
第３回 南三陸町庁舎建設検討委員会 

次      第 

 

日 時：平成１８年７月１０日（月）午後２時から 

場 所：南三陸町役場行政第２庁舎２階 大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 議 題 

（１） 報告事項 

・まちづくり住民意向調査の結果等について（資料１） 

 

（２） 協議事項 

①基本方針の検討・とりまとめ方法について 

・基本的な方向性について 

 

・時期及び手法について 

 

②その他 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 



参考 

 

南三陸町庁舎建設検討委員会 これまでの委員発言等要旨 

 
 
○会議開催実績 
第１回 平成１８年２月２７日（月）午前１０時３０分から午前１１時５３分 
・委員の委嘱 
・今後のスケジュールの確認 
第２回 平成１８年３月３０日（木）午後１時２０分から午後４時４０分 
・庁舎等公共施設の視察 
・南三陸町の財政状況について 

 
○会議における主な委員発言要旨 
・現在の本庁舎は、カウンター等に書類が山積されており、全体的に狭いという印象を

受ける。 
・庁舎内部が全体的に暗い印象を受ける。明るさがほしい。暗いイメージを改善する必

要がある。 
・各公共施設が離れすぎているのではないか。保健センターや教育委員会なども本庁に

一緒にあれば、町民も１箇所で用事を済ませることができると思う。 
・本庁舎は、だいぶ老朽化していることがわかった。 
・職員数の減少、電子情報化推進による紙の減少等も考慮に入れて検討すべき。 
・防災対策庁舎は、将来庁舎が移転した際にはどうなるのか。 
・新規建設以外の選択肢、改築や機能移転等を視野に入れて検討すべきではないか。 
・町民にとっての役場の位置づけ。どれくらいの頻度で町民が足を運ぶのか。行政がな

すべきことの優先順位等を考える必要があると思う。 
・財政状況を考慮すると、新規建設はかなり難しいように思う。 
・予算の裏づけがない状況で検討するのはいかがなものなのか。 
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資料１ 

南三陸町まちづくり住民意向調査の結果等について 

○調査の概要 

調査名称：まちづくり住民意向調査 

調査時期：平成18年5月16日から5月31日まで 

調査方法：調査票は行政区長を通じて配布し、郵便により回収した。 

調査対象：18歳以上の町民から2,000人を無作為抽出 

回収件数：1,074件（回収率53.7％） 

※その他詳細は次ページのとおり 

 

○調査結果 

詳細は別添のとおり 

(単位：%)

選択肢 全体
志津川
地区

戸倉
地区

入谷
地区

歌津
地区

1
現在の本庁舎は老朽化している
ので、町民が利用しやすい場所
に新たに整備すべきである。

14.5 11.3 15.8 14.3 18.5

2

本庁舎の整備は必要と考える
が、まずは、新町建設計画に盛
り込まれた生活･産業･教育基盤
等の施設整備を優先して行うべ
きである。

47.0 52.0 45.3 50.9 39.5

3

新たな庁舎を整備する必要はな
く、現在の本庁者･総合支所の
機能連携により、町民の利便性
を確保すべきである。

34.0 32.5 36.7 27.7 36.9

4その他（自由回答） 4.5 4.2 2.2 7.1 5.1

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 
 
・庁舎を新たに整備すべきと答えた人の割合（選択肢１）は、全体の 14.5％であった。地区別で見
た場合でも、最高は歌津地区における 18.5％であり、20％に満たない結果となっている。 
・庁舎整備に積極的な人（選択肢１：14.5%）と消極的ながら本庁舎整備の必要性を認めた人（選
択肢２：47.0%）を含めた全体の 61.5%は、庁舎整備の必要性について認めている。 

・全体の 81.0％（選択肢２と３の合計）は、庁舎整備の優先度は低い（不要、あるいは他の基盤整
備を優先すべき）と答えている。 

 



南 三 陸 町 ま ち づ く り 住 民 意 向 調 査 

＜今後の本庁舎整備の考え方に関する集計結果＞ 
 

 

◇単純集計◇ 
 

5 

327 

117 

149 

476 

0 100 200 300 400 500 

無回答 

歌津地区 

入谷地区 

戸倉地区 

志津川地区 

 

