
1 
 

第３回多賀地区多目的運動場整備基本構想策定委員会  議事録 

 

日  時：  平成 25年８月 27日（火） 午後２時～２時 40分 

場  所：  八戸市庁本館３階 第三委員会室 

出席委員：  大沢泉委員、音喜多市助委員、和泉俊雄委員、嶋脇洋三委員 

       階上金三郎委員、宮古忠市郎委員、米内正明委員  以上７名 

欠席委員：  なし 

出 席 者：  庁内関係課 

事 務 局：  高島まちづくり文化スポーツ観光部長、 

在家まちづくり文化スポーツ観光部次長、村山スポーツ振興課長 

       松橋主査、工藤主査、盛主査、佐々木主事 

       エイト技術株式会社 調査設計部 北村典雄、坂下憲孝 

 

 

１．開 会 

●事務局  本日は、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。私は、

本日司会を務めさせていただきます、まちづくり文化スポーツ観光部スポーツ振興課の○

○です。よろしくお願いいたします。 

それでは、只今より、第３回多賀地区多目的運動場整備基本構想策定委員会を開催いた

します。当委員会は、第１回、第２回と非公開で開催してまいりましたが、今回より公開

となります。本日の会議はお手元の次第に沿って進めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

それでは、開会にあたりまして、大沢委員長からご挨拶をお願いいたします。 
 
●委員長  第３回目の委員会の開催にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。皆様には

大変お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。第１回、第２回と会

議を開催し、大きなスポーツ大会の誘致による多賀地区の活性化や、スポーツ施設の整

備・充実を図ることでスポーツの振興に繋げることを目標にして、基本構想について検討

して参りました。 
 また、前回の会議ではたくさんの貴重なご意見を出していただいたことから、２つあり

ました施設配置案については、事務局が次回までに委員会の意見を聴取してまとめること

といたしました。その後、各委員から意見を聴取していく中で、施設配置については、津

波避難施設を集落により近い位置にすることや、スポーツ施設の競技運営における利便性

を図るなど様々な要素を総合的に考慮した結果、施設の中央に津波避難複合施設兼管理棟

を配置するケース１案をもとに計画するということとなりました。 
 本日は、これまで検討してきた内容をもとに基本構想の素案をまとめておりますので、

皆様には活発なご検討をお願い申し上げまして、簡単ではございますが挨拶とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願い致します。 
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●事務局  ありがとうございました。それでは、資料のご確認をいただきまして、会議

に入りたいと思います。 
資料といたしましては、本日の次第、出席者名簿、席図、資料１の基本構想素案、資料

２の今後の策定委員会のスケジュール案でございます。資料の漏れなどはございませんで

しょうか。 
また、第２回委員会の議事録につきまして、委員長よりご指名いただきました嶋脇委員

と階上委員の両委員からご承認いただき、お手元にある内容を持って確定させていただき

ましたことをご報告いたします。 
それでは、議事に入りますので、大沢委員長よろしくお願いいたします。 
 

●委員長  それでは、議事に入らせていただきます。 
まず、第３回の議事録の署名人について、私の方から指名させていただくということで

よろしいでしょうか。 
今回は、和泉委員と音喜多委員にご承認いただいて確定するということとします。よろ

しくお願いいたします。 
それでは、「（１）仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想素案について」事務局から説

