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第７章 概略施設計画の検討 

７－１ 事業整備計画の考え方

本事業計画敷地は，飛び地である看護専門学校寄宿舎等を含め敷地全体の一体利用が困難

であるため，新庁舎区域（想定開発区域）とその他事業範囲に分けて整備計画の検証を行い

ました。来庁車駐車場等を含めた新庁舎機能は，旧病院施設解体後前面道路の拡幅を含めた

敷地造成を行い，新庁舎区域に整備します。その他事業範囲については，既存建物解体後整

地を基本とします。以下に整備内容を示します。 

・職員会館は，擁壁を含め建築物解体後整地とします。

・看護専門学校寄宿舎は，建築物解体後整地とします。

・労働組合事務所は，建築物解体後整地および，緑化をします。

新庁舎開庁時にはその他事業範囲を含め，供用開始できるよう整備を進めます。 

［事業整備計画の考え方］
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７－２ 新庁舎敷地造成計画の考え方

7-2-1 敷地造成の課題と考え方

以下に造成計画の課題と基本的な考え方を整理します。 

課  題 考え方 

【出入口・道路計画】 

・周辺道路との高低差があり，利用者のアクセスを考

慮した斜路等の計画が必要

・利用者のアクセス，走行性を考慮した極力緩

やかな斜路を計画する

・歩行者・自動車（来庁者，議員及び職員）の動線の

配慮が必要
・接続道路の整備と合わせ出入口を計画する

・接続する市道が３路線あり，現況幅員は以下のとおり 

南 市道 田谷上田中線：約 8.2m 

東 市道 田谷７号線 ：約 3.7m 

北 市道 田谷田谷前線：約 4.3m 

⇒9.0m 以上の幅員を確保

⇒6.0m 以上の幅員を確保

⇒現道から業務用通用口へ

のアクセスを確保

・南側道路は通過交通が多い
・交通量を把握し右折レーンの設置等，通過交

通を阻害しない道路計画とする

・歩行者のアクセスを考慮した入口の計画が必要
・南側前面道路レベルからのアクセス性の向上

を図り，市民が利用しやすい計画とする

・来客用 130 台（内，車いす使用者用 3 台），公用車

両 71 台，駐輪場 50 台の駐車場を確保

・来庁者用駐車場と公用車用駐車場の分離を基

本とする

・タクシー利用者用乗り場の設置を検討する

・その他事業範囲にて職員用駐車場を可能な限

り計画する

【高低差処理計画】 

・周辺道路との高低差がある

・敷地北側に開発基準に満たない既存法面及び擁壁が

ある

・東側敷地境界には一部ハラミを生じた開発基準に満

たない石積擁壁がある

・周辺道路と計画地の高さに考慮し，搬出入土

を極力抑えた合理的な計画とする

・計画に合わせて「都市計画法開発許可制度便

覧（宮城県土木部建築宅地課）」等の基準を満

たした法面及び擁壁を整備し，既存法面及び

擁壁は改修または，撤去を行う

・西側敷地内通路は，既存病院の建物が擁壁を兼ねて，

高低差処理がされている

・西側の敷地内通路は擁壁の撤去により，周辺

に影響が生じない対策をする

・計画地外周に擁壁を設置することにより，無機質で

圧迫感を与える景観となりやすい

・圧迫感の少ない擁壁形状や法面整備による緑

化に配慮する

【その他】 

・災害時や津波発生時の緊急車両に対する配慮が必要
・緊急車両のアクセス動線や駐車スペース，災

害時の避難動線の確保等に配慮する

【地盤高さの考え方】 

※新庁舎区域に
接する道路の
範囲内に限る
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7-2-2 敷地造成計画の条件