54 

46 

346 

480 

148 

0 100 200 300 400 500 600 

無回答・無効 

その他 

新たな庁舎を整備する必要はな

く、現在の本庁舎・総合支所の機

能連携により、町民の利便性を確

保すべきである。 

本庁舎の整備は必要と考え る

が、まずは、新町建設計画に盛り

込まれた生活・産業・教育基盤等

の施設整備を優先して行うべき

である 

現在の本庁舎は老朽化しているの

で、町民が利用しやすい場所に新

たに整備すべきである 

 
◇クロス集計◇ 

 

18.5 

14.3 

15.8 

11.3 

14.5 

39.5 

50.9 

45.3 

52.0 

47.0 

36.9 

27.7 

36.7 

32.5 

34.0 

5.1 

7.1 

2.2 

4.2 

4.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

歌津地区 

入谷地区 

戸倉地区 

志津川地区 

全体 

現在の本庁舎は老朽化しているので、町民が利用しやすい場所に新たに

整備すべきである 

本庁舎の整備は必要と考えるが、まずは新町建設計画に盛り込まれた

生活・産業・教育基盤等の施設整備を優先して行うべきである 

新たな庁舎を整備する必要はなく、現在の本庁舎・総合支所の機能連携

により、町民の利便性を確保すべきである 
その他 

 
  

（1020） （148） （480） （346） （46） 

（51） （235） （147） （19） 

（22） （63） （51） （3） 

（452） 

（139） 

（112） 

（314） 

（16） （31） （8） （57） 

（58） （124） （116） （16） 

（ ）は実数 

*クロス集計には、問５「本庁舎整備の考え方」に無回答・無効の 54票を含まず。また、全体に

は居住地無回答の３票を含むため４地区合計の実数は必ずしも一致しない 



＜その他の意見＞ 

○宮城県南三陸合同庁舎を利用すべきではないかという意見 

回    答 性別 年齢 居住地域 

国県の出先機関を譲り受ける。合同庁舎、ハローワーク跡など

が良いと思う。 

男 18～29歳 志津川地区 

耐震の問題等があるので、早い時期に県合庁に移動することを

検討すべきである。 

男 30～39歳 志津川地区 

県合同庁舎。 男 40～49歳 志津川地区 

老朽化が著しいので、他の公共施設等の転用、国県施設の払い

下げ等は－。 

男 40～49歳 志津川地区 

合庁を利用できないものか。 男 50～59歳 志津川地区 

合同庁舎の使用。 男 50～59歳 志津川地区 

噂によると県合庁が空くとのこと。その建物をそのまま使えれ

ば良いと思います。 

男 60～69歳 志津川地区 

合同庁舎が廃止されるという噂を聞きました。そこを使用する

ことができないのですか。 

女 30～39歳 志津川地区 

県合同庁舎が迫に移転後、利用すればいいと思う。 女 30～39歳 志津川地区 

志津川合庁を払い下げしてもらう。駅にも近くて、車を運転し

ない人も行きやすい。 

女 50～59歳 志津川地区 

宮城県志津川合同庁舎の後を利用できたらいいと思う。 女 50～59歳 志津川地区 

県の合同庁舎が気仙沼に移転して空いていると聞いています。

この施設をうまく活用すべきだと思います。新しい庁舎の建設

は必要ないと思います。 

女 50～59歳 志津川地区 

県合同庁舎移転後、その跡地 女 60～69歳 志津川地区 

県税事務所の後を、払い下げしてもらったらどうですか。そし

て国道45号バイパスをトンネルで繋いではどうでしょうか。 

男 60～69歳 戸倉地区 

志津川合庁を使う。 女 70歳以上 入谷地区 

合同庁舎に移転する。 男 18～29歳 歌津地区 

宮城県の施設、県の合同庁舎(志津川)を譲り受けて、南三陸町

役場として活用する。 

男 60～69歳 歌津地区 

現在の本庁舎は老朽化している。県知事がお話したことであ

る。県合同庁舎で良いと思う。 

男 60～69歳 歌津地区 

合同庁舎など、空になった所を利用する。 女 50～59歳 歌津地区 

今、使用していない合庁を利用したほうが良い。 女 50～59歳 歌津地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○その他の意見 

