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１．はじめに 

(1)策定目的 

     南相馬市小高区は、平成 23 年 3 月 11 日に起こった東日本大震災により家屋の倒壊

や半壊など大きな被害を受けている。合わせて福島第一原子力発電所の事故により、3 月

12 日に避難指示が、次いで 4 月 22 日に 20 キロメートル圏内が警戒区域に指定され、

市民の立ち入りが制限された。翌平成 24 年 4 月 16 日に警戒区域は避難指示解除準備

区域・居住制限区域・帰宅困難区域へと再編され、小高区のほとんどは避難指示解除準

備区域となり、日中に限って市民の出入りが認められるようになったものの、現在でも

居住は許可されていない。 

こうした状況の中で、本市は避難指示区域等の解除目標時期を平成 28 年の 4 月と定

め、避難住民の帰還に向けた様々な取組みを推進しているが、住民が帰還するにあたっ

ては、被災後の居住制限により、機能停止状態にある小高区の一刻も早い復興が求めら

れていることから、より具体化した市街地整備基本計画を策定する。 

なお、基本計画の策定にあたっては、長い避難生活を送っている住民の一刻も早い帰

還を実現するため、小高区再生調査結果に基づき、生活に便利な機能を持つゾーンを市

街地に整備し、帰還住民がコンパクトで暮らしやすいと思えるようなまちにすること、

さらに、東日本大震災やそれに起因する原子力発電所事故によって生活を脅かされた当

該地域においては、防災対策や、生活基盤インフラの強化だけでなく、病院・介護施設

などの医療福祉、保育・幼稚園等の子育て機能など相互の連携を図り、安全で安心な日

常生活を送ることができること、地域内外の交流・支え合いの場があり地域コミュニテ

ィの再生や地域の活性化が図られること、持続可能なまちを実現するため、失われた雇

用の機会を創出できること等の視点を持ちながら、住民が地域に誇りを持ち、夢や希望

を語れるまちとすることができるよう、整備コンセプト・必要な機能・施設規模や配置・

管理運営計画等を検討する。 

本計画では、小高区の復興を推進するための市街地整備、特にコアゾーンの整備を優

先しているが、その具体的な運用やその他のまちづくり等については平成27年度から市

民意見の集約や都市計画マスタープランの見直しなどを通して着手する予定であり、そ

の中で、小高区全体の土地利用や、産業、住宅、環境、公共交通等について検討を行い、

南相馬市復興総合計画や都市計画マスタープランなど市の上位計画に位置付けていく。 
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(2)これまでの経過 

 ①小高区再生調査 

 南相馬市では、東日本大震災及び原子力災害からの復旧・復興を図るため、平成23年11月に

南相馬市復興計画（以下「復興計画」という。）を策定し、これに基づく事業を実施しているが、

福島第一原子力発電所から20kmの圏内では、震災後、ほぼ3年を経過した現在においても避難指

示が継続され、人が住むことが出来ない状況にある。公共施設や上下水道等の生活基盤インフラ

の復旧は進んでいるものの、人が住まないことにより、予想以上にまちの荒廃が進行し、遅々と

して進展しない除染作業の状況も加わり、市民の帰還意識が低下している。 

このような状況にあって、平成25年度に一刻も早い小高区の市街地再生を目指し、事業者・市

民の意向を把握するため小高区再生調査を実施し、小高区再生構想の取りまとめに着手した。 

南相馬市小高区再生構想の取りまとめまでの経過は以下のとおりである。 

 

 現状・課題の把握、市役所内関係部署よりヒアリング H25/5～8月 

 市民参加のワークショップ実施           H25/6～9月（6回） 

 再生構想叩き台作成                H25/8～9月  

 商工業者懇談会実施                H25/10月（4回） 

 農業者懇談会実施                 H25/10月（2回） 

 小高区市民への説明 

 復旧・復興に係る市民説明会で説明実施       H25/11月（2回） 

 小高区内の子どもたちとの懇談会          H25/12月（2回） 

 主要施策について整理               H26/2月 

 商工業者アンケート                H26/2月 
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 ②南相馬市小高区市街地整備検討委員会 （平成２６年７月～平成２７年３月 全９回） 

 平成２５年度に実施した小高区再生調査を受けて、商工会やＰＴＡ等の関係団体や、地区から

選出された２４名の委員からなる南相馬市小高区市街地整備検討委員会を組織し、さらに具体化

した小高区再生のための計画を検討・策定を行った。 

 

 第１回 平成２６年７月２日（水） 

小高区再生構想（案）について 

 第２回 平成２６年７月３０日（水）～平成２６年７月３１日（木） 

青森県視察研修 

 第３回 平成２６年９月４日（木） 

小高区再生構想（案）について 

 第４回 平成２６年９月３０日（火） 

小高区市街地整備基本計画対象区域の整備コンセプトと導入機能について 

 第５回 平成２６年１０月２８日（火） 

小高区市街地整備基本計画対象区域の導入機能について 

 第６回 平成２６年１１月１９日（水） 

小高区市街地整備基本計画対象区域の導入機能について 

 第７回 平成２６年１２月１８日（木） 

南相馬市小高区市街地整備基本計画（素案）について 

 第８回 平成２７年１月１６日（金） 

南相馬市小高区市街地整備基本計画（素案）について 

 平成２７年２月１５日（日）～平成２７年３月６日（金） 

パブリックコメント実施 

 第９回 平成２７年３月１９日（木） 

南相馬市小高区市街地整備基本計画（案）について 
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(3)現状・課題整理 

 平成25年10月～12月の一連の事業者・市民懇談会との結果について、小高区再生構

想を整理するにあたり、念頭に置くべきこと（課題）を、以下のとおり整理し集約した。 

 

①現在 ～ベースの生活環境をきちんと整備すること 

       市民意向調査において帰還判断の重要要素として、インフラ（道路、鉄道、病院、

学校など）や商業施設の復旧、放射線量低下・除染効果、原発の安全、市民帰還の

規模などが上位となっているが、まずは、「日常生活がごく普通に安心して営めるか

どうか」ということが基本的な関心事であり、帰還の前提というべきものである。 

極めて現実的な課題として、生活インフラが便利、現在の仮住まいの住居の市町

村と比べて遜色のないものにならないと帰還に踏みきれないというものであった。 

 その他の意見 

 医療・福祉・買物・交通・住宅などの（子育て・高齢者への配慮を含めた）

整備 

 除染・放射能対応と防災（とりわけ原発廃炉過程の）リスクマネジメント 

 コミュニティ再生（どの程度市民が戻るのか、地域コミュニティが成り立

つのかということと戻った後の地域コミュニティの関係づくり） 

 働く場の確保（雇用と産業） 

 

②過去・歴史 ～小高という地域に誇りを持てるか 

現実の生活環境整備の上で、帰還へのモチベーションを高めるためには、「小高が

大好き」「小高のこんなところがいい」という故郷小高への思いを今一度喚起する必

要があり、そのためには、地域資産（自然・歴史・文化等）を再度見直し、自信と

誇りをもって、外部に向けて情報発信（過去から資産を未来へつなげる）できる環

境整備が重要、というものであった。 

 その他の意見 

 自然・歴史・文化・伝統産業（これまでの地元のなりわい）を大事にする 

 情報発信のための交流のしくみを整える 

 

③未来 ～未来の小高の可能性を信じることができるか 

 子どもたちの帰れる小高区・子育てしやすい小高区にできるか 

 外部の新しい人達との交流・定着・移住ができるような環境をつくれるか 

 そして新たな未来に向けたまちづくり活動ができるか 

 新しい産業の芽をつくれるか 

 世界に向けての震災・原子力災害からの復興を情報発信できるか 
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小高区市街地整備基本計画において前提とする人口想定 

今回の基本計画で描くまちづくりの前提としての人口想定は、平成25年8月の市民意

向調査結果の帰還意向で、「現時点で戻ることを決めている（世帯：29.3％ 個人：24.1％）」

に加え、「現時点ではまだ判断がつかない（世帯：44.0％ 個人：40.7％）の半分程度が

帰還することを前提に帰還割合を想定し、現時点の小高区市民基本台帳人口（平成23年

3月 11日時点人口（12,842人）から平成 26年 1月 6日現在の死亡・所在不明者（556

人）及び転出者（1,010）を減じた母数11,276人）をベースに、5,000人～6,000人程度

とした。 

避難指示解除後、徐々にこの規模になるという想定の下に構想を作成することとし、

帰還に弾みがつき想定より多くなる、外部との交流人口定住人口が増大するという見通

しがつく段階において、更なる整備を検討することとする。 

 

 

 

帰還意向世帯アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰還意向個人アンケート結果 

 

  

出典：平成２５年度市民意向調査結果 

出典：平成２５年度市民意向調査結果 
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２．市街地再生構想 

(1)基本理念 

①基本コンセプト 

 歴史に根差し、交流を通じた、創造的な小高の再興を 

小高の歴史に誇りを持って、その地域資産を十分に活用し、世代を超えた交

流を通じて、震災によって分断された地域コミュニティを再生するとともに、

暮らしやすい安全・安心な生活環境を実現し、他地域の人々との交流を広げ、

未来に向けて新たな小高を創造する。 

 

②基本方針 

 過去との交流（歴史） 

 相馬野馬追を核に歴史を紐解き、小高の地域資産をまちづくりに積極的に

生かす 

相馬野馬追を始めとする先人が築いてきた歴史と文化を礎にして、故郷

を慈しみ、豊かな自然に抱かれながら、地域の人々が共に暮らしてきた経

験と報徳仕法からの知恵に学び、多様な交流から絆を育み、地域資源を生

かしたまちづくりを進める。 

 

 現在との交流（現実） 

 厳しい現実を冷静に見つめ、子ども 現役世代（若者/大人）高齢者がそれ

ぞれ生き生きと暮らし、地域コミュニティ活動を通じ交流する 

小高は、東日本大震災で、地震、津波、そして放射能汚染という未曽有

の被害にあった。この厳しい現実を冷静に見つめ、多くの人が帰還できる

ように、暮らしやすい生活環境を実現する。「小高に帰る」という気持ちを

大切に、世代を超えた交流により、新たなコミュニティを構築する。 

 

 未来との交流（創造） 

 安全・安心のまちづくりと新たな価値を創造できる環境づくり 

小高の将来を担う子どもたちを少しでも増やすためには、安全・安心の

確保に力を入れるとともに、子どもを慈しみ、子育て世帯にやさしいまち

を実現する。市民の帰還とともに、他地域からの移住を促進し、外部の人

にもオープンなまちとして交流を深め、コミュニティ活動を推進する。こ

れらを通じ、過去の蓄積に加え、これまでにない新たな小高の価値を創造

する。 

同時に、原子力災害を克服した地域として情報発信し、世界中からの関

心を集める。 
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③目指すべきまちのあり方 

 安全・安心に心を配り、コンパクトで生活しやすいまちにする 

 少子高齢化の趨勢に加え、市民意識調査などから、若い世代を中心に被災

前の人口には戻らない可能性が高い。小高区への帰還に当たっては、この

ような状況を十分に織り込み、いかに生活しやすいまちを実現するかが、

まちづくりの基本となる。 

 今回の東日本大震災により、地震、津波、そして原子力災害による放射能

影響で生活を脅かされた当該地域においては、いかに安全・安心に暮らす

ことができるかが、帰還の鍵となる。 

 帰還に当たっての懸念要因として、道路、上下水道、電気等の生活基盤イ

ンフラだけでなく、病院、介護施設などの医療福祉、保育園、幼稚園等の

子育て支援機能、小学校、中学校等の教育機能、店舗、レストラン等の商

業機能など生活関連インフラが十分なものとなるかどうかが挙げられ、生

活するうえで、これら全てが揃うことが帰還の最低条件となるため、フル

セットでの整備を進める。 

 市街地に、生活に便利な機能を持つ核ゾーンを整備し、歩いて暮らせるコ

ンパクトでかつスマートなまち、再生エネルギー推進だけでなく省エネル

ギー型のまち、医療と福祉が連携した暮らしやすいまちを実現する。 

 