以下に敷地造成計画の条件を示します。 

【出入口計画】 

1. 車両出入口は南側に来庁者用，東側および北側に業務用を中心として計画する。

2. 南側来庁者用出入口の斜路は，車両交通および歩行者に配慮した勾配とし，車道２車線

と歩道を計画する。

3. 南側来庁者用出入口の斜路は，大型バス（2.5ｍ×12ｍ程度）が通行可能な計画とす

る。

4. 計画地出入口および車道からの視認性に十分配慮する。

5. 敷地西側には，災害時にも利用可能な庁舎計画地から北側高台に通じる，敷地内通路を

確保する。

【道路計画】 

南側道路（市道田谷上田中線） 

1. 庁舎敷地側に歩道（幅員 2.5m 以上）を計画し，現況水路のレベルを調整することで道

路からのバリアフリーに配慮する。

2. 車道２車線と庁舎への右折レーン※1 を設置する。幅員は 9.0ｍ以上確保する。

（※1 資料編：「Ⅴ．交通量調査・解析」参照）

東側道路（市道田谷７号線） 

3. 車道 1 車線，幅員は 6.0ｍ以上確保する。

4. 道路内の既設水路上部を歩道として利用する。

北側道路（市道田谷田谷前線） 

5. 業務用通用口へのアクセス道路として，現状維持のまま利用する。

［出入口・道路計画の条件］ 
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【高低差処理計画】 

1. 土壌汚染調査に基づいた対策工事と合わせて，搬出入土を極力抑えた合理的な計画と

し，その上で適切な計画地盤高さを設定する。

2. 外周道路と計画地の高低差を考慮し，「都市計画法開発許可制度便覧（宮城県土木部建

築宅地課）」等の基準を満たした法面及び，擁壁を計画する。

3. 西側の敷地内通路は擁壁の撤去により，周辺に影響が生じない対策をする。

4. 圧迫感の少ない擁壁計画や法面緑化等により，周辺敷地に配慮した計画とする。

【防災調整池について】 

1. 宮城県で定める防災調整池設置指導要綱以前の開発地であること，旧病院跡地の流出

係数と比較し現況に対して同程度であると想定され，流出係数の増加がなければ，開

発における防災調整池の整備は不要となる。

【駐車場計画について】（P31「4-2-4 駐車場の規模」参照） 

1. 計画必要台数の来庁者用および公用車用駐車場を可能な限りエリア分けをした配置と

し，各動線を十分考慮して計画する。

2. 職員用駐車場は，第５駐車場等に計画する。

【その他】 

1. 計画地西側には，敷地内通路を計画する。
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7-2-3 敷地造成計画の比較検討

「7-2-2 敷地造成計画の条件」を前提条件として，敷地造成計画案の整合性と実現性

について比較検討を以下に整理します。 

※各敷地造成計画案は,比較検討するための仮の想定です。

※斜路勾配について

基本計画書では敷地に制限があり斜路勾配を 12％で計画しているが，車両の運転のしや

すさや冬季の凍結等に配慮して，今後の設計でより詳細に検討することにより，さらに勾

配を緩くすることが望ましい。
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７－３ 配置計画の考え方

7-3-1 配置計画の考え方

新庁舎基本整備基本理念・基本方針等の内容を踏まえ，建物配置の考え方を以下に整理し

ます。 

【車両動線・駐車場】 

1. 新庁舎敷地内駐車台数は，来庁者用（市議会議員用含む）：130 台，公用車用：71

台を確保し，斜路からのアクセス性や視認性に配慮した計画とする。

2. 来庁者の主要な交通手段が車であることから，駐車場から庁舎出入口までの歩行距

離や利便性に配慮した計画とする。

3. 来庁者駐車場は，可能な限り南・東側に配置し，冬季の凍結に配慮する。

4. 来庁者駐車場は，災害時敷地内広場と共に災害活動スペースとして活用できる計画

とする。

5. 庁舎正面には，バスやタクシーの一時的な乗り降りのためのスペースを設置する。

6. 公用車用駐車場は，東側および北側通用口への動線に配慮し，可能な限り来庁者用駐

車場とエリア分けした計画とする。

【歩行者動線】 

1. 来庁者が庁舎にアクセスしやすく，分かりやすい，周辺からの視認性が高い配置計画

とする。

2. 車いす利用者や子ども連れの来庁者が周辺道路から容易にアクセスできるよう，高

低差解消に配慮した動線を計画することで，市民が気軽に立ち寄れる施設計画とす

る。

3. 敷地内動線は歩車分離を図り，歩行者の安全性を十分に確保する。

【周辺環境への配慮】 

1. 北側および東側の民地等近隣への日照の確保や，圧迫感の低減等に十分配慮した建

物配置や建物ボリューム計画とする。

【その他】 

1. 庁舎内の市民の協働・コミュニティ活動スペースと一体的につながる敷地内広場を

整備する。

2. 建物の平面形状や配置等の工夫により，可能な限り自然採光と通風を確保しつつ，照

明や空調負荷等に配慮した環境性能の高い計画とする。

3. 建物の主な出入口は，冬季の季節風等に配慮した計画とする。
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7-3-2 配置計画検討

