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第４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９月 24 日（火） 午後２時～２時 40 分 

場  所：  八戸市庁本館３階 第一委員会室 

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：  髙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。 

本日の司会は前回に引き続きまして、スポーツ振興課の○○が務めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

それでは、只今より、第４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。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。 

まず、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４回目の委員会の開催にあたりまして、簡単にご挨拶を申し上げます。 

皆様には、大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 
本日はこれまで審議していただいた内容をもとに、仮称多賀地区多目的運動場の基本構

想案をまとめております。今回の基本構想案には、前回の会議において、各委員から出た

ご意見を反映したことも含めて、いくつか素案から変更している部分もでてきております。

また、先日開催された地元意見交換会の概要についても触れられておりますので、そうい

ったことも踏まえながら、ご審議いただければと思います。 
委員の皆様には、多賀地区の震災からの復興並びに活力創出という目的を達成するため

にも、本運動場の早期整備の実現に向けて、仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想をご

承認いただき、本日が最終の会議となるようにしたいと思っておりますので、どうぞよろ

しくご審議の程お願い申し上げます。 
 
●事務局  ありがとうございました。 
それでは、資料をご確認いただいてから、会議に入りたいと思います。 
本日の資料は、次第、出席者名簿、席図、資料１が２枚、資料２が２枚、そして資料３
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の基本構想案でございます。資料の漏れなどはございませんでしょうか。 
また、第３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音喜多委

員と和泉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４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、宮古委員と米内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。 
本日の審議案件の「（１）パブリックコメント及び地元意見交換会への対応について、（２）

基本構想素案から基本構想案への主な変更点については、（３）の仮称多賀地区多目的運

動場基本構想案」と関連がございますので、一括してご審議いただきたいと思います。 
それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

 
 
２．審議案件 

（１）パブリックコメント及び地元意見交換会への対応について  資料１ 

●事務局  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、「（１）（仮称）パブリックコメント及び地元意見交換会における対応につい

て」ご説明いたします。資料１をご覧ください。 
 まず、１のパブリックコメントの実施結果ですが、８月 30 日から９月 13 日までの２週

間、実施したところ、寄せられたご意見はございませんでした。 
 続いて、２の地元意見交換会における意見への対応についてですが、実施日時は、去る

９月 10 日、火曜日の午後６時半から、場所は橋向生活館、ご参加いただいた地区住民は、

約 35 名程度でございました。 
 意見交換会では、基本構想素案をもととした内容の資料にてご説明し、お集まりの住民

の皆様からご意見を頂戴いたしました。その対応状況について、下記の表に記載させてい

ただいておりますので、ご説明させていただきます。 
 （１）運動施設に関することについて、１点目ですが、施設の稼働率を上げるため、多

くの市民が利用できるような料金の検討をして欲しいとのご意見をいただきました。意見

への対応といたしましては、施設の利用料金については、市内外の類似施設を参考に、他

の施設との均衡も図りながら、多くの市民が利用しやすい料金設定を検討するとしており

ます。 
 ２点目、３点目は、臨時駐車場から運動施設へ移動する際の歩行者の安全確保及び大き

な大会時の交通アクセスで、住宅地側への進入を避けるための対策の実施をして欲しいと

のご意見をいただきました。意見への対応といたしましては、多数の来場者が見込まれ、
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臨時駐車場を活用するような大規模な大会・イベント等においては、利用団体に対して、

