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建設に至る経緯について

現在の第１庁舎は、昭和２９年に建設されて以来、６６年が経過しており、
第２から第５庁舎においても建設から４０年以上と長い年数を経ていることから、
施設の老朽化、狭隘化、分散化及び耐震性能の問題等の理由により、市政運営や
住民サービスに支障をきたしているなど、市役所機能の利便性において課題が
あります。

≪課題≫

・市民が利用する待合室やプライバシーに配慮された相談室の確保ができない。

・市民や民間事業者が各種申請や届け出等を行なう際、複数の庁舎にまたがって手続きを
行なわなければならない場合があり市民サービス面に著しい支障をきたしている。

・各施設の維持管理コスト、職員の庁舎間移動に伴う経費等、行政コストの面で負担が大きい。

・災害時及び緊急時における対策本部機能や業務継続性の確保など迅速な対応が困難。

・現庁舎の構造上の問題や庁舎が狭く分散していることにより、組織改編等に柔軟な対応
ができない。また高度情報化社会の進展に伴うOA機器の設置やシステム整備を行なう
ことが困難。

････など
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建設検討の経過（１）

昭和 61年 11月

平成 2年 2月

6年

21年 12月

22年 9月

23年 3月

釜石市庁舎建設検討委員会設置

釜石市庁舎建設検討委員会報告書提出
▶鈴子町に建設

建設用地取得（鈴子）

釜石市庁舎建設検討懇談会設置

釜石市庁舎建設検討懇話会「新庁舎建設に向けた基本的考え方」提出
●鈴子町地区と天神町地区を比較検討
・地域活性化や公共施設の再配置及び防災上の観点から、旧釜石小学
校跡、旧釜石第一中学校跡地を含めた敷地での建設が望ましい。

・シープラザなどを含む駅周辺の賑わいを考えた場合、効果的に活用
できるスペースの確保が必要である。

・消防庁舎との同一地域での建設は面積的に可能であるが、ゆとりを
持った建設とはならない。

▶建設場所は鈴子町地区より天神町地区の方がふさわしい

東日本大震災により庁舎１階・地下部分が浸水被害
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建設検討の経過（２）

平成 23年 12月

24年 7月

26年 3月

27年 2月

釜石市復興まちづくり基本計画 策定《市議会で議決》
・鈴子地区への消防庁舎の早急な整備を促進する。
・震災の教訓を生かした市庁舎は、これまでの当市の中心的な都市機能
を担ってきた歴史性を踏まえ、拠点性の向上に努めることとして東部
地区への建設を進める。

釜石市庁舎建設検討懇話会
震災により状況が一変したことから、再度、議論を重ね「新市庁舎の建
設場所」については「孤立をしない整備等を条件に、東部地区内の現市
庁舎前面を含む周辺用地」を建設候補地とする。

釜石市庁舎建設検討懇話会が提言書を提出

●現市庁舎周辺で用地取得について検討実施
・地権者が求める「代替地」の確保、あるいは不動産鑑定評価額以上
の売買価格の設定などについて、震災後３年が経過する現下の状況を
総合的に考えた場合、用地取得は不可能と思料される。

・代替地として提案した「仮設住宅解体後の天神町市有地（旧釜石小学
校跡地）」は、自宅等再建の時間軸と合わない。

・被災者の自力再建を最優先とし、その推移を見ながら新市庁舎の建設
を考えている。強制的に用地取得を行うことは考えていない。

▶現庁舎周辺用地の取得を断念し、新たな建設候補地は「天神町旧釜石
小学校跡地」を適地とする。

東部地区公共・公益施設整備調査委員会設置 03



建設検討の経過（３）

平成 28年 4月

28年 7月

29年 8月

30年 9月

31年 3月

令和 元年 7月

１0月

東部地区公共・公益施設整備調査委員会が提言書を提出
▶ 現庁舎の増改築案と、天神町の旧釜石小学校跡地への新築案を比較

検討した結果、現庁舎の耐久性の問題や、増改築費用等を考慮する
と建設場所は「天神町の旧釜石小学校跡地」が望ましい。

釜石市新市庁舎建設検討委員会設置

釜石市新市庁舎建設検討委員会が提言書を提出
▶建設場所は「天神町の旧釜石小学校跡地」とする。
そのため、市として、次の項目へ早急に対策を実施すること。
・市道只越天神町線（旧国道45号）の交差点改良による安全対策。
・水害への備えとして十分な排水対策。
・建設地へ複数路からアクセスするための、市道天神町3号線改良。

▶規模については、第1～5庁舎、教育センター、保健福祉部を集約した
総合庁舎とする。施設規模は、将来の人口減少を勘案した職員数
に見合うものとすること。

釜石市新庁舎建設基本計画及び基本設計業務プロポーザル実施

釜石市新庁舎建設基本計画策定

釜石市新庁舎建設基本設計完了

釜石市新庁舎建設実施設計着手 04



計画概要

＜基本理念＞

（１）基本理念・基本方針

『復興のシンボルとして釜石らしい
まちづくりの拠点となる庁舎』

＜基本方針＞

・「機能的で安全な庁舎」

・「市民に開かれ利用しやすい庁舎」

・「都市づくりの拠点となる庁舎」

・「震災から得られた教訓を生かし

防災拠点としての機能を重視した庁舎」
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計画概要

（２）３つの設計コンセプト

1.災害に強い『強靭な新庁舎』

外観イメージ図
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2.『みんなのホール（多目的ホール）』から拡がる『防災と交流』