明願います。 
 
 
２．審議案件 

（１）(仮称)多賀地区多目的運動場基本構想(素案)について 資料１ 

●事務局  資料１をご用意ください。それでは、「（仮称）多賀地区多目的運動場整備基

本構想（素案）について」説明いたします。 
 これまでの策定委員会で説明した内容を改めて整理、記述した部分につきましては、細

かい説明は割愛させていただきますので、ご了承くださるようお願いいたします。 

 資料１ページをお開きください。第１章 基本構想策定の趣旨と基本構想の位置づけ、

１．基本構想策定の趣旨については、震災の津波による住家被害が市内で最も大きかった

多賀地区の活力を創出するため、（仮称）多賀地区多目的運動場を整備するとともに、そ

の管理棟は、最大クラスの津波から逃げ遅れた避難者が被災を免れることを目的とした、

日常機能を有する一時避難施設である津波避難複合施設と一体的に整備するため基本構

想を策定するものでございます。 

 続きまして、資料２ページをお開きください。２．基本構想の位置づけでは、３つの上

位計画から位置づけを説明しています。１番目は、（１）第５次八戸市総合計画。２番目

は、（２）八戸市復興計画。３番目は、（３）多賀地区復興まちづくり計画です。内容につ

いては、第１回策定員会での説明と同様ですので割愛させていただきます。 
 続きまして、資料３ページをお開きください。第２章 施設整備の基本的な考え方、１．

多目的運動場整備のための基本的な考え方については、主に３点、１点目は、スポーツに

よる地域活性化として、多くの人が集まり、交流の場としてにぎわいのある多賀地区を目
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指すため、スポーツ施設を整備すること。２点目は、主としてサッカー競技施設として整

備することとして、八戸市は、県内においてサッカー競技が盛んであることから、多賀地

区の活性化のための活発な利用と集客を期待し、サッカー競技施設の機能を充実させるこ

と。３点目は、地区の交流施設であるコミュニティセンターとの相乗効果の創出として、

日常的にスポーツに親しむための地区住民の交流拠点施設として整備することの３点で

す。 
 ２．津波避難複合施設の基本的考え方については、２点、１点目は、最大クラスの津波

から逃げ遅れた避難者が被災を免れることを目的とした一時避難施設であり、コミュニテ

ィセンター、多目的スペースといった日常機能を有する施設であること。２点目は、多目

的運動場の管理棟と一体的に整備することです。 
 続きまして、資料４ページをお開きください。第３章、建設候補地の位置と概要につい

て説明いたします。（１）位置では、計画地の地理的概要として海岸線からの距離、標高、

八戸市中心部からの距離について記述しています。（２）交通について、中心市街地から

の自動車によるアクセスの時間、バスでの移動時間及び主要地方道八戸百石線は現地写真

を交えて説明しています。 
 資料５ページをお開きください。（３）土地利用については、現地写真と都市計画図を

用いて説明しています。 
 資料６ページをお開きください。ここには想定される計画地周辺の浸水深予想区域図を

示しております。 
 続きまして、資料７ページをお開きください。第４章、施設整備計画について説明いた

します。１．施設の検討では、多目的運動場整備の基本的な考え方に基づき、サッカー競

技施設としての機能を充実させながら、次のような機能を備える施設を整備いたします。 
 （１）多目的運動場については、検討の内容として主に４点、１点目は、地域内外にお

ける交流人口の拡大を図るため、県大会・東北大会規模の各種大会が開催できる施設とし

て整備を行うこととし、観客席付きの天然芝グラウンドを整備すること。２点目は、多く

のサッカー競技者が利用できる施設として、高い稼働率が期待できる夜間照明設備を備え

た人工芝グラウンドを整備すること。３点目は、各種スポーツ、レクリエーション行事な

どを通じて、交流やコミュニケーションを深めることができ、また、地域住民が日常的に

利用できるスペースとして、広場兼臨時駐車場等屋外スペースを整備すること。４点目は、

運動場と津波避難複合施設を一体的に整備することで日常の施設の有効活用を図り、地区

住民、市民が集う交流拠点施設として、コミュニティセンター、多目的スペースを整備す

ることの４点です。 
 （２）津波避難複合施設については、「多賀地区復興まちづくり計画」を踏まえて、一

時避難スペース、コミュニティセンター約 300 ㎡、多目的スペース約 120 ㎡程度を、多目

的運動場の管理棟と一体的に整備いたします。 
 続きまして、資料８ページをお開きください。２．施設の規模は、基本構想で計画した

施設の一覧表です。 
 左の欄から、施設の分類、施設名、概ねの面積、備考となっています。なお、面積につ
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いては、図上測定ですので、合計面積がこれまで説明してきた 9.8ha、つまり登記簿上の