誘導員及び駐車場整理員を配置する等の対策を実施させることで、歩行者の安全の確保並

びに住宅地側への車の進入を避けるよう努めるとしております。 
 ４点目は、調整池からの排水経路の検討をして欲しいとのご意見をいただきました。意

見への対応といたしましては、排水経路については、現在、市川土地改良区と検討を進め

ております。今後も引き続き、市川土地改良区を含めた関係団体と協議しながら、設計業

務を進めるとしております。 
 ５点目は、調整池へ柵を設置する等の安全対策の実施をして欲しいとのご意見をいただ

きました。意見への対応といたしましては、調整池については、フェンス等を設置するよ

う検討するとしております。 
 続きまして、（２）一時避難施設に関することについてですが、一時避難施設の整備に

より、高台避難への意識低下が懸念されるため、避難場所を周知徹底する等のソフト対策

の実施をして欲しいとのご意見をいただきました。意見への対応といたしましては、多賀

地区における津波避難の原則は、浸水のおそれのない周辺の高台への避難であり、一時避

難施設については、万が一逃げ遅れた避難者が、被災を免れることを目的としたものでご

ざいます。本基本構想においては、地区活性化のためのスポーツ施設の整備計画を中心に

検討しているものであり、避難場所の周知徹底等のソフト対策については、本年３月に市

内全戸へ配布した「津波避難ハンドブック」等により、実施しているところであります。

また、こうした対策と併せて、地区における避難訓練時に、自主防災組織を通じて、地区

の避難場所を周知していただくようお願いしていきたいと考えております。 
 
（２）基本構想素案から基本構想案への主な変更点について   資料２ 

（３）(仮称)多賀地区多目的運動場整備基本構想(案)について  資料３ 

●事務局  続きまして、資料２の「基本構想素案から基本構想案への主な変更点につい

て」及び資料３の「仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想案」についてご説明いたしま

す。資料２と資料３を併せてご覧ください。 
 こちらの資料２は、前回からの構想素案と今回の基本構想案の新旧の対照表となってお

ります。新旧対照表について、順番にご説明いたしますので、資料３の赤字で修正部分が

記載されております、基本構想案を見ながら説明を聞いていただければと思います。 
 また、前回から内容の変更がない部分については、説明を割愛させていただきますこと

ご了承願います。 
 まず、構想案全体となりますが、前回の素案から誤字・脱字、適切な用語への変更等の

軽微な修正及び調整等をさせていただいております。 
 続きまして、構想案の２ページですが、多賀地区復興まちづくり計画との内容の整合性

を図るための修正でございます。正確には、多賀地区復興まちづくり計画においては、避

難路及び逃げ遅れた住民が避難する津波避難複合施設の整備が提言されたものであり、津

波避難複合施設については、仮称多賀地区多目的運動場の管理棟と一体的に整備を行うと

されたものであります。 
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 続きまして、構想案の８ページですが、幅員６ｍの北側避難路を園路とすることによる

面積の変更です。16 ページの図面も併せてご覧いただくと分かりやすいと思うのですが、

当初、津波避難複合施設が県道側に配置されるという案もあったことから、計画地左下の

専用駐車場と芝生広場の間に避難路を予定していたのですが、津波避難複合施設が計画地

の中央に配置されることから、施設内の安全確保及びイベント広場として使用可能な専用

駐車場と芝生広場との連携が取れるようにし、利便性を高めるという意味で避難路を園路

とすることといたしました。 
 続きまして、構想案の９ページですが、球技場管理棟の選手更衣室にシャワールームを

設置するとした、施設機能の追加でございます。これに関しては、前回、委員の皆様より、

屋外競技においては、利用者が天候の影響を受けるため、シャワールームの設置が必要と

いうご意見をいただいておりました。また、事務局といたしましても、諸室についてサッ

カー協会さんと協議していた中で、また、類似施設等も参考に検討した上で必要という認

識でおりましたので、今回明記させていただくというものでございます。 
 続きまして、構想案の 12 ページですが、芝生広場における健康遊具等の配置を内容か

ら削除するというものでございます。健康遊具に関しては、第２回会議の図面から第３回

以降にかけて、調整池が芝生広場側に配置となったことにより、芝生広場の面積が 3,900

㎡から 2,000 ㎡に減少したことによるスペース的な問題がまずひとつです。加えて、遊具

等の事故が近年増加していることに伴う、安全面を考慮してのものでもあります。 
 続きまして、構想案の 13 ページですが、先程の６ｍ避難路の削除に加えて、19ｍ避難