 地域コミュニティを再生できるまちにする 

 小高区への帰還に当たっては、かつてのコミュニティを復活させつつ、小

高区に戻ってきた人たちの中で、新たなコミュニティづくりを考えること

が必要となってくる。 

 小高区においては、これまで、2世代、3世代の家族が、同居あるいは近く

に住み、家族を中心とした支えあいが存在していた。 

 今後は、市民意向調査に見られるように、親の世代、子どもの世代が離れ

て住むケースも多くなると思われることから、地域を支えるには、高齢者

から子どもたちまで、世代を超えた交流・支え合う仕組みを新たに構築す

る。 

 更に、小高区に住んでいた人がどれだけ帰還するかという視点だけではな

く、減少する人口の中で新しい小高区を創りあげるために、他地域の人た

ちとの交流を図り、地元への定着・定住につながるようなまちづくりを進

める。 
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 雇用と産業を生み出せるまちにする 

 持続可能なまちを目指すためには、そこで生活する上で、家や店舗がある

だけでなく、働く場など産業と仕事をつくることが重要な課題である。 

 企業誘致を進めつつ、地元企業を中心に出来る限り働く場の確保のための

施策を打つとともに、起業支援、とりわけ、地域の様々な課題をニーズに

したコミュニティビジネス支援を通じ、地域の経済を支える働く場を創造

する。 

 また、併せて、地元企業を中心に渇望されている企業の人材確保と人材育

成については、これを積極的に支援することにより、持続可能なまちづく

りを目指す。 

 

 夢・希望を語れるまちにする 

 小高区には、豊かな自然、由緒ある歴史、地域が育んだ文化など継承され

てきた資産が数多くある。 

 これらは小高区の誇りであり、市民の帰還のモチベーションになっている

だけでなく、他地域との交流を図る上でも魅力的な資源となることから、

この豊かな地域資源を生かしたまちづくりを進める。 

 また、今回の震災による津波被害や原子力災害による強制避難等に苦しん

できた小高区が、どのように再生していくのか、そのプロセスを内外に向

けて情報発信し、広島、長崎のように、世界に誇れるまちとして、外部と

の交流を進めていく。 

 人口減少と少子高齢化が加速する課題先進地域であるという認識のもと、

地域コミュニティの中で、高齢者から子どもたちまで、多世代が共生し、

支えあうという新しい生活提案ができるまちにするとともに、子どもたち

が少ない分充実した教育環境を整備し、夢や希望を語れる次世代を育むま

ちを目指す。 
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(2)市街地ゾーニング 

     南相馬市復興計画の土地利用方針を踏まえ、小高区市街地の土地利用についてゾーン

による機能配置を行う。 

     市街地整備ゾーンは、当再生構想の「基本コンセプト」、「基本方針」、そして「目指す

べきまちのあり方」を具現化し、まちに住む人々、まちで営む人々、そしてまちを訪れ

る人々にこれら小高の暮らし、住まい方をイメージづける整備を図る。 

 

①多世代交流エリア 

 人口減少や少子高齢化などに対応したコンパクトなまちづくりの核となる施設

を整備し、市内、市外に関わらず、子どもから高齢者までが集い、笑顔と交流

が生まれる復興の象徴的なエリアとする。 

 

②商業活性化エリア 

 商業施設を集約し、移転新築される小高商工会や小高浮舟ふれあい広場などと

の連携により活性化が図られる商業・サービス業の中心的なエリアとする。 

 

③景観整備エリア 

 相馬野馬追行列の通りとして、小高神社への参道として、ふさわしい歴史が感

じられる景観を整備するエリアとする。 

 

④商業・住宅整備エリア 

 従来の商業施設や住宅が混在するエリアとなるが、市民の帰還状況や外部から

の交流・定住人口の増加など状況に応じて、新たな商業施設や住宅などを整備

するエリアとする。 

 

⑤駅前チャレンジエリア 

 「未来」の小高区を担う若者向け交流・文化施設、商業インキュベーション施

設などが整備され、夢や希望が語れる次世代を育むエリアとする。 
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(3)導入機能 

 前述の「(2)市街地ゾーニング」による機能配置の考え方を踏まえ、市街地整備ゾーン

に導入する機能を以下のとおり設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊まちを特徴づける機能 

■安全・安心を担保する機能 

   ■福祉・健康機能 

■教育機能 

   ■子育て・見守り機能 

   ■高齢者生活支援機能 

   ■防災機能 

■省エネルギー、低炭素化機能 

■コミュニティを形成する機能 

■居住機能 

   ■エリア自助・互助機能 

   ■アメニティ機能 

■経済を再生する機能 

   ■商業・業務機能 

   ■インキュベーション機能 

 ■夢・希望を育む機能 

   ■情報集積・発信機能 

   ■文化・娯楽機能 

■交流・情報発信機能 

導入機能 
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３．市街地整備基本計画 

(1)整備コンセプト 

     平成 25年度の市民意向調査による個人の帰還意向を年齢別にみると、「現時点で戻る

ことを決めている」との回答は年代が上がるにしたがって多くなっており、「70～79歳」

では 40.3％と最も多く、「現時点で戻らないと決めている」との回答は年代が下がるほ

ど多く、「20～29歳」では54.5％となっている。 

小高区の再生にあたっては、この点について十分認識したうえで、避難住民の帰還意

識が高まるよう、将来を見据えいかに生活しやすいまちを創るかが重要となる。 

そのためには、利便性の高い市街地の中心部に安全・安心な日常生活を支援する機能

を集約した「コアゾーン」を整備し、その周辺に定住を促進させる必要がある。なお、

コアゾーンは、小高区再生構想における市街地整備ゾーンの「多世代交流エリア」と「商

業活性化エリアの一部」と位置付けられている。 

さらにコアゾーンは、日常生活を支援するだけではなく、地域コミュニティを再生す

るための多世代が交流し住民の絆を深めることができる場所、地域経済の再生に少しで

も寄与するような働く場所、小高区の豊かな地域資源（自然・歴史・文化）を誇りとす

る郷土愛を育む場所であることが必要である。 

コアゾーンは、小高区の復興のシンボルとして、地域活性化の拠点となるよう、以下

の４つのコンセプトを柱に小高区の再生を目指すものとする。 

 安全・安心で利便性の高い日常生活を支援する場所 

 多世代が交流し住民の絆を深める場所 

 地域経済の再生に寄与する場所 

 豊かな地域資源を生かし郷土愛を育む場所 

 これらのコンセプトを踏まえて、以下に「多世代交流エリア」と「商業活性化エリア

の一部（北側）」に必要な機能と施設を挙げ基本施策として整理する。 

 

帰還意向年齢別アンケート結果 

  

出典：平成２５年度市民意向調査結果 
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(2)多世代交流エリア及び商業活性化エリア（北側）に必要な機能 

①多世代交流エリア 

少子高齢化の進展に加え、若い世代の避難等により、高齢化率の上昇や地域を支

える若い世代の減少が見込まれる中、子どもから高齢者まで住み慣れた地域でいつ

までも安心して自分らしく暮らし続けられるよう高齢者の健康づくりや生きがいづ

くり、子育て中の若い世代のサポート、子どもたちの居場所づくり、地域住民の活

動支援など、子どもから高齢者まで「世代を超えたふれあいの場」、人が出会い、情

報が交換され、活動が始まる「これからの小高区を創る場」を整備する。 

 

(ア)地域支え合い機能（高齢者支援・市民活動支援） 

市民活動の支援（場所の提供、情報交換など）に加え、ボランティア活動に

参加しやすい環境を築き、元気な高齢者、学生、主婦などのボランティアが、

高齢者への身近な生活支援、子育て家庭への支援、子どもの居場所づくり等を

支える拠点機能を整備する。 

【主な取組例】 

○ 多世代交流サロン運営事業 

世代間の交流、地域の支え合い活動の充実を図るため、子どもから

高齢者まで気軽に集まることができる居場所づくりの運営と共に、地

域と交わることで、地域をみんなで見守り、助け合う活動につなげる

拠点づくりを行う。 

○ 地域の担い手育成事業 

 地域の住民同士の助け合いによる仕組みづくりと共に、ボランティ

ア人材の育成を行う。 

○ 高齢者等生活支援事業 

 地域住民の協力（有償、無償ボランティア等）を得て、高齢者等が

日常生活を送るうえでの困りごと（配食、買い物、掃除、草刈等）を

支援する。 

 

(イ)子育て支援機能 

子育て中の親子等が気軽に立ち寄り、子育てに関する不安、問題の解消に向

け支援する拠点機能を整備する。 

 

【主な取組例】 

○ 子どもと親の遊び場（幼児向け）支援事業 

 子どもたちが親子一緒に運動、遊び、交流する中で、社会性、考え

る知恵、身体能力を身に着けることができ、子どもの成長に合わせて、

自由にかつ安全に遊べる場と機会を提供する。 

○ ファミリーサポート事業 
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子育ての手助けが欲しい方（依頼会員）とお手伝いできる方（援助

会員）が相互に登録して地域で助け合うファミリーサポート事業を行

う。 

○ 子育てサークル活動支援事業 

子育てサークル等と連携し、保育スタッフの指導による親子でのベ

ビーマッサージや手遊び、体操等のプログラムを提供するとともに、

定期的にセミナーや講演会、食育などを会員相互に行う場を提供する。 

○ 子育て相談事業 

 子育てに係る不安解消のため、関係機関と連携し相談に応じる。 

○ 子育て情報提供 

メール配信サービスやブログ等も活用して地域の子育て中の親子に

向けて配信するとともに、地域支え合い機能と連携し、高齢者の保育

人材等の紹介を行う。 

 

(ウ)子ども達の居場所づくり機能 

課外時間等における子ども（小学生、中高生）の居場所をつくり、子どもた

ちの心身両面での健全育成を図る拠点機能を整備する。 

 

【主な取組例】 

○ 学習支援等事業 

 大学生や住民地域の協力等による学習支援や、大学生など少し年上

の大人との対話などのキャリア学習を実施する。 

○ 屋内遊び場（小学生向け）支援事業 

 プレーリーダーによる遊び方指導等、小学生が屋内で元気に遊べ、

その親同士のコミュニケーションも図れる場と機会を提供する。 

 

(エ)健康増進機能 

 市民が自ら健康を維持し、子どもから高齢者まで幅広い世代が元気に暮らす

ための健康づくりをサポートする。 

        