面積集計約 98,000 ㎡と誤差が生じているものです。ご了承ください。施設配置について

は、掲示した基本構想図案若しくは説明資料の最後に綴りましたＡ３版をご覧ください。

委員の皆様から集約した意見として、球技場側は前回のケース１、臨時駐車場側はケース

２を採用した計画内容となっています。 
 続きまして、資料９ページをお開きください。３．施設の機能と整備水準について説明

いたします。 
 （１）球技場（天然芝）については、前回の説明と基本的には同じですが、管理棟及び

津波避難複合施設の機能・施設水準については詳細に記述しています。 
なお、消防団市川分団第二班屯所については、最下段の茶色の四角枠に検討結果を記載

していますが、運動場の性質上、合築が不適切でありますことから地区内の別な場所へ移

転することに結論が出ましたので、表中からは削除しています。 

 資料 10ページをお開きください。  

 上段の図は、管理棟と津波避難複合施設の断面をイメージしています。左側の破線、上

から津波最高水深、津波最低水深、最下段が現況の高さを表しています。４階が安全な高

さだということが分かります。図の右上は、芝生スタンドのイメージです。６分の１と書

いてあるのは、芝生の傾斜を示すもので水平方向６ｍに対して１ｍ下がっていることを表

しています。 
 （２）多目的グラウンド（人工芝）及び次のページ、資料 11 ページの（３）駐車場に

ついてですが、前回の説明と内容について相違がある点としましては、計画案が１つに絞

られましたので、今回お示しした基本構想図案を基に面積及び数量を算定し直したことに

よる違いで、基本的な部分での変更はございません。 
 資料 12 ページをお開きください。 

 （４）トイレについては、天然芝グラウンドのメインスタンド及びバックスタンドにそ

れぞれ１箇所、スタンド外に利便性を考慮して２箇所の合計４箇所を計画しました。整備

するトイレの男女比率についても、女性トイレが混雑しやすい実態を踏まえて、男性側 4.5、

女性側 5.5 の割合で整備することとしました。また、身障者トイレについては、別途４器

設けることとしました。（５）その他園路・広場等については、園路・広場、芝生広場、

緑地について、機能と配置について説明したものです。なお、芝生広場については、健康

遊具等の配置を計画しています。 
 資料 13 ページをお開きください。 

 （６）避難路については、市道及び農道を拡幅整備する方針で、それぞれ幅員 19ｍ、幅

員６ｍに拡幅して整備する予定としております。 

 （７）調整池ですが、調整池の配置についは、市川土地改良区のご担当者様から用水ル

ートを踏まえた雨水の排水処理の考え方についてご指導頂き、赤い矢印で示す排水ルート

としました。これによって、北側の調整池については、水産加工団地内を通る排水ルート

側へ配置を変更しています。 
 続きまして、資料 14ページをお開きください。４．施設配置計画、（１）施設配置の考
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え方について説明いたします。 

 競技場については、２点、１点目は、天然芝グラウンドはゴールを南北方向にして、計

画地の東側、住宅地側に配置する。これによるメインスタンドは東向きとなり、西日を避

けることができること。２点目は、利用頻度が高いことが予想される人工芝グラウンドは、

利用による騒音や、夜間利用による照明の住宅地への影響が軽減されることの２点です。 
 津波避難複合施設についても２点、１点目は、メインスタンド及び管理棟が計画地の中

