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例1 P1 L3-5

１　公共施設の現状

（１）宮城県の公共施設を取り巻く

社会情勢

① 宮城県の公共施設の状況

県民にとっての「公共」施設とは

何か、ユーザーである県民の立

場に立った施設のあり方、中間案

のめざす目的が記述されていな

い。

例2 P1 L6-8

宮城県の公共施設整備は，昭和

の高度成長期から増加し，バブ

ル崩壊後には激減

昭和５５年度以前に建設された県

有施設は延床面積ベースで３４．

８％に上る

宮城県公共施設等総合管理方針

P8に「公共施設量は全体としては

過剰とはいえない」と書かれてお

り、「34.8%に上る」と、過大である

ような書き方は矛盾している。

例3 P1
L7-8

図1

旧耐震基準が適用されていた昭

和５５年度以前に建設された県有

施設・・・

多くの施設が改修や更新の時期

を迎えている。

公共財は市場に任せるものでな

いので減価償却という考えはなじ

まない原則にたてば、旧基準建

物も必要なら耐震改修すればよ

いだけであり、古くなったら改修や

更新、と一律に論じることは適切

でないのではないか。施設を取り

巻く地域環境との一体感や、建物

自体の価値は年月が経つほど県

民の記憶に深く刻まれ、世代を超

えた共通のナラティブとなって価

値が高まっていくのであり、これ

からの保存方法を考えることに意

味がある。

例4 P1 L9-11

人口減少に伴い，財政規模の縮

小が見込まれる一方で，宮城県

の公共施設（公用施設及び公共

用施設）の更新等にかかる費用

の推計は，平成２８（２０１６）年度

からの４０年間で総額約１兆２，３

９４億円（年平均３０９億円）にな

る

更新等費用の推計について、公

用施設（庁署舎など）を含めて高

額さを示すのであれば、公用施設

をどうスリム化するのかを再編案

に盛り込んで総合的に検討すべ

きであり、県民が使う施設だけを

再編統合する方針案はおかし

い。

例5 P2 L7-10

人口減少の進行に伴い，公共施

設等の利用需要の変化が予想さ

れる・・・県民ニーズの多様化・複

雑化により，・・・新たなニーズに

応える必要性が高まっている。

人口減少社会だからこそ、公共施

設の利用需要の変化は県域だけ

でなく観光などの交流・関係人口

を含めて試算すべきで、かつて全

国の美術館の模範となった本県

の県立美術館のように、むしろ増

やせる価値創出を検討すべきで

ある。県民のニーズの多様化・複

雑化とは具体的に何を指すのか

不明であり、逆に、移設反対の意

見数が2000を超えていることこそ

が県民のニーズを表しているので

はないか。

例6 P1 L11-13

道路や橋梁，河川管理施設，ダ

ム，水道等の社会基盤施設も同

様に老朽化が進んでおり，今後

更新等の必要が生じる

都市基盤など土木系資産は県民

の計画関与が難しいのに、そこで

の費用感をここに書いて、予算の

不足感を強要するのはおかしい。

例7 P3 L7

県では，震災復興・企画部が中

心となり，・・・

施設を所管する部局と協議・調整

を行ったほか，

震災復興・企画部は、多種多様

な施設の質的状況を把握してい

るのか疑問であり、なぜこの部署

が中心となるのかが分からない。

所管する部局からの進言内容も

公開して欲しい。利用者としての

県民の意見を取り入れることや、

現場で働き、質的・機能的意義を

も理解している労働者も重要な

ステークホルダーであり、彼らの

意見を聴取し案に盛り込んでいる

か・盛り込む予定があるかも明確

にしてほしい。

例8 P3 L4-6

建替えや大規模修繕を行うに当

たっては，各施設の個別の検討

だけではなく，施設総量の適正化

の意識を持ち，県として全体的な

視点に立った上で，それぞれの

施設の将来的な方向性を検討す

る必要がある。

施設総量の適正化だけでなく、施

設の質、すなわち機能／性能の

改善、施設相互連携や周辺地域

への波及の意識をもつ必要があ

る。

例9 P3 L10-11

有識者等６名で構成される「県有

施設再編等の在り方検討懇話

会」（参考資料の１を参照）を開催

して，構成員から意見を聴取した

有識者が立派な方々であること

は認めるが、美術関係の専門が

欠けているという印象もある。美

術分野に精通した方々は誰なの

か、その懇話の経過、美術館を簡

単に移転して良いと考えた理由を

示して頂きたい。

例10 P3 L12-14

「宮城県公共施設等総合管理方

針」で示された基本方針を前提と

し，集約・複合化を含めた施設の

再編について，・・・当該施設の将

来的な方向性を示す

左記管理方針P35-36に「２公共

用施設(1)文化・社会教育施設」

があり、美術館はリニューアル基

本構想を策定するとあり、策定し

たことと矛盾しており、「基本方針

を前提とし」を撤回した理由を示

し、県民に問うべきである。

例11 P4 L4-7

「公共用施設」に該当する施

設・・・のうち，老朽化に伴い，今

後，大規模修繕・改築・移転等が

想定される，・・・県有施設※を中

心に，施設の所管部局の意向を

確認した上で，再編の検討を行う

施設を抽出した。

施設の所管部局の意向を確認し

た上で、と、現場のせいにしたよう

な記述はいかがなものか。 終

判断を行うのは誰なのか。(中間

案以前の提案の意味と効力は?)