路に関して追記したものでございます。避難路については、現在、他の路線を利用した避

難経路も検討されているため、今後の他の路線の整備状況によっては、避難経路がこちら

の 19ｍ避難路ではなく、他の経路へと振り替えとなる可能性がある旨、追記したものでご

ざいます。 
構想案の 16 ページの基本構想図からの６ｍ避難路及び健康運動遊具の文言削除に関し

ては、先程ご説明させていただいたとおりでございます。 
続きまして、構想案の 17 ページから 19 ページですが、今回、施設の整備イメージとし

て、17 ページに全体の整備イメージである鳥瞰図を、18 ページ、19 ページには、球技場、

プロムナード、多目的グラウンドそれぞれの整備イメージ図を追加しておりますのでご確

認いただきたいと思います。 
続きまして、構想案の 22 ページですが、こちらは、地質調査及び造成工事の進め方に

関して追記したものでございまして、工事については、地質調査の結果も踏まえた上、荒

造成の際に、地表面沈下量測定の結果を考慮しながら進めるため、地質調査の結果及び地

表面沈下量測定の結果によっては、工事スケジュールに影響を及ぼす可能性がある旨、追

記させていただいたものでございます。なお、こちらの内容については、水産加工団地で

支持基盤が約 40ｍ、多賀小学校で約 30ｍというように、計画地周辺の地盤データから、

施設整備に関して、将来的に支障が出ないように慎重に工事を進めていく必要があること

から記載させていただいたものでございます。 
最後となりますが、構想案の 28 ページに、参考として本委員会の組織及び、これまで
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の検討の経過について記載した資料を追加しておりますのでご確認いただきたいと思い

ます。 
 以上で、資料１～３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、「パブリックコメント及び地元意見交換会への対応、

基本構想素案から基本構想案への主な変更点、仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想案

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  12 ページの施設の削除の件です。理由はわかりました。芝生広場が狭くなっ

たことと、遊具事故があることから、それを防ぐために設置しない。ただし、これに替わ

る何か、管理棟の方とかには何か考えていますか。 
 
●事務局  現在の管理棟において、３階にコミュニティセンターを設けますが、その中

で、地元の方々と意見を交えながら、整備を進めて参りたいと考えております。また、１

階の多目的スペース等も地元の意見も考慮して作っていきたいと思っていますので、今後

も皆様と協議しながら進めていきたいと考えております。 
 
●Ａ委員  はい、分かりました。一つは、周りも走れるような状況も作られていますし、

あとは家族で行った際に、小さい子供が何をどう動かせるのか。何かあれば、何かという

のは、遊具的なものがあれば、もっともっと地域の人達もそこに足を運ぶのではないかと

いう気がしますけども、何か考えていただければと思います。 
 
●事務局  今後、皆様と検討しながら進めていきたいと思います。 
 
●Ａ委員  はい、分かりました。 

 
●Ｂ委員  多目的運動場から産業道路に出る交差点、十字路のことですが、ここは私も

普段良く通るのですが、産業道路に車が多くてなかなか計画地に入れないです。その点で、

ここに信号機か何かは考えていますか。 
 
●事務局  現在、警察及び県と信号機及び右折専用レーンを設けることで協議を進めて

おります。 
 
●Ｂ委員  よろしくお願いします。 

 
●委員長  他にございますか。よろしいでしょうか。 
それでは、「仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想案」については、この内容でよろ