3.市民を優しく迎える『ピロティ』



計画概要

１）敷地概要

（３）建築計画概要

無指定日影規制

西側道路 市道 天神町３号線

南側道路 (仮称)市道 天神町5号線

東側道路 市道 只越天神町線

北側道路 市道 天神町４号線周辺道路

３００％容積率

建蔽率 ９０％

準防火地域、法２２条地域（屋根不燃化区域）地域地区等

１１，７５７.９２㎡敷地面積

近隣商業地域用途地域

岩手県 釜石市天神町３３－１計画地
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計画概要

２）建築計画概要

（３）建築計画概要

耐震性能

建築面積

駐車場

階 数

構 造

延床面積

新庁舎棟

建築設備 甲類

建築非構造部材 Ａ類

構造体 Ⅰ類

３，０２４㎡

地上４階 地下なし

１０１台(多目的駐車場３台含む）

鉄骨造 一部
鉄骨鉄筋コンクリート造

７，８５０㎡

階 数

構 造

延床面積

公用車車庫棟

地上２階 地下なし

鉄筋コンクリート造

６９０㎡

大地震時でも人命の安全確保に加え
て、構造体、設備の補修をすること
なく、建物を使用でき、十分な機能
確保が図られる計画とする。
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計画概要

外観イメージ図
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外観イメージ図



配置計画と外部動線計画
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駐輪場
2駐車場2



以前の配置計画と外部動線計画
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施設の詳細について
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1F 総合案内・窓口イメージ図



施設の詳細について

（１）窓口の計画
1) 来庁者の目的に合わせた窓口計画とします。
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（２）ユニバーサルデザインの計画

誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン庁舎とするため以下の点に配慮し
ます。

1) 世代を問わず誰にも優しくわかりやすいユニバーサルデザインによる新庁舎

（４）防災計画
1) エントランスホールを中心に敷地全体を防災拠点として活用

2)強靭な構造体と災害後も機能継続できる計画（構造的配慮）

3)庁議室を中心に災害対策室を集約配置し、迅速な対応を可能にします
（利用面の配慮）

（３）セキュリティの計画
1) 一般来庁者エリアを適切に設定し情報漏えいを確実に防止します。



施設の詳細について

（４）防災計画
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車庫棟2階に計画。168時間の連続運転を可能とし、災害対策関係室
及び一時避難スペース等へ電力を供給。※燃料備蓄は72時間

屋外に耐震型受水槽を設置し、飲用水として15ｔの容量を確保
（※延べ2600人の飲用水）。非常時の取り出しも可能な計画。

車庫棟ピットに250ｔの容量を確保し、トイレ用水（40％の貯水量で420人

1週間利用可能）として利用。火災時の消防水利としての利用も計画。

車庫棟ピットを利用し、100ｔの容量を確保。
下水遮断時に一時貯留（※30ℓ/日・人使用で420人1週間利用可能）。

車庫内に5箇所設置できる計画とし、利用時には非常用汚水槽へ排水。

太陽光発電（蓄電）設備を設置して、災害時にも電力供給できる計画。

停電時に外部電源車からの電力供給が可能な計画。

みんなのホールや会議室、待合スペース等で避難者の収容が可能。

非常用発電設備

受水槽

雨水貯留槽

非常用汚水槽

マンホールトイレ

太陽光発電

外部電源取入れ

一時避難スペース



施設の詳細について

（５）省エネルギー計画
1) 環境への配慮とＢＣＰ（事業継続）にも対応した省エネルギー計画
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各階の平面計画

（１）１階 執務エリア 窓口/みんなのホール/多目的広場
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各階の平面計画

（２）２階 執務エリア 窓口/会議室
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各階の平面計画

（３）３階 執務エリア・市長室等
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各階の平面計画

（４）４階 議会エリア
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概算事業費・財源計画
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全 体 事 業 費（消費税10％込）

庁舎建設費 ４１億８６百万円

その他（外構工事・設計・備品等） １４億１２百万円

道路整備費等 ３億 円

計 約５８億９８百万円

財 源 計 画 （R2.9現在）

庁舎建設基金 約２９億６４百万円

市 債 約２８億８４百万円 ※市町村役場機能緊急保全事業 等

一般財源 約 ５０百万円



新庁舎建設関連事業
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今後の予定について

2020
Ｒ2

2021
Ｒ3

2022
Ｒ4

2023
Ｒ5

仮設住宅退去及び解体（県施工）⑨

新庁舎建設

実施設計

建設工事（移転含）⑬

現庁舎解体

交差点／
道路整備

天神町3号線（2期）③

（仮）天神町5号線 ④

只越天神町線 ⑥･⑦･⑧
（電柱移設・歩道橋撤去含）

雨水排水整備 ①･⑩-1･⑩-2・⑩-3

水道管布設 ⑤-1（完了済）･⑤-2･⑤-3

天神の沢3・4砂防事業（県施工）
※2024（R6）年度末まで

※周辺地区にお住まいの方々には特にも配慮し、事業を進めて参ります。
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R5概成予定

事業内容
年 度


