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気仙沼市新庁舎建設基本計画（概要版）

５．新庁舎に求める機能・性能

４．既存施設利活用の検討

３．計画位置２．新庁舎建設の基本理念・基本方針

１．新庁舎建設基本計画の策定にあたって

　各基本方針を実現するための新庁舎に求める機能・性能は，以下のとおりとなります。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，最大の機能・性能が発揮される庁舎を目指します。

基本方針１ 市民の利便性の向上や協働空間を提供する庁舎

（１）総合窓口等による市民サービスの向上（１）総合窓口等による市民サービスの向上

　・総合窓口の設置と可能な限りワンフロアでの窓口 
　　対応
　・音声案内，モニター表示による分かりやすい　　
　　窓口
　・誰もが使いやすいローカウンターの窓口
　・ゆとりある明るい待合スペース
　・総合案内設置や，コンシェルジュの配置検討

（２）利用者の動線に配慮した計画（２）利用者の動線に配慮した計画

　・市民利用の多い部署は低層階に集約
　・職員と来庁者の動線が頻繁に交差しない配置

　・来庁者のプライバシー
　　に配慮した窓口カウン
　　ターの設置
　・様々なニーズに対応で
　　きる相談室の設置

（３）窓口や相談室等のプライバシー機能の確保（３）窓口や相談室等のプライバシー機能の確保

　新庁舎建設にあたって「新庁舎建設基本構想」にお
いて，現庁舎の課題を解決し，これからの庁舎に求め
られる役割や市民が誇りを持てる庁舎とするため，以
下のとおり基本理念・基本方針を定めました。

■計画地の概要

　既存施設利活用については，旧病院施設の再利用の
是非を比較検討した結果，既存施設は全て解体し，新
築することにより新庁舎を整備するという方針としま
した。

誰もが使いやすい窓口イメージ
（藤沢市役所 /神奈川県）

誰もが使いやすい窓口イメージ
（藤沢市役所 /神奈川県）

誰もが使いやすい窓口イメージ
（藤沢市役所 /神奈川県）

ワンフロア配置の総合窓口イメージ
（五所川原市役所 /青森県）

ワンフロア配置の総合窓口イメージ
（五所川原市役所 /青森県）

ワンフロア配置の総合窓口イメージ
（五所川原市役所 /青森県）

プライバシーに配慮した窓口イメージ
（市原市役所 /千葉県）

プライバシーに配慮した窓口イメージ
（市原市役所 /千葉県）

プライバシーに配慮した窓口イメージ
（市原市役所 /千葉県）

　本市では，東日本大震災（平成 23 年 3 月）以降，復旧・復興を優先して事業を実施してきましたが，その一
方で，現庁舎は耐震基準を満たしていないことに加え，老朽化も進み，安全性が確保されていない状況です。
　そのため，市民の利便性の向上，防災拠点機能，行政運営の効率化の観点から，新市建設計画，新市基本計画，
第２次気仙沼市総合計画においても，主要事業として新庁舎の整備を位置づけてきました。
　以上のことを踏まえ，有識者会議による検討を経て，「気仙沼市新庁舎建設基本構想」（令和 2 年 3 月策定）
において，基本理念や基本方針，建設場所，建設計画の概要等について基本的な方向性を定めました。
　「気仙沼市新庁舎建設基本計画」は，基本構想をもとに新庁舎の機能・性能，既存旧病院施設の利活用を含め
た施設計画の検討及び事業手法等の諸条件を整理するものであり，今後の基本設計及び実施設計等を踏まえ建設
に至るまでの指針となるものです。

（４）（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発信機能の充実

　・情報発信モニターやパンフレットコーナー等の設置
　・情報を発信できる展示スペース等の設置
　・庁舎内で利用できる無料 Wi-Fi を設置

令和３年７月
気仙沼市



〈ユニバーサルプランレイアウトイメージ〉

（１）誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入（１）誰にでもやさしいユニバーサルデザインの導入

　・安全でわかりやすい動線・配置・サイン計画等
　・多機能トイレや授乳室の設置等，誰もが安心して
      利用できる施設計画
　・利用者の意向が反映されるよう配慮