そもそも移転などという重大事態

は、県民に問うべきではないか。

例12 P4 L17〜
２　各施設の概要

① 本町第３分庁・・・

「総合管理方針」では公共用施設

の第一番目に「文化・社会教育施

設」があるので、検討対象施設の

並べ方がおかしいのではないか。

美術館を意図的に後ろに位置づ

けたのか。

例13 P8 L12-14

➢県の関連計画等も踏まえなが

ら，県の施設としての役割を果た

すために必要な施設機能を確保

することを前提に，集約・複合化

した施設同士の相乗効果による

機能強化や県民サービスの更な

る向上を目指す。

県の関連計画とは何か。説明さ

れていない。

集約・複合化したらそもそもどの

ような相乗効果があるかが不明

な上、相乗効果だけが語られるの

はおかしい。デメリットはないと断

言できるのか。機能強化がなされ

るのか。芸術関係とひとくくりにし

ているが、舞台・音楽鑑賞の搬入

作業時に発生する音が、美術鑑

賞には静寂性が求められることに

反するなど相乗効果以上に弊害

も伴う可能性もある。現計画には

首肯できない。

例14 P8 L8-11

Ⅰ県有施設の規模の適正化と施

設機能の強化の実現

➢「施設総量の適正化」の観点か

ら，集約・複合化によって，対象

施設における重複，類似した諸室

機能の共有化を図り，施設規模

の適正化を目指す。

総量の適正化の答えが集約・複

合化しかないように書くのは、国

の補助金メニューにもとづくもの

であり、施設のあり方は省みられ

ないのはおかしい。

類似とは誰がどう判断するのか。

その判断は正しいのか。



例15 P8 L16-19

Ⅱ ・・・ 適な立地の選定

➢・・・集約・複合化を図る施設の

立地は，公有地を有効に活用す

る観点から，現在，利活用可能な

県有地から優先的に適否につい

て検討を行う。

公有地、とあるように、国有地や

仙台市有地との整合も検討され

るべきなのに、県有地だけを優先

して都市形態を左右するのは公

共意識に欠ける。「 適な」立地

に込められている意味はコスト削

減志向が高く、県民にとっての施

設のあり方の「 適」ではないの

ではないか。

例16 P8 L20

➣周辺環境や利用者の利便性，

建築関連法令等を考慮して，

適な場所を選定する。

コンパクトシティ論を持ち出すまで

もなく、美術館等の移転予定地は

集客空間の延べ床面積等に制限

のある土地で、 適とはいえな

い。

例17 P8 L22-24

他施設との集約等に適さない，あ

るいは，別の観点からの検討が

必要であるなどの場合は・・・個別

に検討を進めることとし，

賢明である。改めて本方針を見

直すべきであろう。舞台・音楽と

美術館も集約に適しているとは言

えず、芸術を集めているに過ぎな

いし、コスト以外の観点が欠如し

ている。

例18 P9 L35-37

宮城県民会館については，仙台

医療センター跡地に移転すること

とし，宮城県民間非営利活動プラ

ザ及び宮城県美術館と集約・複

合化する。

環境生活部における検討内容等

もふまえたとあるが、県民会館が

NPO活動やアートと一緒になるメ

リットが不明。会館としても 適立

地である理由が不明。

例19 P12 L26-38

コンセプトが示されており，これら

を実現するための具体的な改修

内容が検討されている・・・

移転新築の場合，現施設が抱え

る課題解消に向けて，抜本的な

取組が可能になると考えられる

現施設の課題は、施設建築のせ

いではないし、施設の改修で解決

できる。多額の補助金を落とした

い意図にしか見えない。

なお休館中の配慮などというが、

100年の計で考えればその場しの

ぎの施設を性急につくるのがもっ

とも危険である。なお、移転や他

施設との再編でコストを削減でき

ると想定している事自体にも見直

しが必要であり、P20−21にある類

似事例の総工費、事業費、歳入

などは手本にすべきとは思えな

い。また、類似事例のように芸術