        【主な取組例】 

○ 健康増進事業 

指導員による介護予防や生活習慣病予防のための運動プログラム、

筋力トレーニングの提供を行う。 

○ 健康相談事業 

   健康に対する不安の解消、生活習慣等についての相談会を開催する。 
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(オ)歴史・文化教育機能 

 東日本大震災の記録や記憶を後世に伝えるとともに、地域文化、観光資源な

ど、地域内外への情報の玄関口としての機能を整備する。 

 

        【主な取組例】 

○ 東日本大震災デジタルアーカイブ事業 

被害の状況や今後復興していくまちの変化などデジタル化して保存

を行い、国内外へ情報発信を行う。 

○ 南相馬の「自然・歴史・文化」情報発信事業（ポータルサイトの運営） 

南相馬の自然、有形・無形の文化財、歴史等をデジタル化して保存

を行い、震災の記録と併せ、小高区の玄関口として、住民及び来訪者

等への情報発信を行う。 

○ 語り部・ボランティアガイド育成事業 

被災体験や小高の歴史・文化を次世代に語り伝える人材の育成を行

うとともに、防災教育としての活動や来館者への説明やツアーガイド

等を行う。 

 

②商業活性化エリア（北側） 

(ア)商業機能 

       小高区に帰還した住民が安心して生活できるように、生鮮３品を中心として

買い物ができる共同店舗を整備するとともに、生産者が直接販売できるマルシ

ェ（市場）を定期的に開催できる、道の駅のようなスペースを整備し、まちな

かの賑わいを創出する。 

また、将来独立創業に挑戦し、本市で本格開業を目指す起業者を支援するチ

ャレンジショップを整備し地域と共に育ち地域を支える企業を育成する。 

       

       【主な取組例】 

○ 共同店舗運営事業 

 住民の毎日の食を支えるための生鮮３品と住民の生活を支える生活

雑貨の販売や、小高区の魅力を発信する地域の特産品販売、施設を訪

れた人々が気軽に立ち寄れるカフェ等の飲食店が入居する共同店舗を

設置する。 

○ 起業支援事業 

 将来独立創業に挑戦し、市内で本格開業を目指す起業者へ安価に店

舗やオフィス等の提供を行う。 
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(3)施設計画 

施設計画の検討にあたっては、先の多世代交流エリア、商業活性化エリア（北側）への

導入機能に基づき必要な施設の検討を行った。 

また、施設整備については、当該地区をはじめ小高区全域で地震による被害や長期避難

による住居の損傷により、多くの建物が取り壊される見込みとなっており、当該エリアに

ついては、コンパクトシティの考えのもと住民ニーズの高い複数の機能を集約し、利便性

を高め、多くの人を呼び込むことで交流を促し、賑わいと活気を創出することができる既

存施設の確保が困難であることから、可能な限り既存施設の利活用を前提としながら、当

該エリア内に一体的に整備するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小高区市街地における損壊家屋解体撤去（南相馬市資料） 

 

① 施設規模の検討 

先述した導入機能に対応する施設規模の検討にあたっては、想定される敷地形状や利

用人数、管理運営人員等を勘案し、建築設計資料集成及び同種先行事例の施設機能や規

模を参考に、検討委員会での意見も取り入れ、以下のように設定した。 

 

 

 

 

 

※着色箇所（橙、赤、黄、桃）が解体対象家屋 

【小高区における損壊家屋の撤去申込み件数：１，４３０件（平成２６年１２月末現在）】 

※計画区域周辺（大町１、仲町１、東町１、本町１，２丁目）では、解体済みが約３

０件、解体予定が約６０件あり、合計で約１００件程度の解体が見込まれている。 
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機  能 施   設 
規模 

（㎡） 

人数 

（名） 
備   考 

① 地域支え合い機能

（高齢者支援、市民

活動支援） 

多世代交流サロン 

（学習室・ワークコーナー/図書コーナー含

む） 

208 40 
学習室・ワークコーナーとの共用を想定最大 40

名 

会議室 50 20 
2.5㎡×10人＝25㎡を2室＝50㎡（計20名） 

パーティションで2室に区切る仕様+倉庫 

ワークコーナー ｻﾛﾝ内 16 1グループ8人程度想定2組16人 

貸オフィススペース 56 ≒7 8㎡(更衣含む)×7人(団体)＝56㎡ 

和室（21畳） 44 21 1.62㎡/1人1帖×21人＝34㎡+押入 

事務室 77 7 8㎡（更衣含む）×7人＝56㎡+受付+湯沸 

② 子育て支援機能 

屋内遊び場（幼児向け）、子育てサークル

等 
142 20 

授乳室（2組の親子）、一時保育5名程度、グル

ープ活動、絵本コーナー 

相談室・見守り・（事務室） 57 7 8㎡×7人＝56㎡（相談室含む） 

③ 子ども達の居場所

づくり機能 

屋内遊び場（主に小学生向け） 314 30 
30人程度の子どもたちが屋内で遊具を使い安

全に遊べるスペース。 

学習室 ｻﾛﾝ内 16 1グループ4人程度想定4組16人 

レクリエーション室 112 32 3.3㎡×16人＝53㎡×2室＝106㎡ 

音楽室 51 10 
5人程度のグループ2組が使用可能 

防音室の仕様を考慮する 

④ 健康増進機能 

入浴施設 260 30 
同時利用 10～15名を想定≒100㎡+サウナ等

（男女別） 

トレーニングルーム 91 7+8 
ﾏｼｰﾝ4㎡/台×7台＝28㎡+ｽﾄﾚｯﾁ3.3㎡/人×

8人＝26㎡+通路 

居場所スペース 92 20 受付、入浴施設利用者20人程度想定 

⑤ 歴史・文化・教育機

能 
展示室 65 - デジタルアーカイブ及び小高の歴史文化を展示 

⑥ 商業機能 

店舗（生鮮、雑貨、直売、など） 地産販売

コーナー（マルシェ） 
240 - 240÷4店舗≒60㎡（道の駅先行事例参照）  

チャレンジショップ 142 - ３事業者程度が同時に利用できるようにする。 

飲食（カフェ、軽食） 61 25 2.2㎡/席（厨房含む）×25席想定＝55㎡ 
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※面積等の検討にあたっては建築設計資料集成及び先行事例などを参考にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

機  能 施   設 
規模 

（㎡） 

人数 

（名） 
備   考 

⑦ 基盤機能 

駐車場 39台 - 当該敷地おける設置可能範囲 

駐輪場 60台 - 当該敷地おける設置可能範囲 

防災倉庫 38 - 仮設トイレ7程度 

レンタサイクル 15台 - 地域周辺の名跡めぐり 

外部トイレ - -  

外部倉庫 10 -  

多目的広場   

子供たちが安全に走り回れる芝生広場。周辺

にベンチ。健康遊具。パーゴラ。木陰。震災遺

構としてのアート作品。 

省エネ低炭素 
太陽光パネル   屋上に設置 

可視化装置   1階エレベーターホールに設置 

公共交通の発着所   市内循環バス 
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多世代交流エリア 

地域支え合い機能（高齢者支援・市民活動支援） 

諸室名 規模 想定階 内容 

多世代交流 

サロン 

約208

㎡ 

1階 （図書コーナー、ワークコーナー、学習室含む） 

・ 施設の中心としての交流サロンの中で使用

時間帯及び各コーナーでの目的に沿って、高

齢者から子供まで自由な交流の場として設

える 

・ 最大で４０名が利用可能 

・ 受付オープンカウンターを事務室側に設け

て総合案内を行う 

 

● ワークコーナー（多世代交流サロン内） 

・ 最大で１６名が利用できる 

・ 交流サロンのコーナーで活動の様子が見え

ることで交流の機会を促す 

 

和室 約44㎡ 1階 ・ 約２１畳の広さ、約２1名が多目的に使用可

能。 

・ 主にサークル活動で利用する 

・ 着付け、茶道のほか集会時は多世代交流サロ

ンとの一体的利用も可能 

 

キッチン 約7㎡ 1階 ・ ３名程度が利用できる対面型キッチン 

・ 収納庫及び棚付き 

・ サークル活動で利用する湯沸や多人数の集

会時にお茶出しや和室の水場としても利用

可能 

 

会議室 約50㎡ 1階 ・ ２０名が利用できる 

・ またパーティションで２スペースに区切る

ことも可能 

・ 机等収納用倉庫設置 
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子育て支援機能 

諸室名 規模 想定階 内容 

相談室 

（子育て相談） 

・事務室 

約57㎡ 1階 ・ 同時に二組の相談が行えるスペースを確保

する。 

・ また子供の見守りを担う高齢者（ボランテ

ィア）の事務スペースを兼ねる 

屋内遊び場 

（幼児向け） 

約142㎡ 1階 ・ 常時、１０組程度の親子が集まれる施設 

 

● 授乳室（上記に含む） 

・ ２組の親子が授乳に、おむつ替え１組が利

用できるスペースを確保 

・ おむつ替え用ベッド１組を設置 

 

● 一時保育室（上記に含む） 

・ ５名程度の未就学の幼児の短時間の保育室 

 

●グループ活動室（上記に含む） 

・ 専門講師やママ友同志で子育て等について

教え合ったり、地域の育児コミュニティへ

繋がるようなスペースを確保 

 

●絵本コーナー（上記に含む） 

・ ２００冊程度の絵本を用意して、親子で楽

しめるコーナー 
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子ども達の居場所づくり機能 

諸室名 規模 想定階 内容 

学習室 - 1階 （中学生、高校生）（多世代交流サロン内） 

・ 常時１６名程度の中高生が放課後学習でき

るスペース（コーナー）を交流サロン内に

確保 

・ ローパーティション等で仕切れる設え 

屋内遊び場 

（小学生向け） 

約314㎡ 1階 ・ ３０人の子どもたちが屋内で遊具を使い安

全で健康的に遊べるスペース。 

レクリエー 

ション室 

約112㎡ 2階 （ダンススタジオ併用） 

・ ダンスは１６名程度のグループが２組程度

同時に利用可能 

・ コーラスや体操は最大３２名程度の利用が

可能 

音楽室 約51㎡ 2階 ・ ５名程度のグループ２組が使用可能 

・ 防音室の仕様を考慮する 

 

健康増進機能 

諸室名 規模 想定階 内容 

トレーニング  

ルーム 

約91㎡ 2階 ・ 最大で１５名程度が運動できるスペース 

・ 地域住民の健康増進を支援するための場所

として、専門の指導員を配置し年齢に合わ

せたプログラムを実施する 

入浴施設 約260㎡ 2階 ・ 平日は合計で３０名程度の利用、休日は８

０名程度の利用者を想定 

・ サウナも併設し温水、冷水の二槽を設置想

定 

居場所スペース 約92㎡ 2階 ・ トレーニングルーム利用者、入浴施設利用

者約２０名がゆったりと休息できるスペー

ス 
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歴史・文化教育機能 

諸室名 規模 想定階 内容 

展示室 約65㎡ 1階 ・ 東日本大震災デジタルアーカイブ（震災記

録等の保存・閲覧） 

・ 多世代交流サロンの近くに配置する 

 

●自然・歴史・文化等の情報発信（ポータルサ

イト）（上記に含む） 

・ 展示されている情報を元に、小高の自然・

歴史・文化を発信する 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

23 

 