（１）（１）フレキシブルな執務空間の確保とユニバーサルプランの導入フレキシブルな執務空間の確保とユニバーサルプランの導入

・組織改変に柔軟に対応可能なオープンフロアの執
務空間とユニバーサルプランの導入

・部署間連携等に配慮した，効率的な組織配置
・積算設計部署等は，特に適正管理が可能な配置
・市長・副市長室，およびその他関連諸室は，連携

とセキュリティに配慮

基本方針５ 機能的で効率的な行政機能を実現する庁舎

（１）省エネ・創エネなどによるグリーン庁舎の推進（１）省エネ・創エネなどによるグリーン庁舎の推進

※1 カーボンニュートラル：
　　エネルギー需要を抑え，必要なエネルギーに対しては再生可能エネル　
　　ギーを調達することで年間を通しての二酸化炭素排出収支がゼロになる
　　状況等
※2 BEMS（ビルエネルギーマネジメントシステム）：
　　空調・照明設備等の接続機器の制御や電気使用量のピークを抑制・制御

※3 ZEB　READY（ゼブ・レディ）：
　　ZEB（年間のエネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築
　　物）を見据えた先進建築物として，外皮の断熱化及び高効率な省エネル
　　ギー設備を備えた建築物

　・地域木材活用等，環境にやさしい庁舎の実現を目
　　指す
　・木材利用の検討
　・耐久性に優れた建築材料や再生材などの採用検討

（２）環境負荷の低い建築材料等の使用（２）環境負荷の低い建築材料等の使用

（３）（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・運営管理・解体に至るまでのコスト低減への配慮

・社会情勢の変化や制度，組織の改変等に対応でき          
　   る庁舎を目指し，将来の改修費用を抑制
　・建設，運営管理，将来の解体に至るコスト低減

基本方針４ 環境にやさしくランニングコストを配慮した庁舎

（１）高い耐震性能の検討（１）高い耐震性能の検討

　・耐震構造を基本とし，高い耐震性の確保
　・災害応急対策において特に重要な施設として，総  
      合的な耐震安全性を確保

（２）災害対策本部機能の充実（２）災害対策本部機能の充実

　・災害対策本部のおける関係課等の連携と設備機器
　　設置
　・災害時に状況を把握し易い，立地を生かした配置
　・災害対策本部室の平常時における有効利用
　・災害時の敷地内ヘリコプター離発着可能スペース
　　の検討

（４）災害時にも業務が継続できる機能の確保（４）災害時にも業務が継続できる機能の確保

　・電力引込の２系統化，通信回線の多重化，適切な
　　サーバー室の確保等のバックアップ体制の強化
　・災害時における関連機関等との通信手段確保
　・災害時の庁舎継続使用と早急な災害対応実施が可
　　能な構造の採用
　・災害時活動拠点にも活用可能な屋外スペース確保
　・防災資機材倉庫の敷地内整備

（３）庁舎のライフラインの維持（３）庁舎のライフラインの維持

　・非常用電源設備や耐震貯水槽，雨水利用などの
　　導入

（２）高齢者や障がい者等に配慮したバリアフリー化（２）高齢者や障がい者等に配慮したバリアフリー化

　・エレベータやスロープ等による段差解消。点字ブ
      ロック等の設置や濃淡のある色彩計画など，障が
      い者等に配慮したバリアフリー計画

基本方針２ 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの庁舎

基本方針３ 市民の安全・安心を支える防災機能が充実した庁舎

A部署 B部署 C部署 A部署 B部署 C部署D部署

組織変更前 組織変更後 間仕切変更

（５）（５）市民の協働・コミュニティ活動などの市民の協働・コミュニティ活動などの
　　　　　　　　　　　　　　      利活用スペースの確保　　　　　　　　　　　　　　      利活用スペースの確保

・市民が気軽に集える空間
　　を設置
　・閉庁時にも開放可能なイ
　　ベントにも活用できる空
　　間を計画
　・立地を生かし眺望も兼ね
　　備えた空間を演出

（７）利便性に配慮した駐車場・駐輪場等の確保（７）利便性に配慮した駐車場・駐輪場等の確保

　・使いやすさと歩行者の通行に配慮
　・アクセス車両動線や通過交通に配慮した安全な進
　　入路の整備を検討
　・バスやタクシー乗降場のエントランス付近への設
　　置検討
　・「ゆずりあい駐車場」の設置
　・緊急車両のアクセス動線や，災害時の避難通路の   
      確保への配慮