回    答 性別 年齢 居住地域 

空き公共施設を利用する。 男 60～69歳 志津川地区 

老朽化よりも、本庁舎としてあまり好ましくない暗い雰囲気が

ある。また、津波の被害が高い確率で予想されるような場所に

あるというのは、どう考えてもふさわしくない。したがって、

新たに整備すべきとは思うが、身の丈にあったものにすべき。 

女 30～39歳 志津川地区 

モッタイナイはいまや国際語。金がなければ、ないなりの生活

は当たり前。身の丈にあう町の計画はトップダウンで。 

女 60～69歳 志津川地区 

③に近いが、新たな庁舎を是非にと見栄を張りたいとしてみ

る。しかし、現在の各課長の頭脳(採用年度の成績)を考えると、

立派なハコものに入れておく価値があるか。公務員ずらして、

いくら町民の方に還元しているのか。私ならず？であろう。だ

から、しばし待てが答えである。 

男 50～59歳 戸倉地区 

特例債等を活用して有効的、効率的に建築するもの良いと思

う。しかし、住民すべてが利用しやすい場所はありえないと思

う。今後の自治体合併も考えられる状況下では、無理をして整

備することもないと思う。 

男 18～29歳 入谷地区 

本庁舎の整備も必要であるが、それ以前に、中で働く職員を整

備、教育すべきである。 

男 40～49歳 入谷地区 

適当なところに安く借りる。 男 40～49歳 入谷地区 

新たな庁舎を整備する必要はなく、今後において利用されなく

なる庁舎的建物、そして庁舎に必要とされる物件を利用すべき

で、それが他のすべてに優先する。 

男 60～69歳 入谷地区 

財政的に無理なら、建設はしないほうがいいし、有効に活用で

きる建物があれば、そこを役場として使えばよい。 

女 18～29歳 入谷地区 

‘借金も財産のうち’、‘貧乏人は麦を食え’ 確かに麦は健康

につながる。けれど借金は人を殺す。財布の中身を確認して行

動することも今の南三陸町には必要ではありませんか。かわい

いのは自分だけではいけないと思います。 

女 50～59歳 入谷地区 

志津川、歌津が合併して新しい町づくりを目指すのだから、本

庁舎が新しい場所(南三陸町の中心)にないのなら、あまり今後

の発展は望めないと思う。未来は新しい開発と挑戦から。 

男 30～39歳 歌津地区 

職員のことにお金を使うより、町民のために使ってほしい。少

し古くても、これまで使っていたところなので、だいじょうぶ。 

女 30～39歳 歌津地区 

町民が利用しやすいというよりも、地震、津波等の災害があっ

た場合、きちんと機能できる場所に建築するべきだと思う。本

庁舎は危険な場所にあるし、老朽化している。災害本部として、

安全第一に（防災センターも心配）。 

女 40～49歳 歌津地区 

本庁舎、総合支所の整備はどうでもよい。職員の対応の悪さか

ら見直したほうがよい。 

女 50～59歳 歌津地区 

津波などの被害があると思われるので、少し高台の方へ新築さ

れたほうがよいです。商工団地辺りが望ましいです。 

女 50～59歳 歌津地区 

合併したので、利用しやすい中間地点に。 女 60～69歳 歌津地区 
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3)市街地については、既存の建
物を他の目的に活用したり、
遊休地の流動化を促進するな
ど、今後、あまり拡大しない
ようにしていく。 

１ ２ ３ ４ ５ 

4)市街地や集落の空き家につい
ては、住みたい人、借りたい
人に融通できるような仕組み
を構築していく。 

１ ２ ３ ４ ５ 

5)企業誘致や観光施設等の整備
などにあたっては、既存の開
発地域内での未利用地の活用
に重点を置き、あまり新たな
開発整備を行わないようにし
ていく。 

１ ２ ３ ４ ５ 

6)あまり利用されなくなった公

共施設については、その目的

を見直して、地域ニーズに沿

った形で利活用されるように

していく。 

１ ２ ３ ４ ５ 

 
 
問５ 南三陸町の今後の本庁舎整備の考え方についておたずねします。今後、

10 年を考えた場合、あなたのお考えに近いものを１つ選び、番号を○印で
囲んでください。 

 
 
 １．現在の本庁舎は老朽化しているので、町民が利用しやすい場所に新たに

整備すべきである。 
 
 
 ２．本庁舎の整備は必要と考えるが、まずは、新町建設計画に盛り込まれた

生活・産業・教育基盤等の施設整備を優先して行うべきである。 
 
 
 ３．新たな庁舎を整備する必要はなく、現在の本庁舎・総合支所の機能連携

により、町民の利便性を確保すべきである。 
 
 
 ４．その他（具体的に：                         

                                  ） 
 
 
 
 

※『南三陸町まちづくり住民意向調査』より 一部抜粋 
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