商業活性化エリア（一部） 

商業機能 

諸室名 規模 想定階 内容 

店舗 

（生鮮、雑貨、な

ど） 

約240㎡ 1階 （１店舗当たり約６０㎡）（４店舗想定） 

・ 地元の生鮮、雑貨等を主に販売 

飲食 

（カフェ、飲食） 

約61㎡ 1階 ・ 最大２５名が利用できるスペース 

・ 屋外のオープンカフェと一体的利用を想

定した落ち着いた空間を設える 

地域特産販売 

（マルシェ） 

約60㎡ 1階 ・ 大きさは店舗と同じとする 

・ 地域特産をアピールする場 

チャレンジ 

ショップ 

約142㎡ 1階 ・ ３事業者程度が同時に利用できるように

する。 

貸しオフィス 

スペース 

約56㎡ 1階 ・ 分割や一括貸しが可能な設えとし、1ヶ月

単位の契約を予定 

・ 専用のキャビネットやネット環境を整備 
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その他（共通） 

基盤機能 

諸室名 規模 想定階 内容 

駐車場 

駐輪場 

約39台 

約60台 

1階 ・ 区役所、浮舟文化会館及び周辺駐車場と連

携し、なるべく多く確保できるようにする 

レンタサイクル 約15台 1階 ・ 最大１５名が利用できる 

トイレ 適宜 各階 ・ 高齢者や身障者、子供連れの人が利用しや

すいトイレ 

・ 男女別のトイレ、多機能トイレを各階に設

置する 

エレベーター  各階 ・ エレベーターは身障者ベビーカーでの移動

に配慮して設置する 

倉 庫 適宜 1、2階 ・ 主に会議室の机、共用の道具等を収納する 

 

外部倉庫 10㎡ 1階 ・ 主に屋外で利用する道具等を収納する。 

 

外部トイレ - 1階 ・ 主に多目的広場等の利用者用（夜間は施錠） 

 

多目的広場  1階 ・ 子供たちが安全に走り回り遊べる芝生広場

を設置する 

・ 周辺にはベンチや遊具、パーゴラ（日影棚）

を配して屋外でもくつろげる空間にする 

公共交通の 

発着場所 

 1階 ・ デマンド交通等の公共交通の発着所を設け

る 
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②土地利用計画（施設配置等） 

 

(ア)施設配置の方針 

 多世代交流サロンを施設の中心に配置する。 

 駅前動線に配慮し、「商業施設」を前面に配置する。 

 施設の顔づくりと沿道への賑わいを演出する配置とする。 

 屋外空間と一体的な利用が可能となるような施設配置とする。 

 利用者が快適に利用できるよう日当たりなどに考慮するとともに、多世代が利用する施

設として利便性にも十分配慮された配置とする。 

 旧来の小高の景観に配慮した外観とする。 

 当該計画区域内に現存する旧代の建物については、導入機能が効果的に生かせるような

配置に配慮し、協議の上可能な限り再利用を図る。 

 

(イ)配置案 

 構造・規模 

 ＲＣ造、一部Ｓ造 

 2階建て一部平屋建て 

 延べ床面積：3,190㎡ 

 外部通路面積：169㎡ 

 屋外交流スペース面積：689㎡ 

 駐車場：39台 

 配置計画案の特徴 

 多目的広場を敷地の内側に配置。子育て機能支援施設との一体化と屋外交流スペースか

らの連続的な空間。 

 広い屋外交流スペースは、マルシェやイベント時にも沿道交流広場及び多目的広場と一

体的に活用できる。 

 カフェ、マルシェ等を沿道交流広場に面して配置することで、活気と賑わいを演出し屋

外交流スペースから各施設へ誘導する。 

 商業機能などへのサービス動線（搬出入、荷捌き等）もスムーズに確保できる。 
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参考イメージ（建物平面図等） 

（※この配置はあくまでもイメージですので、設計において変更となります。） 
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③スケジュール 
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(4)管理・運営計画 

   本施設は、南相馬市小高区からの避難者が一人でも多く帰還できるよう、帰還者が生活す

るうえで必要なサービス、子育て、教育、雇用、ビジネスの拠点としての機能だけではなく、

故郷の誇りを持てるための機能を備えた複合施設である。そのため、すべての機能を有機的

に一体化した管理・運営が不可欠であり、公益的な役割を果たすとともに、きめ細やかなサ

ービスの提供が求められる。 

 

①管理・運営形態（考えられる手法） 

    管理・運営を検討していく上で、一般的な形態とその概要を以降に整理した。 

 

(ア)直営方式 

自治体が直接施設の管理運営を行う。 

自治体が直接コントロールすることで、その運営は自治体の政策の意向が反映し

たものになる。ただし、民間との連携が他の管理運営方法よりも難しく、コストが

高くなりがちになるといった面がある。 

 

(イ)第三セクター方式 

自治体と民間の共同出資により設立された事業主体により施設の管理運営を行う

方式。第3セクターの優位性は自治体の信用力を生かして、出資が集まりやすい事、

融資が受けやすい事が挙げられる。同時に官民連携の事業主体であることから、官

の公共性、民間のスピードや合理性を活かした経営が可能となる。 

 

(ウ)指定管理者制度 

   自治体が民間の事業者を指定し管理運営を行う。 

公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の

節減を図ることを目的に、平成15年の地方自治法改正により創設された。  

 公共的な団体等に限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広

い団体にも委ねることができるようになった。 

 

②望ましい管理・運営の方向性 

(ア)本施設に求められる運営形態 

       本施設は、「歴史・文化教育機能」「地域支え合い機能」「子育て支援機能」の３つ

の機能を中心にしたいくつかの機能をもった施設が集まって構成される。また、公

共性の高い機能と収益が見込める事業が混在することになるため、自治体と民間の

双方の優位性を活かした柔軟な運営形態を取り入れることが望ましい。 

 

(イ)管理運営の選定条件 

 地元企業、地域住民を中心に地域に密着した主体による運営 
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 地域活性化の持続的な取り組みと活動維持に向け地域の自主性、主体性が発揮

できる運営 

 良質のサービス、徹底したコストの管理等のビジネス的な視点と運営プロデュ

ースを可能とする民間主導型の運営 

 

(ウ)管理運営形態の選定 

管理運営手法毎にメリットデメリットを及び前項の本施設における選定条件に基

づく本施設への導入可能性について評価を行い比較表に整理した。 

区分 メリット デメリット 本施設への導入の

可能性 

直営方式 自治体が直接コントロー

ルをすることで、自治体

の行政意向が発揮でき

る。 

経営ノウハウに乏しいた

め、民間と比べコストが

高くなる。 

官民連携、事業コス

トの面から、直営方

式はそぐわない。 

第 三 セ ク

ター方式 

官民連携によるサービス

が提供できる。自治体が

出資するため設立が容

易であり、また行政意向

を反映することができる。

資金を民間からも調達す

ることが可能となる。 

官民双方の事業が混在

するため、主体性をもた

ない管理運営となりやす

い。 

自治体が経営に参

画するため、事業の

主体性が失われる

可能性がある。 

指 定 管 理

制度 

専門的な民間のノウハ

ウを活かして、質の高

いサービスの提供、採

算性の高い管理運営が

期待できる。 

 

 

民間事業者のため、詳

細な協定を結ばなけれ

ば、地域を復興する本

施設の目的を達成でき

なくなる。 

そのための手続きや、

運営のチェック等に時

間を要する。 

運営主体が一企業

となるため、公共

性、公平性に問題が

残るため、管理体制

の構築が不可欠と

なる。また、地域の

復興の核になると

いう事業であるた

め、事業者の選定に

は注意を要する。 

 

以上の比較から、施設の整備は自治体が行い、その運営に関しては民間の効率的

なノウハウを展開できることから、本施設に望ましい管理運営形態は、指定管理者

制度である。 
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（エ）管理運営体制のあり方 

本施設は、地域振興、地域交流という公的な機能を有した施設であり、さらに東

日本大震災からの復興の為の中核施設として機能させる必要がある。 

しかし、収支バランスが健全でなければ魅力ある施設運営継続できない。 

このため、採算性を重視し、企業的な手法を導入することも重要な要件となる。 

 

 複数の事業者への業務委託について 

本施設は、複数の異なる機能を持つ複合多目的施設であるため、管理運営に

ついては機能ごとに複数の事業者へ委託することも考えられる。分割して委託

する機能として「子育て支援機能」「健康増進機能」「子どもの遊び場（小学生）」

「歴史・文化教育機能」が想定される。 

複数の事業者へ管理運営を委託する場合、指定管理者の負担が軽くなり事業

者の応募を得やすく、また専門性が高い事業者による質の高いサービスが得ら

れる可能性がある。しかし、機能ごとに異なる事業者へ委託する場合、施設全

体に配置する人員、特に管理者が増加し（3.(4)-2に詳細）、施設全体の運営コ

ストの増大を招く。 

継続的な運営を考慮した場合、運営コストは抑えられるべきであり、一元的

な総合的包括業務での管理運営が望ましい。ただし、決められた事業費の範囲

内であれば、指定管理者の判断で異なる専門性の高い事業者に施設の一部の管

理運営を業務委託する可能性を認めることは、指定管理者による継続的な管理

運営のため必要である。 

 

(オ)経営組織のイメージ 

震災からの復興を果たし、住民の帰還、再び生活の基盤を確立させる為、小高区

に愛着を持ち、地域を活性化させる意思のある法人事業者、または地域に密着した

地域活動を担う人たちと協働できる法人事業者の参入が望まれる。 

 

 指定管理者の想定について 

指定管理者は株式会社だけではなく、公益法人、特定非営利活動法人、学校

法人等、幅広く募ることができる。 

南相馬市小高区は、東日本大震災と原子力災害により、震災から今日まで居

住することが許されない地区であり、地域活動や経済活動が停止している状態

となっている。 

そのような中でも、ボランティアやＮＰＯ等による地域活動が行われており、

地域の復興に少なからず貢献している。 

このように地域で活動する人たちをこれからの小高区の復旧、復興の活動に

向けて歩調を合わせた活動は重要であり、このような人たちと連携して管理運

営を図ることが大切となる。 
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その際、指定管理者には単なる管理事業者ではなく、より鋭敏な経営感覚を

持ち、しっかりした経営基盤を有している営利組織やＮＰＯ等による管理が求

められるとともに、小高区の現状を把握し、地域に密着した活動を支援しなが

ら、地域の自立を支えることも重要な要素と言える。 

 

③管理・運営計画 

(ア)基本方針 

 住民の交流を支え、地域の自立を支える 

 地域の事業者との連携とネットワーク化に努め、地域の産業を活性化させる 

 次代を担う子どもたちを安心安全に育てられる環境を提供する 

 住民が地域の誇りを持ち、地域を拠点に活動できるためのプラットフォームと

なる 

 地域住民や利用者の意見・要望を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高め

る 

 