施設を集約したときの、県民及び

観光を含めた来訪者向けの比較

優位があるのか。誰にどんなメ

リットや競争力があるかの説明が

不足している。

例20 P12 L28-32

本リニューアル基本方針に基づ

き・・・大規模改修を行った場合に

は，概算で５０～６０億円程度か

かると推計／リニューアル工事期

間中の長期休館／敷地の地下を

通る仙台西道路のトンネル上の

建築制限

予算が肥大化しないよう配慮して

概算したリニューアル検討を逆手

にとって踏みにじる表現で、コスト

設計は何通りもあり、理由にする

のはおかしい／旧館中の活動は

多種多様に県民恊働で動けばよ

い／過度に増床しない方向で設

計すればよい

例21
P13

P16

L1-3

L3-8

利点や集約・複合化による効果

等を総合的に考慮し，宮城県美

術館については，仙台医療セン

ター跡地に移転する・・・宮城県民

会館及び宮城県民間非営利活動

プラザと集約・複合化

利点や集約・複合化による効果と

する根拠がない。あまりに性格が

異なる。芸術関係とひとくくりにし

ているが、舞台・音楽鑑賞の搬入

作業時に発生する音が、美術鑑

賞には静寂性が求められることに

反するなど相乗効果以上に弊害

も伴う。近隣の運動施設とは、さ

らに相性が悪い。

方針そのものを白紙撤回すべき

である。

例22 P13 L4-6

移転する場合でも，・・・「宮城県

美術館リニューアル基本構想」及

び「宮城県美術館リニューアル基

本方針」等で示された宮城県美術

館の目指す姿やコンセプト等を十

分に尊重し，

移転したら継承できない工作物や

環境の価値をどう尊重するのか、

示されていないし、不可能であ

る。

例23 P17 L3-12

類似の諸室機能（会議室・レスト

ラン等）・・・を可能な限り共有化

し，施設規模の適正化を

音楽，演劇，美術が一体となった

文化芸術の振興・継承の拠点とし

て，県民が多様な文化芸術を創

造，発表，享受できる

文化芸術情報の収集，発信の強

化，集客力の強化

基本機能が異なりすぎるため、集

約によって減じられる諸機能には

限界があると思われる。

音楽・演劇・美術が一体という意

味が分からない。融合も一表現だ

が独立表現も尊重すべき。

集客力が強化される根拠はどこ

にあるのか。むしろ施設が点在し

ている方が観光面でのメリットは

大きく、拠点を周るツアーなどに

より各地でお金を落としてもらえ

る可能性が高まる。

例24 P16 L20-30

宮城野原公園総合運動場・・・仙

台市地域防災計画において広域

避難所・・・ＪＲ仙台貨物ターミナ

ル駅敷地・・・仙台市の都市計画

マスタープランにおける地域別構

想「都心地区」の東側の外縁

部・・・国際文化・スポーツ交流拠

都心地区の東側の外縁であるか

ら、ここに開発すると都市の拡大

になる。この時代にこれを行うこと

自体が逆行している。

スポーツや防災の空間に、音楽と

美術までを集約するのは、体育

館で実技教科全てを同居して教

えるようなものである。

例25 P17 L18-19

様々な相乗効果や多様な主体と

の連携・協働は，東日本大震災で

被災した本県の文化芸術の振興

を通じた「心の復興」の実現にも

大きく寄与する

被災者や復興を利用した許し難

い表現である。それぞれの表現

や思い、苦しみを、混ぜれば済む

とする無神経な書き方がなぜでき

るのだろうか。場所の近接性より

も、異なる施設間での情報共有

が密にできるソフト面での連携・

協働を促進する場作り(会議自体

はビデオ会議等でもよい、参加者

は県の文化芸術関係部局、管理

者や展示・上演企画立案者、キュ

レーターなど施設内で働く方か

ら、修復職人、観光メニューを作

成する人など周辺領域の方も含

めた意思決定の場となるもの)、

県が文化芸術をサポートし、それ

を心の復興に具体的に繋げられ

る予算や実行力、実施の決定権

を持った体制づくりの方が急務で

ある。

例26