敷地造成計画【2 案】および【3 案】（P51「7-2-3 敷地造成計画の比較検討」参

照）を仮想定として，「7-3-1 配置計画の考え方」を前提条件として，各配置計画案

の整合性と実現性について以下に示します。

※建物配置，駐車計画等については，検討するための仮の想定です。

7-3-3 建物ボリュームイメージ

建物の想定階数は，屋外広場や駐車場とのバランスを考慮した上で 4 階～6 階程度を

想定していることから，新庁舎の各想定階数における建物ボリュームイメージを以下に

示します。

※建物ボリュームイメージは，新庁舎の配置計画を想定するための目安であり，建築計

画を限定するものではありません。 

【CASE B:斜路東側配置パターン】 【CASE A：斜路西側配置パターン】 
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７－４ 構造計画の考え方

7-4-1 構造体の耐震安全性の目標及び保有すべき目標

官庁施設は，来庁者等の安全を確保するとともに，大規模地震発生時に災害応急対策活動

の拠点として機能を十分に発揮できるよう，総合的な耐震安全性を確保する必要がありま

す。このため，国土交通省では「官庁施設の総合耐震計画基準」を制定し，次のとおり耐震

安全性の目標を定めています。役場庁舎は災害応急対策において特に重要な官庁施設であ

るため，構造体はⅠ類，建築非構造部材は A 類，建築設備は甲類を目指します。 

【耐震安全性の基準】 

出典：官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省）

【耐震安全性の分類】

出典：国土交通省 

構造体 ⾮構造部材 建築設備
・指定⾏政機関
・指定地⽅⾏政機関
・⼤震法強化地域機関

Ⅰ類 A類 甲類

・上記以外の指定地⽅⾏政機関
・準ずる機能の機関 Ⅱ類 A類 甲類

・病院及び消防関係施設のうち災
害時拠点として機能すべき施設 Ⅰ類 A類 甲類

・上記以外の病院，消防関係施設 Ⅱ類 A類 甲類
被災者の受け⼊れ 学校，研修施設等で避難所指定さ

れた施設 Ⅱ類 A類 ⼄類

・放射能物質，病原菌類の貯蔵・
使⽤ Ⅰ類 A類 甲類

・⽯油，⾼圧ガス，毒物，⽕薬類
の貯蔵・使⽤ Ⅱ類 A類 ⼄類

多数の⼈が利⽤する
施設

・⽂化施設，学校施設，社会福祉
施設等

Ⅱ類 B類 ⼄類

・⼀般官庁施設 Ⅱ類 B類 ⼄類

⼈命及び物品の安全
性確保が特に必要な
施設

・危険物貯蔵
・危険物使⽤

その他

耐震安全性の分類

・災害時の情報収集
・指令，災害復旧
・救護物資等の備蓄
・救急搬送活動

災害応急
対策活動の
必要な施設

救護施設 ・被災者の救護救助
・救急医療活動

避難所指定

災害対策
の指揮，
情報伝達
のための
施設

分類 活動内容 対象施設例

部位 グレード 耐震安全性の⽬標
Ⅰ類 ⼤地震動後，構造体の補修をすることなく建築物を使⽤できることを⽬標とし，⼈

命の安全確保に加えて⼗分な機能確保が図られている。（重要度係数1.5）
Ⅱ類 ⼤地震動後、構造体の⼤きな補修をすることなく建築物を使⽤できることを⽬標と

し，⼈命の安全確保に加えて⼗分な機能確保が図られている。（重要度係数1.25）
Ⅲ類 ⼤地震動により⼤地震動により構造体の部分的な損傷は⽣ずるが，建築物全体の耐

⼒の低 下は著しくないことを⽬標とし，⼈命の安全確保が図られている。（重要度
係数 1.0）

A類 ⼤地震動後，災害応急対策活動や被災者の受け⼊れの円滑な実施，⼜は危険 物の管
理のうえで，⽀障となる建築⾮構造部材の損傷，移動等が発⽣しない ことを⽬標と
し，⼈命の安全確保に加えて⼗分な機能確保が図られている。