(イ)施設運営について 

本施設は、「歴史・文化教育機能」「地域支え合い機能」「子育て支援機能」「商業

機能」等を中心にした複合多目的施設である。 

そのためにその運営に関しては、全体の施設管理とともに、各機能による専門サ

ービスを提供できるように専門のスタッフを配置することが不可欠である。 

また、これらの機能は独立した形で存在するのではなく、有機的に連携すること

で相乗的な効果を生み出すことが可能である。 

従って、各機能別に運営者を区分するよりは、総合的包括業務として運営するこ

とが望ましい。それによって、人材も柔軟に配置することでコストを抑えることが

可能となる。 

また、本施設の利活用については、利用者等とのワークショップなどを開催しな

がら具体的な活用計画の検討を進めていく。 

 

(ウ)テナントについて 

本施設の商業機能としては、店舗、カフェ、チャレンジショップ、賃オフィスと

なる。 

店舗に関しては、住民が暮らすうえで不可欠となる生鮮３品や生活雑貨等の販売

を行う事業者を予定する。 

カフェは、喫茶だけでなく食事を提供できる事業者とする。 

以上の施設に関しては、できれば小高区で事業を営んできた事業者が望ましいが、

参入者がいなければ全国から公募する形をとる。 

チャレンジショップに関しては、個別店舗では営業が難しい、もしくは新規に店

舗経営を始める事業者向けの施設となる。 
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若い事業者や主婦、ＮＰＯ法人等が地域に必要な業態として物販やサービス業等

の展開を支援する。 

貸しオフィスに関しては、インターネットの利用が可能で、パソコンを持ち込め

ば、事業所として利用できるコワーキングスペースとして整備する。 

個人や少人数の企業の利用を促進する。専用ブースやデスクを設けずにオープン

な利用形態として運営する。 

 

(エ)施設運営方針図 
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④収支計画 

    以下に指定管理者制度を前提とした本施設の収支計画を示す。 

   
（千円） 

収入の部 

  テナント事業 

    店舗賃貸料 2,074 

    カフェ賃貸料 703 

    地産販売コーナー（マルシェ）賃貸料 691 

    チャレンジショップ賃貸料 1,636 

    貸しオフィス賃貸料 672 

  施設等利用料 

    レンタサイクル利用料 350 

    入浴料 9,240 

    トレーニングルーム利用料 1,540 

    音楽室使用料 2,218 

    レクリエーション室使用料 1,951 

    会議室使用料 1,951 

    和室使用料 650 

  小計  23,676 

  管理委託費（南相馬市からの）   

    管理委託費 36,383 

  合計 60,059 

        

支出の部 

    人件費 26,913 

    法定福利費 4,037 

    水道光熱費 18,811 

    維持管理費 6,957 

    事業運営費 2,340 

    その他経費 予備費 1,000 

  合計 60,059 

        

全体収支 0 
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⑤概算事業費 

(ア)概算事業費 

施設（配置案）の事業費（概算工事費、設計等業務）については以下のとおりである。 

 

                （消費税込み、百万円） 

事業費 2,433 

 概算工事費 2,201 

  建築工事費 1,998 

  土木工事費 65 

  造園工事費 75 

  共通費 63 

 設計等業務 232 

※上記事業費には、用地取得費、解体費、測量費、除却設計費・工事費、周辺インフラ整備

設計費・工事費は含まない。 

※上記事業費は概算であり、設計の内容によって変更になる可能性があります。 
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市民意向調査、まちづくりワークショップ、懇談会等による意見 

 

   南相馬市では、東日本大震災及び原子力災害からの復旧・復興を図るため、平成23年11

月に南相馬市復興計画（以下「復興計画」という。）を策定し、これに基づく事業を実施して

いるが、福島第一原子力発電所から20kmの圏内では、震災後、ほぼ3年を経過した現在にお

いても避難指示が継続され、人が住むことが出来ない状況にある。公共施設や上下水道等の

生活基盤インフラの復旧は進んでいるものの、人が住まないことにより、予想以上にまちの

荒廃が進行し、遅々として進展しない除染作業の状況も加わり、市民の帰還意識が低下して

いる。 

このような状況にあって、平成25年度に一刻も早い小高区の市街地再生を目指し、事業

者・市民の意向を把握するため小高区再生調査を実施した。 

 

 

本調査を実施するうえで、市民の小高区への帰還の希望や今後の生活や暮らし方について、ど

のように考えているのかを把握することは重要なことである。 

市では、平成26年度策定された南相馬市復興総合計画等の基礎資料として、旧警戒区域及び

旧計画的避難区域に住所のある世帯の代表者（5,677世帯に送付、3,543通の回収）を対象に、平

成25年8月23日～9月6日に復興庁と福島県と共同で市民意識調査を行った。 

小高区再生構想の策定に当たり、当該調査に関して、避難指示解除後帰還意向及びその理由、

帰還判断の際の重要事項、行政に望む支援、まちづくりに望むことなどの項目に関して以下のよ

うに分析した。 

 

(ア)帰還意向について 

「現時点で戻ることを決めている」の29.3％に対し、「現時点で戻らないと決めてい

る」が26.1％と拮抗し、「現時点でまだ判断がつかない」が44.0%となっている。 

これは、24年度調査に比較（戻りたい43%、戻らない・戻りたくない21%、未定34%）

すると、選択肢の微妙な違いがあるものの、帰還すると決めている人が10ポイント以

上減り、その多くは判断がつかずという回答が多くなったものと推測される。 

【帰還意向世帯アンケート結果】 

 

  

◆市民意向調査について（平成25年度） 
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なお、今回調査においては、世帯全員の個人の帰還意向（9,222人）についても質問し

ており、個人ベースでは、「現時点で戻ることを決めている」の24.1％（世帯ベース29.3％）

に対し、「現時点で戻らないと決めている」が31.1％（世帯ベース26.1%）とこれを上回

り、世帯全員ではなく、一部の家族のみ帰還する世帯があることがわかる（「現時点でま

だ判断がつかない」は40.7%（世帯ベース44.0％））。 

 

【帰還意向個人アンケート結果】 

 

 

 

 

 

年代別には、「現時点で戻ることを決めている」割合は、年代が上がるにつれ、多く

なる傾向（60代33.8% 70代40.3％、80代以上37.8％）で、他方「現時点で戻らない

と決めている」割合は、30代以下で高くなっている（20代54.5% 30代44.1％）。帰

還により、高齢者比率が大幅に高まるのではないかということが予想され、これを踏ま

え、まちづくりの方向性をどうするか、そして、そのための基本施策をどう考えるかが

極めて重要な要素となる。 

 

【帰還意向年齢別アンケート結果】 
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(イ)帰還を判断する上での重要事項 

帰還を判断する上で重視する事項として、「道路、鉄道、学校、病院などの社会基盤

（インフラ）や商業施設の復旧の目途」が最上位となり、まずは、生活基盤の充実の

重要性、そして、「放射線量の低下の目途、除染成果の状況」「原発の安全性に関する

情報（事故状況や廃炉の状況）」「放射線の人体への影響に関する情報」など、今回避

難の原因となった原発・放射能・安全関係事項が複数上がっており、これらの不安を

どう除去するのか、更には、「どの程度の市民が戻るかの状況」についても上位であり、

帰還後の地域コミュニティの維持、持続可能性への不安も伺える。 

 

【帰還意向判断項目アンケート結果】 
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現時点で戻らないと決めている人のその理由においても、戻る場合と同様の課題が挙げ

られ、原発の安全性、医療環境、生活用水の安全性、商業施設や生活の利便性、放射線量

等の項目が上位を占めている。  

 

【戻らないと決めている人の理由】 
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 (ウ)行政への支援要望とまちづくりの方向性 

(イ)に述べた帰還判断の重要事項を踏まえ、戻る場合の行政への要望としては、「医

療機関・介護・福祉サービスの再開」「商店の再開」「公共輸送機関の再開」「住宅再建・

確保の支援」「学校や教育施設の再開」などの生活関連への支援が多く上位に挙げられ、

また、原発・放射能関連としては、「行政からの継続的な情報提供」「継続的な健康管

理の支援」「放射線に関する説明会などの実施」など、リスクマネジメント関連の項目

への対応を望んでいることがわかる。 

 

【行政への要望】 
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まちづくりの方向性については、今回の避難の原因である「災害に強いまち」とともに、

「医療福祉サービス施設が整ったまち」「高齢者・障がい者福祉が充実したまち」高齢者

を中心とした対応とともに、子どものいるまちでありたいという「児童福祉が充実したま

ち」も上位に挙がっており、現実と将来の小高区の姿を見据えた施策の展開が重要となっ

ている。 

まちづくりの方向性ついて 
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(ア)まちづくりワークショップの開催 

小高区の再生構想考えるに当たって、それを行政だけに任せるのではなく、市民自

らが、自分たちのまちや生活をどのようにしたいかを考え、自ら行動するとともに行

政と連携して主体的な役割を果たすという市民参加のまちづくりが極めて重要な要素

になる。 

今回のワークショップは、6月～9月の6回に亘り、様々な経験をもつゲストスピー

カーから、まちづくりに当たっての問題提起、様々なヒントやアイデアをいただくと

ともに、それを南相馬市、小高区のまちづくりにどう生かすのか、小高区への思い等

を把握することを目的に開催した。 

 

■開催実績 

第1回 平成25年6月28日  

「動いている消費社会、新しい価値観」 

講師：三浦展氏（株式会社カルチャースタディーズ研究所代表取締役） 

第2回 平成25年7月5日  

「市民参加とまちづくり＝再生の鍵は市民に」 

講師：関幸子氏（一般社団法人震災復興ワークス理事長） 

第3回 平成25年7月19日  

「やねだん300人の集落で、高齢化、過疎化に負けないまちづくり」   

講師：豊重哲郎氏（鹿児島県鹿屋市串良町 柳谷公民館長） 

第4回 平成25年8月2日 

「コミュニティビジネスでまちおこし」 

講師：野老真理子氏（社会企業家 大里綜合管理株式会社代表取締役） 

第5回 平成25年8月30日  

「日本と世界はこう動いている。その中で小高の未来は？」 

講師：藻谷浩介氏（株式会社日本総合研究所 調査部主席研究員） 

第6回 平成25年9月13日 

「ポートランドの再生と小高への提案～小高グリーンタウン」 

講師：松本大地氏（株式会社商い創造研究所代表取締役） 

 

  

◆まちづくりワークショップについて 
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(イ)ワークショップにおける市民からの小高区への主な意見の概要 

【小高の誇りについて】 

自然と歴史について多くの思いや意見が出された。 

・豊かな自然・緑 

・人間関係（助け合い精神） 

・歴史、とりわけ、相馬野馬追 

・アメニティタウン（緑、自然志向、環境配慮）など、 

【小高区帰還への懸念・課題について】 

生活関連のインフラ、コミュニティの維持、防災・放射能影響などについて多くの意

見が出された。 

・他の人がどのくらい戻るか（コミュニティがきちんと維持できるか） 

・最小限の病院や商店など生活に必要なものが揃うか 

・万一のときの退避計画作成・リスクマネジメント 

・市民がアクションを起こし、市役所がそれを後押しするような姿勢 

【ありたい小高区のイメージについて】 

 それぞれが描く小高区のイメージが語られた。 

・学校・公民館は、集約ではなく、分散で、集落の核にすべき 

・車の運転できない高齢者が安心して生活できるまち(コンパクトシティ) 