しいでしょうか。 
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（「異議なし」の声） 

 
それでは、こちらの内容をもって、基本構想とさせていただきます。 
次の議題は、その他ということですが、本委員会の目的が達成されましたので、最後に、

委員の皆様から一言ずつお願いしたいと思います。各委員から一言ずつお願いします。 
 
●Ｂ委員  災害が起きてから二年半が経ちました。そして、多賀のまちづくりに取り組

み、これで八回目の会議となります。避難道路、避難タワー、複合施設と皆さんのおかげ

でこういうふうに素晴らしいものを作ってくださるのは本当に感謝を申し上げます。今後

は、複合施設を利用して多賀地区の活性化を進めてまいりたいと思います。本当にありが

とうございました。 
 
●Ｃ委員  似たようなことですが、本当に愛されるような多目的ホール、多目的運動広

場ができると同時に、避難路その他整備の見本となるような格好良く、素晴らしい構想案

ができたと思っております。これを立派に成功させてもらいたいです。よろしくお願いし

ます。 
 
●Ｄ委員  八戸市サッカー協会の競技人口ですが、登録人口でも皆さんご承知のように

青森県で一番多く、約 3,000 名程度あります。人口比は、青森市が 30 万人強の人口があ

り、八戸市は約 24 万人ですが、青森市と比べても 200～300 名以上多いです。実際大会等

を開く場合に東運動公園で開催しますが、如何せん施設に更衣室が無いということで、あ

る程度の規模の大会を呼べないこともあり、市内の活性化ということに対しても、うまく

機能できてないというのがございます。 

今回の構想の部分でスタジアムとかが完成しますと、今、ヴァンラーレ八戸市がＪ３に

加盟申請したみたいですが、Ｊ３に入れるかどうかは別問題ですが、もし入ったとすると

今回の多賀地区のスタジアムは使用可能ということになります。Ｊ３はプロリーグであり、

プロリーグは入場料を取って行われることになるので、協会としても検討し、地元の多賀

地区も含めてですが、子供たちのスポーツ振興に寄与していくことができると思いますの

で、今後ともよろしくお願いします。 

 
●Ａ委員  土のグラウンドが天然芝に変わりまして、大きい大会も誘致できるというこ

とで、経済効果もまた八戸市に何かの形で表れればと思っております。多賀地区の活性化

というのもありますけれど、多賀地区はまだこれから活性化にむけて何かを考えなければ

ならないと思っています。サッカー場ということで、今Ｊ３の話も出ましたが、そういう

効果が出て、サッカーも含めてそれ以上に他のスポーツも盛んになることを望みます。以

上でございます。 
 
●Ｅ委員  立派な運動場の基本構想を作っていただき、本当にありがとうございます。



7 
 

運動施設に差し支えのないような、排水としていきたいと思っております。以上です。 
 
●Ｆ委員  過去３回、各会議の中でスポーツ方面から色々な意見を述べさせていただき

ました。大変立派な運動場も出来るようで、早く見たいなと思っています。できれば、今

度は立派な体育館もお願いしたいなと思っております。本当にこの運動場が早く出来るこ

とを期待しています。ありがとうございました。 
 
●委員長  ４回にわたります委員会の開催にご協力いただきまして、大変ありがとうご

ざいました。各委員からの貴重なご意見をもとに、安心・安全なまちづくり、そして、ス

ポーツ振興を通しての活力のあるまちづくりを進めていければというふうに思っており

ます。どうも本当にありがとうございました。 
それでは、今後の予定について、事務局より説明をお願いいたします。 

 
●事務局  本日、ご審議いただきました仮称多賀地区多目的運動場整備基本構想につき

ましては、10 月７日、月曜日の 16 時から、大沢委員長と音喜多副委員長で市長へ報告し

ていただくことを予定しております。 

また、皆様には、準備が整い次第、構想をお送りさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 
●委員長  それでは、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  それでは、最後に、事務局を代表いたしまして、髙島まちづくり文化スポー

ツ観光部長よりご挨拶申し上げます。 
 
●髙島部長  それでは、一言御礼の挨拶をさせていただきます。委員の皆様には、大変

短い期間のうちに４回にわたりまして、貴重なご意見をいただきましてありがとうござい

ました。 
本委員会では、一時避難施設である津波避難複合施設と多賀地区の震災復興並びに活力

創出に資するというスポーツ施設を一体的に整備するということで、シンボルとなるよう

な施設として、規模・機能および施設配置等について検討していただいて、整備計画とし

てまとめていただきました。 
市といたしましては、今後まとめていただいたこの構想をもとに、早期に事業を進めて

参りたいと思っております。多賀地区における創造的な復興ということを実現していくの

が最大の使命であると思っております。 
また、本整備事業は、今後、基本設計、実施設計、用地買収と進んでいきまして着工に
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なりますが、関係団体をはじめ、地域住民の皆様とよくご相談しながら、ご理解・ご協力

をいただきながら進めていくこととしたいと思っておりますので、委員の皆様におかれま

しては、今後も引き続き、ご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
大沢委員長はじめ、委員の皆様にはこの４ヶ月間、お忙しい中構想策定にご協力いただ

きまして大変ありがとうございました。心から厚くお礼申し上げます。簡単ではございま

すけれども御礼の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
 
●事務局  以上をもちまして、第４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。ありがとうございました。 
 
 

【終了 午後２時 40 分】 

 


