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第５章 計画地の条件整理 

５－１ 計画地の概要

5-1-1 計画位置

［計画地の位置図］

新庁舎の建設位置は，令和 2 年 3 月策定の「気仙沼市新庁舎建設基本構想」において，

「旧市立病院跡地」と決定しました。 

■計画地の概要

所在地    ：田中 184 番地 

総敷地面積   ：26,586 ㎡ 

想定開発区域面積：20,570 ㎡ 
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５－２  自然条件 

5-2-1 地勢・環境について 

 気仙沼市は，宮城県の北東端に位置し，東は太平洋に面し，南は南三陸町，西は登米市，

岩手県一関市，北は岩手県陸前高田市に隣接，東西約 24 ㎞，南北約 29 ㎞，332.44 ㎢

の市域を有しています。地勢は，北上山系の支脈に囲まれ，そこから流れ出る大川や津谷川

などが西から東に向かって流れ，太平洋に注いでいます。太平洋に面する沿岸域は，半島や

複雑な入り江など，屈曲に富んだリアス海岸を形成し，気仙沼湾は，湾口に大島を抱き，四

季静穏な天然の良港となっています。このリアス海岸特有の美しい景観により，三陸復興国

立公園及び県立自然公園の指定を受けています。 

 

5-2-2 気候について 

 太平洋に面する気仙沼市は，「気仙沼市史Ⅰ自然編」によると，「同一経度の内陸よりも冬

は暖かく，夏は涼しいため過ごしやすいのが特徴です。」と記されています。 

 気仙沼市の 2011 年～2020 年の過去 9 年間の年平均気温は 11.3℃，平均 低気温は

1 月の-3.5℃，平均 高気温は 8 月の 27.5℃となっています。降雨は 6 月から 9 月にか

けて多く，年間平均降雨量 1,344.8mm となっており，年平均風速は 1.9m/s で， 多風

向は西北西からとなっています。 

表 気仙沼市の月別降水量・気温・日照時間・風向（統計期間 2011 年～2020 年） 

 
 
※１：気仙沼市における観測値が無いため，石巻市と大船渡市の平均値にて算出 
※２：降水量と日照時間は年間平均の合計値。その他は年間平均値 

平均

気温

(℃)

日 高

気温

(℃)

日 低

気温

(℃)

降水量

(mm)

深

積雪

(cm)

平均

風速

(m/s)

日照

時間

(時間)

多

風向

１月 0.1 4.2 -3.5 41.4 7.5 2.3 149.9 北西

２月 0.5 4.8 -3.4 44.3 10.5 2.3 146.4 北西

３月 3.4 8.2 -1.1 87.4 7.0 2.4 169.3 北西

４月 8.8 14.1 3.7 119.4 1.0 2.4 189.5 北西

５月 13.4 18.6 8.6 119.1 - 2.1 191.8 南東

６月 17.1 21.6 13.4 153.7 - 1.7 156.3 南東

７月 20.8 25.0 17.7 186.4 - 1.5 142.6 北西

８月 22.9 27.2 19.6 170.1 - 1.6 159.1 北西

９月 19.3 23.7 15.6 186.6 - 1.7 126.4 北西

１０月 13.6 18.7 9.2 131.0 - 1.9 154.2 北西

１１月 7.8 12.8 3.2 79.9 1.0 2.2 147.9 北西

１２月 2.9 7.2 -0.9 40.9 4.5 2.3 138.0 北西

年 10.9 15.6 6.9 1360.1 15.0 2.0 1871.8 北西

※1 

※2 

【出典：気象庁 HP より】 
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5-2-3 地質について 

新庁舎敷地は北東に細長く連続して突出ている低平な丘陵地の東端部に位置しており，

敷地の北東の一部は大川と神山川の間にあり，平地部地形の後背湿地※1上に位置すると考

えられます。 

丘陵地部は軟岩を主とした基盤層がありますが，その上部には，盛土，砕石・シルト，砂

質ローム，粘土混り砂礫，砂岩風化土の層が合計で約 3～15ｍ存在しています。 

造成設計に当たっては基盤層より上部の掘削土を調査し，現状及び盛土としたときの土

質条件を把握して検討を進める必要があります。 

新庁舎や敷地外周の擁壁等の設置箇所については，支持地盤の確認のための調査が必要

となります。特に敷地北東部は後背湿地であり，地表から深い位置に支持地盤があることが

予想されるため，調査結果を用いて基礎の検討が必要となる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ａ－Ａ’ 断面】                         【B－B’ 断面】 

 

［地質調査図（開発区域北部）］ 

「公立気仙沼総合病院増改築事業地質調査業務（公立気仙沼病院組合）」より 

 
※1後背湿地：自然堤防の背後にできる湿地帯 
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５－３  敷地及び敷地周囲の整備状況 

5-3-1 道路整備状況 

新庁舎計画地外周には，田谷上田中線（新庁舎南側），田谷６号線（同北東側），田谷７号

線（同東側），田谷田谷前線（同北側）の４路線の市道があります。各認定幅員は以下のと

おりです。 

 

市道名 幅 員 車 線 歩道等 

計画地南側 田谷上田中線         8.2m ２車線 有（水路の上部利用） 

同北東側 田谷６号線      約 6.0m １車線 — 

同東側 田谷７号線 約 3.7～4.0m １車線 — 

同北側 田谷田谷前線      約 4.3m １車線 — 

なお，道路内には水道，消火栓，電柱等の施設が整備されています。 

 