央に位置することで、球技場２面の連携及び競技運営等の機能が強化されること。２点目

は、同時に津波避難複合施設が中央に位置することにより、多目的運動場のランドマーク

としての機能と津波避難施設建設の意図のシンボル性が高まることの２点です。 
 緑地については、３点、１点目は、緑地を配置して敷地全体に潤いを与えると同時に、

地区の景観形成を図ること。２点目は、主要地方道八戸百石線沿いに緩衝緑地を配置し、

騒音軽減、安全性向上を図ること。３点目は、球技場建築、管理棟周辺は積極的な緑化を

図り、緑豊かな運動施設としての環境形成を図ることの３点です。 
 駐車場についても３点、１点目は、駐車場は常設の駐車場、関係者専用駐車場に区分す

ること。２点目は、多くの観客が見込まれる大会では、臨時駐車場を開設すること。３点

目は、臨時駐車場は、駐車場→臨時駐車場①→臨時駐車場②の順序で利用状況により、開

設できるよう配置することの３点です。 
 資料 15 ページをお開きください。（２）動線の考え方については、前回説明しました動

線計画をより具体的に表現したものであり、特に変更した点はありません。八戸市の中心

側から関係者の専用駐車場へのアクセスについては、水産加工団地側の広い幅員の道路を

利用しＵターンする動線を考えています。 
 続きまして、資料 16 ページをお開きください。５．施設整備に際しての留意事項を項

目別に整理しました。 

 事業の円滑な推進の面から２点、１点目は、開発許可、農業用水などに関して、関係機

関への許認可申請、調整等に時間を要するため、早急な着手が必要なこと、２点目は、軟

弱地盤は、コスト及び工事スケジュールに影響を及ぼす恐れがあるため、早期の地盤調査

と軟弱地盤対策の検討が急務であることの２点です。 
 建築物の耐震、津波対策の面では、建築施設については耐震・津波への強度補強、津波

対策など細部の設計検討項目の検討が必要であること。 
 環境保全対策の面から３点、１点目は、ＬＥＤなど省エネルギー機器の採用、建設時の

環境負荷低減などの取り組みを進め、環境に配慮した施設整備を目指すこと。２点目は、

施設まわりの外灯に、風力発電を内蔵した照明の採用を検討すること。３点目は、調整池

については、時代のニーズを背景に、ビオトープ化なども検討する必要があることの３点

です。 
 管理の面から２点、１点目は、芝生グラウンドの芝の管理では高度な管理技術が要求さ

れ、市内の管理関連団体との整備段階からの調整が必要であること。２点目は、地元コミ

ュニティの利用を踏まえ、設計段階から地元の意見、要望を含め調整を図る必要があるこ

と。 
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 話題づくりの面では、地域活性化に向けて、新しい多賀の地区イメージとして、新たな

サッカー拠点づくりの他、例えば「花の名所」づくり、プロムナードや駐車場などを活用

したイベント開催など、話題づくりにも生かせる工夫を行う必要があること。 
 事業費及び管理費の縮減の面では、今後の財政運営を考慮し、施設の整備コスト及び管

理コストを縮減するための建築・土木・造園設計の幅広い工夫が必要であること。 
 建設財源の確保の面では、建設財源は、地元負担を軽減するため、国等の補助制度を活

用するものとして、復興交付金やスポーツ振興くじ助成金等が考えられること。 
 以上、施設整備に際しての留意事項として、11 点を取り上げました。 
 続きまして、資料 17ページをお開きください。第５章、管理運営方針については、１．

施設管理、２．施設運営ともに、前回の策定委員会で承諾頂きました内容と同一のため、

割愛致します。 

 続きまして、資料 18 ページをお開きください。第６章、事業スケジュールについて説

明いたします。スケジュール表は、第１回策定委員会で説明したものと同様で、平成 28

年度の供用開始を目標としています。 

 設計者の選定方法についてですが、多目的運動場の設計者の選定については、設計者と

十分な協議を重ねることができ、利用者、管理者双方の視点を建築に反映できることなど

から、プロポーザル方式を採用することを予定しています。 
 資料の 19 ページから 23 ページには、参考として、現有施設の利用状況についてまとめ

ています。これは、第１回策定員会で説明した資料とほぼ同じ内容となっています。 

 また、資料の最後にはＡ３版で作成しました、仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想

図案を綴っていますのでご確認をお願いいたします。 
 以上で、仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想素案についての説明を終了いたします。 
 
●委員長  ただいま事務局から、（１）仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想素案に

ついて説明がありましたが、ご意見やご質問はございませんか。 
 
●Ａ委員  産直の場合ですが、建物の中で毎日やるのはちょっと難しいです。朝市的な

感じでやりたいと思います。その場合に、駐車場にテントを張っても良いということでし

たが、それでよろしいですか。 
 
●事務局  産直につきましては、先日、皆様の方に行ってご説明した通りで、１階の多

目的スペースのほか、駐車場の一部を利用する形で可能ということです。 
 また、そういった団体等が増えていけば計画的なことを考え直さなければならないと思

いますが、今のところは産直等についての団体がございませんので、そうなった時点でま

た考えることも可能だと思います。 
 
●Ａ委員  その時は相談したいと思います。 
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●委員長  他にございませんでしょうか。 
よろしいようですので、「仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想素案について」事務