・外部との交流（都会と田舎）により、外から呼び込む 

・パークシティ（公園のようなまち） 

・農業がきちんとできること 

・地域でお金が回るような経済(里山資本主義)の仕組みをつくること 

・高齢者施設や医療福祉関係の充実による雇用の確保 

・人の集うスペース（公園、広場、池など）の多いまち 

・市民がまちづくりに主体的に関われるまち 

【小高区のまちづくりに自分にできること】 

 自分がやりたいと思う具体的な取組みについて意見が出された。 

・菜の花、ラベンダーなどで花一杯のまちに 

・きめ細かなデイサービス 

・野馬追にちなんだ乗馬のできる環境 

・桑栽培と養蚕・絹織物の再生 

・空き家活用による「やねだん」のようなアート系人材の移住 

・シルバーボランティアによる駅前花一杯運動 

【その他】 

行政への要望等が出された。 

・市としてグランドデザイン・戦略の提示と若者を戻る気にさせる情報発信 

・市民協働のまちづくりのための協議会でしっかりした議論 

・放射能についての統一した理解が出来るような情報発信 
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  以上6回のワークショップを通じ、 

・小高区の誇りとしての豊かな自然、野馬追など歴史、人間関係などをきちんと認

識すること 

・市民が小高区を考えるためには何らかの具体的なグランドデザインが必要 

・除染問題と放射能への不安をどのように解消するかは帰還の大きな前提 

・帰還を促進するに当たっては、小高区でどれだけ不便なく暮らせる環境が作れる

か（医療・福祉・介護・子育て）が重要課題 

・自分たちでできることやりたいという気持ちにどう応えるか（そのための環境

づくり）重要なインプリケーションとして、次のステップの小高区再生構想に向け

て対応することとした。 
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(ア)懇談会の開催 

 小高区再生構想を考えるに当たり、被災者の皆さんが、既に小高区から避難して2

年を超えそれぞれの地で生活していること、市民意向調査などから日常の生活のベー

スである便利さということで商機能がどうなるか、また、働く場としての商工業サー

ビス業がどの程度戻るか、また、戻ってくるためには、どのような条件が必要であり、

どのようなまちにしていきたいと思うかについて、市民意向調査やまちづくりワーク

ショップを通じ、把握してきた。 

まちづくりワークショップにおいては、市民が参加し市役所と一緒になってまちづ

くりをするための再生構想ということで、地震・津波による被災に加え、原子力災害

に伴う目に見えない放射能への不安の中で、将来のまちのあり方について、市民の皆

さんから生の声を聞く機会を得たところであるが、全くの白紙の状況の中で、小高区

について問われても再生のイメージがわかない、市としてのグランドデザインの叩き

台が欲しいという意見をいただいたこともあって、更なる意見を伺うという趣旨で開

催した。 

この懇談会では、5月末～8月までの一連の小高区現地視察や市役所関係部署との打

合せ（現状把握と課題についての意見交換等）を通じ、受託先である一般社団法人震

災復興ワークスとして、地元事業者・市民の皆さんからより具体的な意見を引き出す

ための叩き台として、再生コンセプト案、市街地中心部ゾーニングとそれぞれのゾー

ンでまちづくりのために展開すればいいのではないかという例示的な提案を示し、こ

れをもとに地元の事業者の意見を傾聴するととともに、これらの意見を踏まえ、再生

構想につなげていくことにした。 

 

■開催実績 

第1回（全業種）において小高区の市街地再生を議論するための種火として再生構

想叩き台を提示（第1回）し、その後の第2～4回において、業種別（製造業・商業・

サービス業）に分かれ、議論し、小高区の具体的イメージや帰還・事業展開のための

施策などについて、地元事業者より意見を聴取した。 

第1回（全業種）  平成25年10月 8日（火）13:00～15:00 

第2回（製造業・建設業等） 平成25年10月16日（水）14:00～16:00 

 第3回（サービス業）  平成25年10月17日（木）10:00～12:00 

 第4回（商業）  平成25年10月17日（木）14:00～16:00 

開催場所：浮舟文化会館研修室 

 

(イ)懇談会での主な意見の概要 

【ビジョン（青写真）のあり方など～再生構想策定には前向き】 

・このような構想の前に現実にやるべきことができているかという意見がある一方、

◆商工業者懇談会について 
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小高区民の帰還という方向に向かうには、早く小高区ビジョンを示すべき、まちがよ

くなれば子どももついてくるので、きちんとしたビジョンを示すべき、しっかりとし

た構想とその下でのロードマップ（工程表）が必要との意見。 

・小高の歴史・文化ゾーン、商業活性化ゾーンについては、地域に残る蔵の活用、神

社からの参道を活用した整備と商店街の街並みの整備をすべきとの意見。 

・南相馬全体として、原町、鹿島と役割分担しつつ、小高として、総花ではなく、1点

集中し、しっかりした柱をつくるべき。 

・震災前と同じようなゾーニングではなく、空き地・空き家を活用し、新たな試みを

という意見。 

【原発・放射能等リスク対応～帰還の前提という意見が大半】 

・除染をしっかりするとともに、2度と事故が起こらない、安全第一ということでなけ

れば戻れない（一旦便利なところの生活に慣れると）という意見。 

・放射線量の値はこれ以上よくなることはない、ゼロにはならないという前提で考え

ないと前に進まないものの、安心感が持てる何かが必要との意見。 

【帰還のための前提としてどのくらいの人が戻るかという心配】 

・市民意向調査などを通じ、帰還意向の市民の数、特に10～30代の数を把握すること

が重要との意見。 

・若い世代の小高帰還を望むなら、中高齢者世代の意識を変え、住みやすい環境をつ

くる必要との意見。 

【事業環境整備】 

・ニーズあっての商売であり、市民だけでなく取引先の確保（それができるまでの支

援）が必要との意見。 

・復興支援の様々な助成の運用の弾力化の要望。 

・廃棄物処理への対応の要望。 

【情報発信・外からの呼込み】 

・小高市民帰還とともに外から新しい人の呼込みが必要との意見。 

・子どもに戻りたいという気を起こさせる働き掛け・情報発信が重要との意見。 

・メディアへの情報発信、地元の小高区役所の情報発信が重要との意見。 

・人の呼込みには、何か日常と離れた面白いもの、スポーツ交流、観光、グルメなど

の要素が重要との意見。 

【子育て・教育】 

・若い子どものいる世帯の子育てや教育ニーズへの対応が重要との意見。 

・教育については、幼児教育から小中高までの一貫校、小高商業・工業の統合に際し

ての高等教育の強化、更には、大学との連携（例：大学の優先入学への糸口）などが

必要との意見。 

【医療・福祉等】 

・看護士や介護士不足の中で可能な通う人も働く人も楽しめる多様なデイサービスの

在り方の検討が必要との意見。 
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・高齢者が安心して普通に暮らせるまちづくりの中で、これらの施設を拡充して、高

齢者の呼び込み（いわゆるシルバータウン）も一案との意見。 

・老後の懸念としての健康問題では、医療福祉ゾーンは、ITを活用した遠隔診断、救

急外来の充実、ヘリポートなど安心できる体制が必要との意見。 

・公的施設の再開とともに、民間病院の医師が帰る方策が必要との意見。 

【雇用（働く場の確保・人材の確保）】 

・働く場の確保も重要だが、現実には、退職者補充が困難で、人材確保策の抜本的な

拡充が必要との意見。 

・人材確保とともに人材育成の観点から職業能力開発施設への支援拡充が必要との意

見 

・今後の新たな産業として廃炉・放射能に関する研究研修施設などが有望との意見。 

・事業経営者育成（ビジネスチャンスの見つけ方やお金の扱い方など）のための場所、

仕組みが必要との意見。 

【住宅】 

・街中に、戸建住宅にせよ、集合住宅にせよ、住宅整備すれば需要は出るとの意見。 

・市民帰還に伴う建築ラッシュの大工不足への対策が必要との意見。 

 

(ウ)商工業者アンケート調査について 

  平成25年8月の住民意向調査や上記商工業者懇談会の結果を補完し、併せて平成25

年1月10日に避難指示解除目標が2年遅れ、平成28年4月以降となることが決定さ

れたことの影響なども含め、平成26年2月に、小高区内で事業を営んでいた事業者490

人に郵送によるアンケート調査を実施した（有効回収率：26.5％（130人））。 

  その結果概要は、以下のとおり。 

 

【現在の事業の状況】 

事業を再開又は再開予定の者は、41.5%（小高区内12.3% 小高区外29.2%）、他方、

事業を再開しない者が、17.8％。事業を再開するか未定の者は、26.9%である（再

開するならばどこかということに関しては、大半は、小高区外の意向）。 

【代表者の居住地】 

小高区に居住することに決めている者は、38.4％、居住しないことに決めている者

は、19.2%であり、40.0%の者が、居住するかしないか、現時点で判断できないでい

る。 

【小高区再生コンセプト案について】 

コンセプト案全体については、「妥当」、「概ね妥当」が、27.9％、「よくない」が、

8.5％に対し、中立的な「ふつう」が24.6％、「わからない」「無回答」が40.0%（23.8% 

16.2%）であった。歴史・文化ゾーン、商業活性化ゾーンについては、「つくるべき」

「あった方がよい」が、それぞれ、51.6％、53.8％と半数を超えた（「なくてもよ

い」「不要」は、それぞれ、15.3％、14.6%） 
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【今後の必要施策について】 

「共同店舗を核とした複合機能施設」「帰還事業者への事業再開支援」「仮設市場（マ

ーケット・マルシェ）」「賑わいをつくる交流イベント支援」「企業誘致への支援」「企

業者支援」「人材確保への支援」「人材育成への支援」の8項目について、「必要」「あ

った方がよい」が、いずれも6割を超えているが、このうち、優先順位（必要性が

高いもの3つ）については、「帰還事業者への事業再開支援」が最上位であり、以

下、「人材確保への支援」、「共同店舗を核とした複合機能施設」「企業誘致への支援」

が続いている。 
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(ア)懇談会の開催 

商工業者懇談会と同様の趣旨で、併行して農業者懇談会を開催した。 

今回の小高区再生構想は、小高区市街地の中心をベースとしたコンパクトタウンが

基調となる。しかし、市民ワークショップ等において、市民の皆さんの多くが、小高

のイメージとして豊かな農村風景を挙げたように、農業の再生なくして、小高区の復

興はありえないとの認識が強かった。その為、市役所が考える農業再生ビジョンのた

たき台の説明の後、農家の皆さんが、震災・放射能などにかかる現状を踏まえつつ、

今後どのような農業を目指そうとしているのか、農地利用のあり方をどうすべきか、

そのための行政への要望等の把握することを目的として懇談会を行った。 

なお、地震・津波の影響が大きな東部・中部と放射能への対応が大きな課題となる

西部では、置かれた環境が異なることから、地区別に2回に分けて開催した。 

 

■開催実績 

第1回（東部・中部地区）平成25年10月14日（月）10:00～12:00 

第2回（西部地区）   平成25年10月14日（月）13:00～14:45 

開催場所：万葉ふれあいセンター 

 