（６）市民が気軽に立ち寄れる（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　　　　　　　　　　施設機能の充実と空間の確保

　・子ども達が安全に遊ぶことができるキッズスペース
　・市民が気軽に利用できる利便機能 ( 飲食スペース
　　 等 ) の導入を検討

市民が気軽に集える空間イメージ
（小林市役所 /宮崎県）

市民が気軽に集える空間イメージ
（小林市役所 /宮崎県）

市民が気軽に集える空間イメージ
（小林市役所 /宮崎県）

・自然環境を利用した手法（自然採光，自然換気等）  
や高効率設備等の採用により省エネルギー化を図
る

・再生可能エネルギー（太陽光，地中熱等）を積極
的に活用し，カーボンニュートラル※１を推進す
る

・BEMS※２の導入検討，「ZEB　Ready※3」の 
認証取得を目指す



〈庁舎規模算定の基本指標〉

（３）（３）多様な用途に対応した会議・打合せスペースを確保多様な用途に対応した会議・打合せスペースを確保

・Web 会議にも対応可能な様々な規模の会議室
・会議室は可動間仕切等により多様な規模や用途へ

対応
・簡単な打合せや面談等が手軽に行うことのできる

打合せスペースの確保

　今後も社会変化への対応や人口減に伴う職員数の減
少，ICT 化による働き方の変化など将来性を踏まえ，
機能的かつ効率的でコンパクトな庁舎を目指します。
　移転直後においては，基本構想で新庁舎に入るとし
た部署でも既存施設を活用することを想定しています。

（４）議会の施設機能充実（４）議会の施設機能充実

・議会フロアは高層階，同一フロアに集約
・議場レイアウトは対面式を基本とする
・ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮し　     

た，市民に開かれた議会フロア
・誰もが気軽に傍聴できる計画
・各種委員会等が開催可能な遮音性の高い会議室
・議場や会議室のモニター中継，インターネット 

配信，電子投票システム等の設置

■主な階構成
　①低層階
　　・市民利用の多い窓口機能を有する部署
　　・市民の集える広場など市民が多目的に利用でき
　　　る市民活動を有するスペース等
　②中 / 高層階
　　・日常的な窓口業務を有しない部署
　　・防災機能を担う部署
　　・議場及び議場関連諸室

（５）書庫，倉庫機能の適切な配置（５）書庫，倉庫機能の適切な配置

　・書庫は，文書保存量のスリム化を図り，適切な規
　　模のスペースを確保
　・建物内外の倉庫は，効率的な備品等の収納が可能

（６）福利厚生機能の充実（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，リフレッシュルーム等）の
　　導入
　・多様な働き方に対応する職員の職場環境向上
　・来庁者からの視線に配慮した職員昼食スペース等
　　の設置

（７）執務空間のセキュリティ対策（７）執務空間のセキュリティ対策

　・個人情報保護と業務セキュリティ確保
　・セキュリティレベルに応じた入退室のセキュティ
      確保
　・個人情報の保護や，業務遂行上の秘密保持の観点
      から，セキュリティに配慮した配置計画

（８）感染症対策への対応（８）感染症対策への対応

・ 新型コロナウィルス感染症等，感染症対策とし 
て， ソーシャルディスタンスを念頭に置いた窓口
待合スペースや会議室等の設置や，運用に合わせ
た設備機器の選定，Web 会議可能なスペース等
の整備などを計画

新庁舎規模を約 9,000 ㎡～ 10,000 ㎡程度約 9,000 ㎡～ 10,000 ㎡程度とします。

屋外倉庫　：　125 ㎡程度125 ㎡程度
自動車車庫：　130 ㎡程度130 ㎡程度　とします。

①　総務省の基準による方法　　　　　 　　  約 10,200 ㎡
②　国土交通省の基準による方法　　　 　　  約 10,100 ㎡
③　新庁舎に求める機能・性能に基づいた算出による方法　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　約  9,700 ㎡
④　近年整備された事例を用いた規模算出による方法　　　                 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約 10,200 ㎡

（２）進化する ICT（情報通信技術）機能への対応（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
　　ロアを基本とする
　・ICT の高度化に対応可能な設備スペース検討

