同時に選定す
　る
・業者の選定において，建設工事費を含
　めた技術提案を求める手法や，建物の
　形状や材料，設備機器などの仕様を決
　めず，性能を条件として発注する手法
　を選択することが可能

・基本設計と実施設計をプロポーザル等
　により設計会社を選定する
・施工会社は制限付き競争入札により選
　定する

■設計・施工一括発注方式（デザインビルド方式）

■設計段階から施工会社が関与する発注方式

・設計内容に施工会社の技術を反映させ
　ることが可能

契 約

基本

設計

実施

設計

建設

工事

基本

計画

ｺﾝｻﾙ会社等 設計会社 設計会社 施工会社

基本

構想

ｺﾝｻﾙ会社等

契 約 契 約 契 約 契 約

基本

設計

実施

設計

建設

工事

基本

計画

ｺﾝｻﾙ会社等 設計会社 設計会社 施工会社

基本

構想

ｺﾝｻﾙ会社等

基本

設計

実施

設計

建設

工事

基本

計画

ｺﾝｻﾙ会社等 設計会社 設計会社 施工会社

基本

構想

ｺﾝｻﾙ会社等

基本

設計

実施

設計

建設

工事

基本

計画

ｺﾝｻﾙ会社等 設計会社 設計会社 施工会社

基本

構想

ｺﾝｻﾙ会社等

市

施工会社は施工性を考

慮した工法提案等の技

術協力を実施
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６－３  事業スケジュール 

本市の新庁舎建設事業における事業スケジュールは，下記のように想定します。 

なお，本事業は，耐震上の問題等現庁舎の抱える多くの課題を解決するため，できるだけ

早期の整備が必要です。令和２年度中に基本計画の策定を行い，早期の供用開始を目指して，

具体的に検討を進めます。 

 

 2018 
(H30) 2019 

(R1) 2020 
(R2) 2021 

(R3) 2022 
(R4) 2023 

(R5) 2024 
(R6) 2025 

(R7) 2026 
(R8) 2027 

(R9) 2028 
(R10) 

計画 
           

調査 
設計 

           

建設 
工事 

           

供用 
開始 

           

 

※旧気仙沼市立病院の建物解体については，令和２年度早々に調査・設計業務等を開始  

します。 

 
 

 

  

 

基本構想 

 

基本計画 

 

調査，基本・実施設計 

建設工事 解体工事 

 

移転・供用開始（目標） 

 

（造成） 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

  



 

 

 

 



資-1 

１．気仙沼市新庁舎建設基本構想策定有識者会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 気仙沼市新庁舎の建設の基本理念や基本方針等を示す気仙沼市新庁舎建設基本構

想（以下「基本構想」という。）を策定するにあたり，有識者等の意見を反映させるため，

気仙沼市新庁舎建設基本構想策定有識者会議（以下「有識者会議」という。）を設置する。  

 （所掌事務） 

第２条 有識者会議は，基本構想に係る次の事項について協議を行う。  

 (1) 新庁舎の基本理念に関すること。  

 (2) 新庁舎の基本方針（新庁舎の機能・性能，事業手法等）に関すること。 

 (3) 新庁舎の建設位置に関すること。 

 (4) 新庁舎の事業スケジュールに関すること。 

 (5) その他基本構想に係る必要な事項に関すること。  

 （構成） 

第３条 有識者会議は，委員１０人程度をもって構成する。 

２ 委員は，防災，建築，まちづくり，産業，行政経営，福祉等に関し識見を有する者のう

ちから，市長が委嘱する。  

３ 委員の任期は，委嘱の日から基本構想の策定の日までとする。 

 （委員長及び副委員長）  

第４条 有識者会議に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によって定める。 

２ 委員長は，有識者会議を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，そ

の職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員長は，有識者会議の会議（以下「会議」という。）を招集し，その議長となる。 

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は，必要があると認めるときは，会議に関係者の出席を求め，その意見を聴き，

又は説明を求めることができる。  

 （庶務） 

第６条 有識者会議の庶務は，総務部財政課公共施設総合管理室において処理する。  

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか，有識者会議の運営に関し必要な事項は，委員長が会

議に諮って定める。  

   附 則  

 （施行期日） 

１ この要綱は，平成 30 年 10 月１日から施行する。  

 （この要綱の失効）  

２ この要綱は，基本構想の策定の日限り，その効力を失う。  
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２．気仙沼市新庁舎建設基本構想策定有識者会議委員名簿 

 

※敬称略，五十音順 

№ 所 属 等 役 職 氏 名 

1 気仙沼市自治会長連絡協議会 会長 遠 藤  光夫 

2 本吉夢プロジェクト委員会 副委員長 小野寺 克浩 

3 気仙沼市自主防災組織連絡協議会 幹事 小野寺 有一 

4 
気仙沼市社会福祉協議会 
地域福祉活動計画推進委員会 

委員 春 日  京子 

5 唐桑町まちづくり協議会 幹事 加 藤  拓馬 

6 気仙沼商工会議所 会頭 菅 原  昭彦 

◎7 東北大学災害科学国際研究所 教授 丸 谷  浩明 

◯8 宮城県議会事務局 事務局長 峯 浦  康宏 

9 早稲田大学理工学術院 教授 矢 口  哲也 

10 東北芸術工科大学基盤教育研究センター 教授 吉 田  朗 

 

◎ 委員長 

◯ 副委員長 
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３．有識者会議の開催状況 

 

第１回 平成３０年１１月１１日 

□現庁舎の現状と課題の整理 

□候補地の選定方法の検討 

□候補地の選定エリアの検討 ほか 

 

第２回 平成３１年２月３日 

□新庁舎建設の基本方針の検討 

□新庁舎に導入する機能・性能の検討 

□建設可能地の検討（４箇所） 

□市民との意見交換等について 

□新庁舎に入る部署について ほか 

 

第３回 平成３１年４月２６日 

  □建設可能地の現地調査（４箇所） 

□新庁舎建設の基本理念・基本方針の検討 

□新庁舎に導入する機能・性能の検討 

□想定規模の算定 

□建設可能地の検討（２箇所） 

□候補地選定の評価項目，評価方法の検討 

□市民との意見交換会等について ほか 

 

第４回 令和元年５月３１日 

□新庁舎建設の基本理念・基本方針の検討  

□建設可能地の抽出（３箇所を抽出） 

□候補地選定の評価項目・評価方法の検討  

□市民との意見交換会等について ほか 

 

第５回 令和元年７月７日 

□新庁舎建設の基本理念・基本方針の整理 

□候補地選定の評価項目・評価方法の検討・確認 

□市民との意見交換会等について（実施内容の検討） ほか 

 

※市主催「新庁舎建設基本構想策定に向けた市民との意見交換会」へ出席 

開催日：令和元年８月２５日 

□基本理念・基本方針について 

□新庁舎に求める機能・性能と規模について 

□建設候補地の選定について 
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第６回 令和元年１１月２日 

□建設候補地の選定について 

 ・3 候補地の比較評価 

 

第７回 令和元年１２月７日 

□建設候補地の選定について 

 ・比較評価のまとめ（総合評価） 

□新庁舎に導入する機能・性能の確認 

□事業手法について 

□事業手法について ほか 

 

提言書提出 令和元年１２月２６日 

 

第８回 令和２年３月７日（基本構想策定日） 

□基本構想（案）の確認 
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