 

5-3-2 水路整備状況 

新庁舎計画地南側の田谷上田中線と東側の田谷７号線には水路が整備されており，南東

角で合流し，周辺の雨水を集め南方角の南郷雨水ポンプ場に向かって流れています。 

計画地南側については道路と水路天端に段差があり，水路上部は歩行空間として利用さ

れており，道路の拡幅に併せて移設が必要となります。また，計画地東側には道路内に既存

水路があり，上部を歩行空間として利用します。 

 

 

5-3-3 既存擁壁状況 

新庁舎敷地内には擁壁が整備されており，種類は石積み，ブロック積み，重力式，プレキ

ャスト L 型であり， も高いもので約 4.8m の高さとなっています。 

平成５年以前に造られ，現行の「都市計画法開発許可制度便覧（宮城県土木部建築宅地課）」

の基準に満たないものや，一部にハラミを生じた石積擁壁もある状況です。 

これらの擁壁は新庁舎計画に併せて，撤去や改修等の対応を検討する必要があります。 
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【既存擁壁状況区分】 

Ａ：水抜き孔がないもしくは，現在の基準を満足していない 

Ｂ：擁壁の構造が現在の基準を満足していない 

Ｃ：ハラミ，ズレ，傾きが生じている部分がある 

 

［既存施設状況］ 
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５－４  法規制条件 

計画敷地 
 

 

計画地の概要 

所在地 田中１８４番地 

土地所有者 気仙沼市他 

敷地面積 
総敷地面積 26,586 ㎡ 

（うち，想定開発区域 20,570 ㎡） 

現在の利用状況 一部倉庫利用 

地域地区等 

用途地域 第一種中高層住居専用地域（変更予定） 

容積率 200％ 

建ぺい率 60％ 

防火指定 建築基準法第 22 条指定区域 

高度地区 無し 

日影規制 制限地域（高さが 10m を超える建築物） 

敷地の接道 

方位 路線名 道路種別 道路幅員 歩道の有無 

東側 田谷７号線 その他市道 3.7ｍ 無 

西側 － － － － 

南側 田谷上田中線 その他市道 8.2m 有 

北側 田谷田谷前線 その他市道 4.3m 無 

交通事情 

三陸道 IC 
北方面：気仙沼鹿折 IC から約 4.8km（車で約 14 分） 

南方面：気仙沼中央 IC から約 4.0km（車で約 9 分） 

鉄道駅 気仙沼駅から約 2.1km（徒歩で約 27 分） 

BRT 駅 不動の沢駅から約 0.6km（徒歩で約 7 分） 

バス停 田谷本郷 6 路線 

防災事情 

市災害危険区域（津波） 区域外 

東日本大震災浸水域 区域外 

洪水浸水想定区域 計画敷地：区域外，南側前面道路：0.5ｍ～3.0m 未満浸水 

土砂災害警戒区域等 区域外 

その他 

上位計画での 

土地利用の位置づけ 

第２次総合計画 都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 

市街地ゾーン 中央地域（中心拠点） 

埋蔵文化財包蔵地 一部含む 
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新庁舎建設事業に係る主な関連法令を以下に示します。法令を遵守のうえ，計画を進めます。 

新庁舎建設に関わる関連法令 適用内容 

施設計画

計画関連 

建築基準法 

消防法 15 項：前各項に該当しない事業場 

気仙沼・本吉地域広域行政事務組

合火災予防条例 

高齢者，障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律 

（バリアフリー法） 

特定建築物：移動円滑化基準への適合の努力義務 

建築物における衛生的環境の確

保に関する法律  

（ビル衛生管理法） 

適用範囲：3.000 ㎡以上 

駐車場法 適用範囲：500 ㎡以上 

宮城県建築基準条例 

宮城県だれもが住みよい福祉の

まちづくり条例 
官公庁の施設→すべて対象 

都市計画

関連 
都市計画法 

環境関連 

建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律  

（建築物省エネ法） 

特定建築物（2,000 ㎡以上）：省エネ基準適合義務 

建設工事に係る資源の再資源化

等に関する法律（リサイクル法） 
対象建築工事：500 ㎡以上，解体は 80 ㎡以上 

その他 

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地：谷地館跡 

土壌汚染対策法 

電波法 
電波障害防止区域内で 高高さが 31m を超える場

合は届出が必要 

造成整備に関わる関連法令 適用内容 

造成・道路

関連 

都市計画法 開発許可，法定外公共物の開発区域編入 

道路法 

道路区域内の工事の許可等 

道路管理者以外の者が行う工事等の承認・許可 

道路占用の許可 

道路構造令 道路の一般的な構造基準 

道路交通法 道路使用の許可 

下水道法 公共下水道管理者以外の者が行う工事等の承認 

浄化槽法 浄化槽使用の廃止の届出 

水道法 水道施設等の届出 

文化財保護法 埋蔵文化財包蔵地：谷地館跡 

宮城県防火調整池設置指導要綱 開発による防災調整池の設置 

土壌汚染対策法 

建築工事に係る資材の再資源化

等に関する法律（リサイクル法） 
請負金額 500 万円以上の土木工事の届出 

宮城県だれもが住みよい福祉の

まちづくり条例 
道路法による道路→すべての施設 

気仙沼市 諸条例・規則 道路の新設，維持管理に関する技術基準 

※今後基本設計・実施設計時に関係各課と協議，確認が必要。
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