(イ)懇談会での主な意見の概要 

【農業再生ビジョンについて】 

・農業再生計画にスケジュールを示してもらえると動きやすいしやる気も出る 

・震災前を前提にするのか、震災を契機に変えるのかのいずれにするのか 

・試験栽培をする経緯を説明して欲しい 

【営農再開に向けて】 

・営農再開するには、放射能関係の研究施設や試験所が必要 

・条件が整った時には年齢的に体力的に出来ない可能性がある 

・再開までの期間が長期化すると若い人は離れていくだろう 

・土地を公的に借り上げて集約し、やりたい人に貸して農業を続けることが重要 

・次の世代に残すため農地としての土地を維持したい 

・稲作から畑作に転作することで農業を継続できないか 

・土地を遊ばせないよう相馬の高校生や滋賀県と連携して菜種組合を作りたい 

・農地を作物ごとにゾーニングするのはどうか 

【放射能汚染について(農地除染、水質の担保等) 】 

・除染が終わらないと先に進めない 

・大柿ダムの水は安全なのか。期間内にできるのか 

・大柿ダム完成前のように、他のダムや河川ため池等から水を引けないか 

・基準値以下の農作物は全て同じ扱いだが、個体ごとに情報を公開すべき 

◆農業者懇談会 
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・全ての水田で試験栽培、実証栽培をして放射線量を調べてはどうか。そして、放射

性物質が検出されたら補償により買取り検出されなければ販売するのはどうか 

・反転耕は、西部と東部でも高汚染地域と低汚染地域があり、一括りにはできない 

【風評被害の解消に向けた取組みについて】 

・120ベクレル検出が全国ニュースで放送され、南相馬の米は汚染されているという

イメージになったが、農協と農政には適切な対応をしてほしい 

・風評は意図せずに広まるので、それを前提に情報発信しなければならない 

・国の基準で本当に安全なのか、また国民はそれを認識しているのか 

・市民が安心できる地域にならなければならない 

【農地の転用について】 

・安全な作物が作れないなら、バイオマスや太陽光に利用してもよい 

・バイオマスの収益性を示してほしい 

・農水省本省のアドバイスにより、太陽光発電で37円/1KWで、最大220KWの売電を

しているが、電気を使用する施設が近くに無いと電力会社は買わない 

・農地が荒れると動物が入りやすいので、菜種を植え将来はバイオ燃料利用したい 

【農業再生ではなく地域再生を】 

・農村の復興は地域の全体の問題として考えなくてはならない 

・個人の利益でなく、集落全体で成り立つ仕組みを考えなければならない 

【人材育成について】 

・若い担い手を農業先進地域に派遣するという意見は賛成 

・菜種の栽培などを先駆的に行っている人を招き、ノウハウを学ぶ必要がある 
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(ア)市民懇談会の開催 

商工業者懇談会、農業者懇談会における事業者からの意見聴取に続き、一般の市民

の方からの意見をお聞きする機会をということで開催を企画した。既に事業者の方か

らの意見の中にも、市民として小高に戻る、住むという観点からの意見も多くいただ

いたこと、また、再生構想叩き台は示していないが、まちづくりワークショップにお

いても、方向性や施策要望意見はいただいていたこともあり、小高区再生構想全体の

あり方についての説明は、単独懇談会という形ではなく、11月24日の旧警戒区域（小

高区）内の復旧・復興にかかる市民説明会の中で、5つの議題の一つとして、コンセプ

ト案と一連の懇談会等での皆さんの意見を紹介した（なお、市役所においては、これ

をフォローするため、12月下旬に市民とのまちづくり懇談窓口を開設し、市民の皆さ

んからの意見を求めた（12月20日、22日、24～26日の5日間））。 

また、阪神淡路大震災の経験、更には、原子力災害に伴う廃炉のプロセスを勘案す

ると、まちの復興・再生が20～40年の長きにわたると予想されることから、現在の大

人世代からだけではなく、未来の小高区を担う子どもたちからもきちんと声を聞きた

いという趣旨で、市民説明会とは別に、12月に子どもたち（小中学生と父兄及び高校

生）との懇談会を開催した。 

 

■開催実績 

 小中学生と父兄の部    平成25年12月21日（土）13:30～15:30 

高校生の部        平成25年12月25日（水）13:30～15:00 

開催場所：南相馬市役所 

 

(イ)懇談会での主な意見の概要 

【小中学生の部の主な意見】 

・小高のいいところ、誇れるところとしては、自然が豊かなところ、相馬野馬追など

の歴史があり、伝統が受け継がれているところという意見 

・小高をどんなまちにしたいかということについては、地震・津波・原子力災害のな

いまち、放射能のことを心配しないで安心して暮らせるまち、元の小高に戻して欲し

いという声とともに、高齢者も若者も世代を超えて仲良く暮らせるまちという意見 

・小高のために何をしたいと思うかについては、中学生から、自分として出来ること

で、ボランティア活動、寄附でお金を集めて、お年寄りを元気にしてあげたい、避難

している人を集めて、小高復興文化祭のようなイベントを開催したいという積極的な

意見が出された 

・また、要望としては、仮設校舎のため、校庭・体育館の使用に制約があり、自由に

使える友人と集まれる場所が欲しいとの改善要望があった 

【小中学生の部保護者の主な意見】 

◆小高区市民懇談会 
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●子どもたちの意見を聞いての感想 

・子どもたちが小高の文化・歴史に大切に思う気持ちは大事にしたいが、安心して住

める環境になるのか心配であり、子どもたちを帰すという気持ちにはなっていない 

・子どもたちに対して放射能のわかりやすい説明をすることが必要、放射能を気にし

ないで勉強できる環境の整備が必要との意見 

・制約のある仮設の学校生活にストレスをためており、その課題にどのような解決が

できるかとの意見 

●現状状及び帰還への懸念・要望等 

・仮設校舎に、仮設体育館の併設を要望 

・帰還するためには、税の優遇措置などメリットがないと戻れないし、外の人を呼び

込めないとの意見 

・放射能については、子どもに対しても保護者（大人）に対しても客観的な判断がで

きるよう勉強の場が必要との意見 

・福島第1原発から20km圏内ということに不安を感じていることを考慮に入れた施策

の検討が必要との意見 

・通学路の除染や廃炉完了までの避難計画が重要との意見 

・（市民意向調査の高齢者の意向が強く反映されており）若い人に魅力ある施策が必要

との意見 

・子どもが外で遊ぶ場の確保のため、中学校施設の地域での利用、通学用バスの時間

制約などへの要望 

【高校生の部の主な意見】 

●学校生活について 

・現在仮設校舎なので本校舎で授業を受けたいとの意見 

・外部の施設で部活をしているので本校舎で練習させてほしいとの意見 

・校舎内に更衣室、化学実験室がないため不便を感じているとの意見 

・仮設の校舎で高校生活が終わってしまうため、一度は本校舎に入りたいという要望 

●小高区への帰還について 

・原町の方が便利だから小高には戻りたくない、相馬の方が仙台に近いので遊ぶのに

も便がいいとの意見 

・小高には元々遊ぶ場所がなかったので、ゲームセンターや飲食店を整備し生活が便

利なれば戻りたいとの意見 

●小高区のために出来ること 

 ・学校をきれいにしたい 

 ・イベント運営を手伝いたい 

 ・地域の人たちと一緒にまちに花や木を植えたい 

 ・スポーツ施設を作り、大会を開催出来るようにしたい 

 ・地域で使えるお金を集めたい 

・道路の除草作業など、まちをきれいにしたい 
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・アート作品を作り、イベントを開催し県外から人を呼びたい 

●その他、地域との関わり、コミュニティを成熟するためのイベントを増やしてほしい 

 ・他地域（愛媛県松山市の高校）との交流は楽しい思い出であり、このような全国他地

域からの支援・交流の継続の要望があった。 
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（平成２６年７月～平成２７年３月 全９回） 

 

 

1 １区行政区 玉川 美智子

2 ２区行政区 原　　啓寿

3 ３区行政区 中村　眞木

4 ４区行政区 松本　森雄

5 ５区行政区 小林　友子

6 小高区地域協議会委員 渡部　幸史

7 福島大学 人間発達文化学類 教授 初澤　敏生

8 小高区まちづくり有識者 平田  廣昭

9 高崎青年会議所 小池　秀明

10 小高商工会 商業部会長 山澤　 茂

11 小高商工会 商工会幹事 志賀　正幸

12 旅館組合(小高区) ホテル叶や 代表 牧野  良仁

13 (株)ゆめサポート南相馬 取締役所長 松本　克己

14 あぶくま信用金庫 小高支店長 大石　公一

15 ＪＡそうま 小高総合支店長 牛来   広

16 小高区ふるさと農地復興組合 代表 佐藤   宏

17 南相馬市災害復旧復興ボランティアセンター 所長 鈴木　敦子

18 ＮＰＯ法人 浮船の里 和田　智行

19 民生・児童委員 上野　久美

20 小高区小・中児童生徒親の会 井島　順子

21 小高中学校ＰТＡ会長 藤橋　秀市

22 老人団体関係 井堀　重信

23 小高区連合婦人会長 浦　　令子

24 女性団体関係 廣畑　裕子

地域づくり
関係

有識者関係

商業関係

№ 分 野 所属　等 氏　　名

農業関係

福祉・子育て
関係

◆南相馬市小高区市街地整備検討委員会 委員名簿 
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 □意見募集期間 平成２７年２月１５日～平成２７年３月６日 

 □意見提出者数 １３人 

 □意 見 総 数 ３３件 

●意見概要（抜粋） 

【維持管理】 

 ・将来の負担を考えて、できるだけ維持費のかからないものにして欲しい。 

【介護・医療】 

 ・帰還意向率の高い高齢者層を考えれば、医療・介護施設の安定的営業は必要不可

欠である。人手不足など全国的な問題でもあるため、通常の施策ではなく、国の様々

な制度を検討のうえ高齢市民の安心確保に努めてほしい。 

【計画策定】 

 ・地域外から訪れる人々も楽しめるよう、将来を見据えた計画として欲しい 

 ・将来の需給事情に合わせて対応可能な柔軟な計画として欲しい。 

 ・子育てに基軸をおいた高齢者との交流を進めて欲しい。 

 ・今後当該計画において実施される事業には大きな可能性がある。引き続き検討を

お願いしたい。 

【子育て】 

・子育て世代が希望を持てるように他にないようなインパクトのあるものにしてほ

しい。 

【都市計画】 

 ・周辺施設との機能分担を明確に示し、相乗効果を図るべき。 

 ・既存建物の改修・修繕・用途転換・景観の維持などに資する制度を整備して欲し

い。 

【文化】 

 ・野馬追などの旧来の文化を継承していくとともに、新しい文化の創造も必要と考

える。 

【放射線関係】 

 ・原子力災害被災地として、放射線防護の議論がなされていない。これは市民とし

ても今後の課題であるが、放射線に対する対策について市も検討して欲しい。 

 ・除染の拠点施設を整備し、放射線防護を推進して欲しい。 

【その他】 

 ・今回の基本計画策定に係るプロセスを学びの糧とし、市民協働によるまちづくり

＝市政のプロセスデザインに反映していき、今後のまちづくりに活用していってい

ただきたい。 

 

 

◆パブリックコメント手続について 
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【収支計画（南相馬市小高区市街地整備基本計画 Ｐ．３４）について】 