B類 ⼤地震動により建築⾮構造部材の損傷，異動などが発⽣する場合でも，⼈命 の安全
確保と⼆次災害の防⽌が図られている。

甲類 ⼤地震動後の⼈命の安全確保及び⼆次災害の防⽌が図られていると
共に， ⼤きな補修をすることなく，必要な設備機能を相当期間継続できる。

⼄類 ⼤地震動後の⼈命の安全確保及び⼆次災害の防⽌が図られている。

構造体

建築⾮構
造部材

建築設備



7-4-2　地震に対する構造形式

建物の骨組みを強化し，地震の揺れに対し耐える構造
地震に対し「建築物が倒壊せず，人が避難できるこ
と」を前提とした建物強度

△
制振部材により地震エネルギーを吸収して揺れを低減
し，構造体の損傷を防止する構造  ダンパー設置

△
建物と基礎の間などに免震装置・減衰装置を配置し，
地震の揺れを直接建物に伝えない構造　積層ゴム，す
べり支承，オイルダンパーなど設置

〇

大地震の際に建物が損傷しても人命の安全を確保する
ことを目標としている
家具や銃器等の転倒や移動などが生じる

×

鉄骨造や超高層ビルなど柔らかく，しなやかな建物
で，地震，風による揺れなど建物に影響を与える様々
な要因から建物を守る
家具や銃器等の転倒や移動は耐震構造より抑えられる

△

建物内の人々の安全を確保するだけでなく，設備機
器，什器への影響も大幅に低減されるため，地震後の
機能維持をはかることが可能
建物は大きくゆっくり動く

〇

震災後，建物は補修が必要になり業務継続が困難な場
合がある

△
補修可能な範囲で，建物の損害を免れる
耐震構造よりは震災後の業務継続が可能となる

△
建物は健全で内部の什器・機械類に移動・転倒がな
く，震災後の業務継続が可能

〇

部材が損傷するため被災後には構造体，内外装材，設
備機器など修復が必要となる
建物の損傷や室内の被害の程度によっては，即時使用
ができない場合がある

×

被災後の修復は耐震構造よりも抑えられる
建物の水平変形により効果を発揮するため鉄骨造の建
物に適している
超高層建物では地震時の後揺れを収束させる効果があ
る

△

構造体を含めてほぼ無被害のため，継続使用が可能
免震層は大きく変形（最大６０㎝程度）するので，建
物外周部に仕掛（エキスパンションジョイント等）が
必要になる

〇

構造上の要素（大きな柱梁断面・ブレース・耐力壁な
ど）により，平面的な制約が生じる可能性が高い

×
構造上の要素（ブレース状のダンパーなど）により，
平面的な制約が生じる場合がある

△
建物内部の計画に際して，制約条件がほとんどなく，
自由度が高い

〇

地上部の建物周囲にエキスパンションジョイントが不
要なため，有効活用ができる

〇
地上部の建物周囲にエキスパンションジョイントが不
要なため，有効活用ができる

〇
地上部の建物周囲にエキスパンションジョイントを設
置するため60㎝程度のスペースが必要

△

建設コスト
（イニシャル）

一般的な工法であり，各型式中最も安い 〇
ダンパーの設置等を要し，耐震構造と比較してやや高
い

△
免震装置やエキスパンションジョイントのほか，建物
周囲の掘削量が増加するため，最も高い

×

LCC（ランニング）
※通常時のメンテナンス

メンテナンス費用は不要 〇
定期点検は計測・目視による業務で費用も高くない

（５年，１０年，以降１０年毎）
△

定期点検は計測・目視による業務で費用も高くない
（５年，１０年，以降１０年毎）

△

LCC（ランニング）
※大地震時のメンテナンス

補修の範囲が建物全体と広範囲に及ぶ可能性がある ×
補修の範囲が建物全体と広範囲に及ぶ可能性がある
が，主要な構造部材の損傷は，耐震構造に比べ低減で
きる

△
免震層のみの調査でよい

補修の可能性は低い
〇

災害対策拠点として機能継続を確保するため，構造上
の要素により，平面的な制約が生じる可能性が高い

×

大地震動に対しても，機能保持が特に必要な官庁施設
について適している
低層の場合，建物の揺れが小さく制振装置の効果がで
にくい

△

庁舎の緊急対応や災害対策拠点としての機能上，最も
適している
大地震動に対しても，機能保持及び収容物の保全が特
に必要な官庁施設について適している

〇

〇　制振構造および免震構造の効果は，採用する架構や対象とする振動外乱の大きさにより異なるため，基本設計の段階で，それぞれの機構の特性を十分に検討し，目的に適合した構造形式を選択する必要があります。