局の案のとおりとさせていただきます。 
 
（２）今後の策定委員会のスケジュール案について 資料２ 

●委員長  次に、「（２）今後の策定委員会のスケジュール案について」事務局から説明

お願いします。 
 
●事務局  それでは、（２）今後の策定委員会のスケジュール案について説明いたしま

す。資料２をご覧ください。 
 今後のスケジュールにつきましては、本日の第３回基本構想策定委員会終了後、８月下

旬に地権者説明会の開催及びパブリックコメントを実施いたします。９月に入りまして、

10 日、火曜日に地元意見交換会、下旬に最終の会議となりますが、第４回基本構想策定委

員会を予定しておりまして、本日ご審議いただきました素案をもとに、地元意見交換会及

びパブリックコメントによる市民のご意見を踏まえ、皆様に最終案をお示ししたいと考え

ております。 

 以上で、資料２の説明を終わらせていただきます。 
 
●委員長  ただいま事務局から、「今後の策定委員会のスケジュール案について」説明

がありましたが、ご意見やご質問はございませんか。 
 

（意見・質問等なし） 

 
●委員長  よろしいようですので、「今後の策定委員会のスケジュール案について」事

務局の案のとおりとさせていただきます。最後に、その他委員の皆様から、何かあればご

発言をお願いします。 
 
●Ｂ委員  管理棟の中の更衣室等に関して、色々検討していくと思うのですが、最近で

は、ゲリラ豪雨が各地区でありますが、サッカーの競技をしていて、ゲーム中に雨が降っ

た時のために更衣室の中にシャワールームを作って欲しい。意外にシャワールームが作ら

れていない競技場が結構ありますので、サッカー競技である以上は、ゲーム中に大雨が降

った場合に、すぐにシャワーが利用できるような施設を作った方が良いと思います。 
 
●事務局  それにつきましては、サッカーの競技団体と話を進めながら考えていきたい

と思います。 

 
●Ｃ委員  25 日の日曜日に青森県サッカー選手権大会が東運動公園で決勝戦を行いま

してヴァンラーレ八戸さんが八戸学院大学さんに勝ちました。今度の９月１日、日曜日に



8 
 

天皇杯の全国大会の一回戦が十和田の高森山で開催されることになりました。 
私も色々県内の決勝戦などに行ってますが、先日の試合では観客数が今までで最高の集

客だったようです。東運動公園のメインスタンドがほぼ一杯になり、おおよそですが 700

名弱くらい観客が集まりました。私は、早めに行ったのですが、駐車場が一杯で停める所

がなかったという感じです。700 名ぐらい集客し、他の大会も入っていると駐車場がない

という状況です。 
なので、今回のように駐車場がかなり広いとそれ以上に観客を誘致できるし、何かの大

会の時に産直とまでいかなくても物品を販売できると購入する方もいると思うので、こう

いう基本構想に沿った形の施設で対応してもらえればと思います。 
 
●Ｄ委員  先程のシャワールームの件ですけども、ゲリラ豪雨だけではなく、ゲームが

終わったらさっとシャワーを浴びられるような施設が良いと思います。夏であれば、汗も

かきますし、シャワー程度で終わってさっと帰れれば良いと思いますので、そういった施

設にしていただければと思います。 
 
●事務局  精査して参りたいと思います。 
 
●Ａ委員  先程の産直の話ですが、大会がある時は中の産直の広場を活用したいと思い

ます。その他は、朝市的な感じとしたいと思います。産直をするにしてもどういう風な形

で行っていけば良いのか指導的なものをお願いしたいと思うのですがいかがなものでし

ょうか。他ではどのような形で産直というものを行っているのか。 
 
●事務局  産直を行う団体等が構成された時に相談に乗り、お互い良い方向でいけるよ

うにしたいと思います。現段階ではそういったのがまだないので、団体の構成がはっきり

してきた段階で関係各所とも相談しながら進めたいと思います。 
 
●Ａ委員  はい。 
 
●委員長  その他ございませんでしょうか。それでは、よろしいようですので、本日の

議事を終了いたします。ご協力ありがとうございました。進行を司会にお返しいたします。 
 
 

３．閉 会 

●事務局  長時間にわたり、ありがとうございました。次回の第４回策定委員会は、最

終の会議となりますが、９月下旬を予定しております。後日改めてご案内いたしますので、

よろしくお願いいたします。以上をもちまして、第３回多賀地区多目的運動場整備基本構

想策定委員会を終了いたします。お疲れ様でした。 
【終了 午後２時 40 分】 