■収入の部について 

 本計画で想定される収入の部は、テナント事業であるマルシェ、カフェ、チャレンジショッ

プの賃貸料、利用者が施設利用の際に払う利用料(または使用料)による貸しオフィス施設使用

料、レンタサイクル利用料、入浴料、トレーニングルーム使用料、音楽室使用料、レクリエー

ション施設使用料、会議室使用料のほか施設維持管理の為の南相馬市からの管理委託費となる。 

  売上高の試算に当たっては、テナント事業の賃貸料は1,200円/㎡(JR原ノ町駅前の店舗家賃

から震災前のJR原ノ町駅前とJR小高駅前の路線価の割合で算出)とし、利用料についてはそれ

ぞれ類似施設の利用料金及び稼働率を設定し算出する。 

 

[テナント事業] 

項目 単価 内容 稼働率 年合計金額 

店舗賃貸料(三店舗) 72,000 1ヶ月×3店舗 80％ 2,073,600 

カフェ賃貸料 73,200 1ヶ月 80％ 702,720 

チャレンジショップ(81㎡)賃貸料 97,200 1ヶ月 80％ 933,120 

チャレンジショップ(61㎡)賃貸料 73,200 1ヶ月 80％ 702,720 

地産販売コーナー(マルシェ)賃貸料 69,600 1ヶ月 80％ 691,200 

貸しオフィス施設賃貸料 10,000 1ヶ月×7団体 80％ 672,000 

合計 5,775,360 

 ※稼働率は道の駅の事例等を参考にした目標値 

[施設利用料] 

※稼働日はレンタサイクル350日、他は308日(週一日休み、年末年始等休み) 

入浴、トレーニングルーム利用者は庵治ほっとぴあん(高松市・旧庵治町人口約6000人)の平均利

用者数より算出。 

利用料について、入浴料は南相馬市の老人福祉センター、トレーニングルーム利用料・和室・

会議室・レクリエーション室はサンライフ南相馬、音楽室は南相馬市文化会館より算出。 

項目 単価 内容 稼働率 年間合計金額 

レンタサイクル利用料 100 1回 10人  350,000 

入浴料 500 １回 60人/日  9,240,000 

トレーニングルーム利用料 250 1回 20人/日  1,540,000 

音楽室使用料 500 2室 1時間 12コマ 60% 2,217,000 

レクリエーション室使用料 440 2室 1時間 12コマ 60% 1,951,488 

会議室使用料 440 2室 1時間 12コマ 60% 1,951,488 

和室使用料 440 1室 1時間 12コマ 40% 650,496 

合計 17,901,072 

◆収支計画積算資料 
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レンタサイクルの利用料及び利用者数は新潟市の事例を参考にダウンサイズして設定。 

 

■支出の部について 

[人件費] 

 年間給与 計算 人員 総額 

施設管理者 3,183,600 265,300円/月×12ヶ月 １名 3,183,600 

副施設管理者 2,445,600 203,800円/月×12ヶ月 １名 2,445,600 

事務員 2,162,400 180,200円/月×12ヶ月 4名 8,649,600 

技術員 2,064,400 171,200円/月×12ヶ月 1名 2,064,400 

主任保育士 2,121,600 176,800円/月×12ヶ月 １名 2,121,600 

保育士 1,672,800 139,400円/月×12ヶ月 １名 1,672,800 

アルバイト 2,556,400 830円×10時間×308日 ２名 5,112,800 

   合計 26,913,200 

※給与の算出にあたっては市の基準を採用 

[全体事務・管理] 

施設全体の窓口・受付、レンタルスペースの管理・受付、多世代交流サロンの管理・運営、歴

史文化機能の管理・運営、健康増進機能の管理、商業施設の管理を行う。 

・施設管理者  １名 

・副施設管理者 １名 

・事務員    ４名 

・技術員    １名 

[子育て支援機能、子ども居場所機能の管理] 

・主任保育士  １名 

・保育士    １名 

[健康増進機能の運営] 

・アルバイトスタッフ ２名 

[法定福利費] 

・人件費の15％ 

[水道光熱費（電気料金）] 

・基本料金  東北電力 60Ａ 従量電灯Ｂ 1,944円／月 

容量×単価（18.24円）×使用電力量 

使用電力量の計算は、「建築設備設計基準」の受変電設備容量より算出 

  

使用電力量＝(照明容量＋コンセント容量＋空調動力)×稼働時間×稼働日÷1,000 

照明容量＝3(VA)×床面積×設定照度÷100 

コンセント容量＝3(VA)×床面積 

空調動力＝50(VA)×床面積 



 

60 

 

施設名 稼働時間 稼働率 床面積 
照度

設定 
電気料金 

会議室 9:00-21:00 60% 50㎡ 500lx 156,280 

貸オフィススペース 9:00-21:00 100% 56㎡ 500lx 291,723 

和室 9:00-21:00 40% 44㎡ 500lx 91,684 

レクリエーション室 9:00-21:00 60% 112㎡ 500lx 350,068 

音楽室 9:00-21:00 60% 51㎡ 500lx 159,406 

入浴施設 10:00-20:00 100% 260㎡ 500lx 993,248 

トレーニングルーム 9:00-21:00 100% 91㎡ 500lx 347,637 

多世代交流サロン 9:00-21:00 100% 208㎡ 500lx 1,083,544 

事務室 8:00-22:00 100% 77㎡ 500lx 467,973 

子育て支援 9:00-17:00 100% 142㎡ 500lx 493,151 

相談室 9:00-17:00 100% 57㎡ 500lx 197,955 

屋内遊び場（小学生向け） 9:00-17:00 100% 314㎡ 500lx 1,090,489 

居場所スペース 10:00-20:00 100% 92㎡ 500lx 351,457 

展示室 9:00-17:00 100% 65㎡ 500lx 225,738 

公共床 9:00-21:00 100% 1,128㎡ 500lx 5,876,140 

合計   2,755㎡   12,178,438 

（参考） 

 市内公共施設の電気料 

・ゆめはっと 延床面積 2,463㎡ 電気料金 25,623,872円（10,404円/㎡・年） 

・中央図書館 延床面積 3,545㎡ 電気料金 8,400,302円/年（3,485円/㎡・年） 

※中央図書館は震災後68％の稼働時間のため、補正済み 

・本施設対象床面積 2,755㎡ 電気料金 12,338,743円/年（4,479円/㎡・年） 

 

[水道光熱費（水道料金）] 

・水道料金 

上水道料金 220円/㎥ 

下水道料金 245円/㎥ 下水道料金（入浴施設等） 95円/㎥ 

 
年間使用量 上水道料金 下水道料金 水道料金 

入浴施設 7,146㎥/年 220円/㎥ 95円/㎥ 2,250,864円 

湯沸し 547.5㎥/年 220円/㎥ 245円/㎥ 254,588円 

トイレ 772.0㎥/年 220円/㎥ 245円/㎥ 358,968円 

   合計 2,864,420円 

※湯沸しについて 

使用水量は、JIS A3302-2000に基づく建築用浄化槽規模算定により水量算定 
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※トイレについて 

施設利用者を200人、その半数がトイレを利用すると仮定(従業員含む)。 

トイレ１回使用当たりの大・小・洗面の利用頻度（確率）：男性→大0.14回 小0.86回、洗面１

回／人・日、女性→大0.16回、小0.84回、洗面1回／人・日 

洗浄回数： 男性1.5回、女性2.3回 

※日本建築学会梗概集「超高層オフィスビルにおける衛生器具のリニューアルに関する調査研究」より 

 

[水道光熱費（ガス）] 

・ガス使用量 

熱量のＬＰガス変換 50.2MJ=1Kg 

単位使用熱量 559MJ/㎡・年 

※単位使用熱量は「建築物エネルギー消費量調査報告書(日本ビルエネルギー総合管理技術協会)」による 

ＬＰガスの気化率0.482㎥/Kg 

年間ガス使用量＝床面積（100㎡）×②÷①×③＝536.7㎥/年 

 

※ガス料金 

年間使用量 単価 使用料金 

536.7㎥/年 350円/㎥ 187,855 

   
基本料金 期間 料金 

1,500円/月 12ヶ月 18,000 

※ガス料金は福島県の平均値を参考。 

 

 

 

 

[水道光熱費（灯油）] 

・入浴施設の使用熱量の算出 

  一回使用量 平均使用回数 利用頻度（確率） 利用人数 年間利用量 

男性大 13L/回 1.5回 0.14回/人・日 50人 49.8㎥/年 

男性小 5L/回 1.0回 0.86回/人・日 50人 70.6㎥/年 

女性 13L/回 2.3回 1.00回/人・日 50人 545.7㎥/年 

洗面 3L/回 1.0回 1.00回/人・日 100人 105.9㎥/年 

          772.0㎥/年 
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浴槽・給湯負荷＝使用水量×温度変化(42度－16度) 

放熱負荷＝浴槽容積×2.5度×10時間 

年間熱量＝312,065,600Kcal＝1,306,807MJ  (1KJ=0.2388Kcal) 

灯油使用量＝35,608L/年     (灯油の熱量換算 36.7MJ/L) 

 

[維持管理費] 

清掃 

面積 単価 合計 

3,190㎡ 150円/㎡・月 5,742,400 

※弾性床材、総合清掃が条件 

 

エレベーター点検 

台数 単位/月 合計 

1台 52,000円/台・月 624,000 

※一般用エレベーター 交流中速 遠隔監視（45-60ｍ/分）定員9人 

 

消火器点検 

台数 単価 基本料金 合計 

20台 2,300円/台 7320 53,320 

 

自動ドア・消防施設等法定点検 

  台数 単価 合計 

自動ドア 2台 50,000円/台 200,000 

消防施設 1式 88,000円/式 88,000 

合計     288,000 

        ※自動ドアは年2回 

      ※消防施設等は以下含む。 

消火器具、屋内消火栓設備，ハロゲン化物消火設備，自動火災報知設備誘導灯，連結送水管，非

常電源専用受電設備、防火排煙設備 

※単価はインターネットでの比較表 

 

ボイラー点検 

同規模施設、離宮の湯（三重県伊勢市）の保守費用 

250,000円/年 
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[事業運営費] 

  単価 月 合計 

コピー機器リース代金 20,000 12 240,000 

事務消耗品 100,000 12 1,200,000 

パンフレット、広報活動 500,000 3 1,500,000 

計     2,340,000 

 

【概算事業費（南相馬市小高区市街地整備基本計画 Ｐ．３５）について】 

 

 

 

名　　称 摘　　要 金　　額 備　考

① 建築工事 共通仮設費含む 1,261,705,576

② 電気設備工事 太陽光設備含む 160,756,079

③ 衛生設備工事 89,719,568

④ 空調設備工事 106,782,799

⑤ 昇降機工事 ＥＶ含む計1機 18,000,000

小計 1,636,964,022

⑥ 諸　経　費 13% 212,805,323

Ａ 建築工事計 延床面積≒4，048㎡ 1,849,769,345 456,959

Ｂ その他工事 周辺インフラ（電気、ガス、水道） 0

Ｃ 解体工事 0

Ｄ 土木工事 基盤・駐車場等 60,000,000

Ｅ 造園工事 建物・広場廻り 70,000,000

Ｃ～Ｅ小計 130,000,000

Ｃ～Ｅ共通費 45% 58,500,000

計 188,500,000

総合計 《消費税別途》 2,038,269,345 503,525