（２）駐車場規模

　駐車場規模は，右表により整理しました。

　新庁舎建設にあたっては，今後の人口減少やデジタ
ル技術の進化と活用に伴う車での来庁機会の減少，
カーシェアリングなどによる車の所有や人々の移動

（モビリティ）の概念の変化なども見込まれるため，
駐車場規模のコンパクト化を図ります。

６．新庁舎の想定規模の算定

（１）新庁舎規模

　庁舎規模算定の基本指標に基づき，必要な新庁舎規模を設定した上でその 90 ～ 95％としました。

７．新庁舎のフロア構成

議場等

市長・副市長室
防災機能

行政執務機能等

市民サービス機能（窓口等）
エントランス
情報発信機能等

市民交流
協働機能駐車場 広場

アクセスの容易性 連携 連携

ア
ク
セ
ス
の
容
易
性

連
携

中
／
高
層
階

低
層
階

オープンな打合わせスペース
（垂井町庁舎 /岐阜県）

オープンな打合わせスペース
（垂井町庁舎 /岐阜県）

オープンな打合わせスペース
（垂井町庁舎 /岐阜県）

執務室内打合わせスペース
（五所川原市役所/青森県）
執務室内打合わせスペース
（五所川原市役所/青森県）
執務室内打合わせスペース
（五所川原市役所/青森県）

コンパクト化 90 ～ 95％

※さらなる縮小も視野に入れ検討



北側隣地境界南側道路境界

T.P.13.6m▼
計画地盤▲

T.P.3.0~3.5m▲

合理的な地盤
高さの設定

市道  田谷上田中線

南病棟 管理棟 増築棟

現況地盤
計画地盤

既存病院

通用口

通用口

来庁者用出入口

市道田谷７号線
6.0ｍ以上の幅員確保

市道田谷上田中線
9.0ｍ以上の幅員確保

右折レーン設置
擁壁
道路

法面

新庁舎区域
（想定開発区域）

その他
事業範囲 出入口

【凡例】

民地

【地盤高さの考え方】

市道田谷田谷前線北側

東側

南側

通用口

通用口

新庁舎

斜路

東側街区との離隔

北側民地への日影規
制・圧迫感への配慮

来庁者用出入口

駐車場
広場

高低差の解消

駐車場

動線の交差

敷地内通路

                                  

１０．概算事業費・財源

１１．事業スケジュール

９．配置計画の考え方

８．造成計画の考え方

　建物配置の主な考え方を以下に整理します。

【車両動線・駐車場】

　・斜路からのアクセス性や視認性に配慮する

　・来庁者駐車場は冬季の凍結に配慮した計画とする

【歩行者動線】

　・周辺からの視認性が高い配置計画とする

　・車いす利用者等の来庁者が周辺道路から容易にアク
　　セスできるできるよう，高低差解消に配慮する

　・敷地内は歩車分離を図り歩行者の安全性を確保する

【周辺環境への配慮】

　・近隣への日照の確保や，圧迫感低減に配慮する

【その他】

　・庁舎内市民協働スペースと一体的につながる敷地　
　　内広場を整備する

　本事業計画地は，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
備を行います。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。
　造成計画の主な考え方を以下に整理します。

【出入口計画】

　・出入口は，南側に来庁者用，東・北側に業務用を
　　中心として計画する

　・南側斜路は，車両交通・歩行者に配慮した勾配と
　　し，出入口の視認性に十分配慮する

【道路計画】

　・南側道路（市道田谷上田中線）は，幅員を 9.0ｍ
　　以上確保し，庁舎敷地側に歩道を計画する

　・東側道路（市道田谷 7 号線）は，幅員を 6.0ｍ以
　　上確保し，既存水路上部を歩道として利用する

【高低差処理計画】

　・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の設定をする

■概算事業費

※基本構想から約 -7.77 億円縮減

■財源

※財源について , 市全体の財政負担を軽減する手法について継続して検討していきます。
※概算事業費は，あくまで基本計画策定時点での想定金額であり，今後の設計段階や社会情勢等により変更になる可能性があります。

※上記配置計画は新庁舎の配置計画を検討するための仮の想定であり，今後基本設計において具体的な検討を行い，決定します。

【CASE A：斜路西側配置】