〇　業務継続の観点から電気や空調などの設備や，建物を使用する上で必要な機能や仕上材などの非構造部材への対策も考慮する必要があります。

基準級 上級 特級

免震構造耐震構造 制振（制震）構造

耐震・制震・免震の３種類を比較します。設計段階において構造，規模，形状やコスト等の検討を踏まえた上で最も適切な形式を選定します。

計画上の制約

建物周囲の有効活用

耐震性能グレード

実現できる構造形式

総合評価

構造的な特徴

コ

ス

ト

構造形式

概　念　図

定　　義

技術内容・目標
（内部の揺れ）

緊急時の機能維持

制振構造
免震構造

概念図出典：Weblio辞書

耐震構造
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７－５ 外構・景観計画の考え方

新庁舎建設における外構および景観については，国立公園に指定された三陸リアス式海岸

や緑豊かな山並みなど，気仙沼市を象徴する周辺の景観と調和しつつ，新たな行政の中心地

として，周辺のさらなる価値を高め，親しまれる景観を形成します。 

新庁舎の敷地と周辺道路との間には高低差があり，敷地外周に擁壁等の構造物の設置が考

えられますが，無機質で圧迫感を与える景観とならないように，デザインを考慮した擁壁や

圧迫感の少ない法面等の整備による緑化を検討します。 

また，都市計画法施行令第 25 条より，開発区域面積の３％以上緑地面積を確保し，うる

おいのある都市景観を創出します。なお，緑化に当たっては，メンテナンス性にも十分配慮

します。 

［景観を考慮した擁壁・法面のイメージ］ 

 庁舎建物前には，景観形成や人々の交流，にぎわいの創出にも貢献する，多目的に利用

できる屋外広場を計画します。 

なお，具体的な外構・景観計画は，基本設計の段階で検討します。 

デザインされた擁壁のイメージ 法面緑化のイメージ 
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７－６  設計工程・工事工程の考え方

今後の基本・実施設計および工事工程については，以下の点に留意して進める必要があり

ます。 

（１）基本・実施設計の考え方

・ 解体・造成・建築の連携を図ることで，設計と施工の各ステップにおいて質の高い合理

的な計画となるように十分配慮が必要です。

・ 建築計画と造成計画は，同じコンセプトを共有することで，地形を生かした，経済的か

つ合理的な計画とします。

（２）工事工程の考え方

施工計画については，旧市立病院解体からはじまり，敷地造成工事，庁舎建設工事を

一体的に検討する必要があります。 

以下にその流れの概要を示します。①施工現場出入口を確保し，②解体工事を行いま

す。その際，区域外との高低差を仮設等で抑えながら進め，③造成工事につなげ，敷地

南側を除いた範囲を完成させます。④庁舎を建設し， 後にステップ⑤南側の擁壁等の

造成工事及び道路工事を行い庁舎完成となります。 

解体工事・敷地造成工事・新庁舎建設工事を連続的に一体的に進める検討が必要です。 

尚，今後の設計工程でより詳細に検討することにより，工事工程の更なる合理化を図

ります。 

［想定施工ステップの概要］ 
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７－７ 基本設計にむけて

今後の基本・実施設計に向けて，特に次の点に留意して進めてまいります。 

【共通事項】 

・ 新庁舎整備期間が長期にわたるため，道路機能の維持，水道等のライフラインの確

保に配慮した施工計画を検討します。

・ 計画地周辺道路の現況幅員が狭いことや，近隣建物が近接しているなど，周辺の状

況に配慮して検討・立案します。

【建築設計】

・ 新庁舎計画地と周辺道路には高低差があります。子どもから高齢者まで，障がいの

有無や性別に関わらず，誰もが利用しやすい庁舎となるように，バリアフリーやユ

ニバーサルデザインに配慮した計画とします。

・ カーボン・ニュートラルや SDGs 実現に向け，環境への配慮を行い， 適なライ

フサイクルコストのもと，「ゼロカーボンシティ」にふさわしい庁舎とします。

【造成設計】 

・ 地質調査，土壌汚染調査の結果に基づき，周辺道路からのアクセス性や防災への配

慮を含め，合理的な地盤高さを設定します。

【事業費】 

・ 本基本計画にて提示した事業費は，基本構想をベースに，造成計画や建物規模の見

直し，建物単価等の精査を重ね試算したものです。今後も，資材単価や人件費の変

動も含め事業費の変動が想定されるため，具体的な設計検討の中で更なる精査を

します。

【事業スケジュール】 

・ 新庁舎を早期に遅滞なく供用開始できるよう，解体・造成・建築等，関連業務との

調整を図り，着実に事業を推進します。
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