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第 115回 八戸市都市計画審議会 

 

 

令和元年 10月 31日（木）14:00～14:50 

八戸市庁 別館 8階 研修室 

  

 

○司会（北澤 GL） 

 本日は、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。 

 ただいまより、第 115回八戸市都市計画審議会を開会いたします。 

 

それでは審議に先立ちまして、大志民都市整備部長よりご挨拶を申し上げ、会長へ

諮問させていただきます。 

 

○大志民都市整備部長 

本日はお忙しい中、ご出席賜り誠にありがとうございます。 

 本日の諮問案件は、八戸市決定であります『地区計画の決定』の１件となっており

ます。詳細は事務局の方から説明させていただきます。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

  

○司会（北澤 GL） 

 それでは、大志民部長、会長への諮問をお願いします。 

 

○大志民都市整備部長 

それでは、諮問を代読させていただきます。 

 

 八戸市都市計画審議会 会長 武山 泰 様 

 八戸市長 小林 眞 

 八戸都市計画の変更について、諮問。 

 都市計画法第 77条の２第１項の規定に基づき、次のとおり諮問します。 

 

１．八戸都市計画地区計画の決定について（八戸市決定） 

 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○司会（北澤 GL） 

 それでは、改めまして事務局よりご報告申し上げます。 

 本日は審議委員で、八戸学院大学の奈良委員、八戸市議会の夏坂委員、国土交通省
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東北地方整備局青森河川国道事務所の田中委員、青森県三八地域県民局地域農林水産

部の中野委員、八戸青年会議所の金入委員、公募委員の菊地委員の 6名が欠席となっ

ております。 

委員 15名中 9名が出席しておりますので、八戸市都市計画審議会条例第６条第２

項の規定により、会議が成立することをご報告申し上げます。 

 それでは、審議に入る前に資料の確認をさせていただきます。 

 資料は、事前に送付しました「議案資料、参考資料」、そして本日お配りしており

ます「次第、席図、委員名簿」となっております。 

 お手元に資料のない方はお知らせください。 

また、本日は議案の関係部署であります産業労政課の職員も同席しております。 

それでは、会長へ審議の進行をお願いいたします。 

 

○会長（武山委員） 

 ここからの進行は私が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 ただいま、市長から議案について諮問をいただきましたので、慎重に審議し、答申

したいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず議事録署名者の選任を行いたいと思います。 

 私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

 

○委員 

 異議なし。 

 

○会長（武山委員） 

 ご異議ないようでございますので、それでは岩藤委員、目澤委員にお願いいたしま

す。 

 お二方、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、審議に入りたいと思います。 

 議案について、事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局（大塚技師） 

それでは本日の議案について、ご説明を申し上げます。 

今回は、八戸北インター第 2工業団地開発に伴う地区計画の決定に関する説明とな

ります。 

説明する順番ですが、ご覧のとおり、まずは 1番の、八戸北インター第 2工業団地

開発につきまして、（１）開発の必要性、（２）開発地の選定、（３）団地の概要、（４）

今後の予定を説明いたしまして、その後に、2番の八戸都市計画地区計画の決定につ
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きまして、（１）地区計画とは、（２）決定理由、（３）地区計画案、（４）都市計画変

更スケジュール、の順に説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

なお、1番の八戸北インター第 2工業団地開発については、事業担当である産業労

政課の職員より説明いたします。 

 

〇事務局（白藤） 

産業労政課の白藤と申します。よろしくお願いします。 

1番の八戸北インター第２工業団地開発について説明いたします。まず（１）開発

の必要性から説明していきたいと思います。 

スクリーンに映しているのは、配布しております参考資料の資料 1と同じものです。 

八戸市の産業は、恵まれた水産資源と地下資源などを土台としまして、臨海部を中

心に発展し、現在では多くの産業団地が整備されております。 

主な産業団地は、黄色で着色しているところになりますが、第 1臨海工業地帯、第

2臨海工業地帯、水産加工団地、桔梗野工業団地のほか、近年では、八戸グリーンハ

イテクランドを整備しまして、時代に応じて多様な産業を集積させ、北東北最大級の

産業都市として発展を続けております。 

八戸グリーンハイテクランドとは、八戸北インター工業団地と八戸ハイテクパーク

の総称になります。 

八戸グリーンハイテクランドの南側、また、南部山健康運動公園の西側の赤く着色

された場所が、八戸北インター第 2工業団地の場所となります。 

 

続きまして、開発の必要性につきまして、ご説明いたします。 

現在、八戸市が、主に分譲している産業団地は、八戸北インター工業団地となりま

すが、こちらがその分譲状況になります。 

八戸北インター工業団地の面積は全体で約 157.7ha、そのうち分譲用地面積は約

99.5haとなっております。 

平成２年度から分譲を開始し、近年では年平均 3ha のペースで分譲が進んでおり、 

30 年度末で、約 87.5ha が分譲済、分譲率は 88％となり、残りの分譲用地は約 12ha

となっております。また、グラフにはありませんが、先月約 0.8haが分譲され、分譲

率は 88.8％となっております。  

近年の分譲率が伸びておりますが、東日本大震災以降、企業がリスク回避を検討し

て、北インター工業団地のような高台への立地を求めていることなどが要因と考えら

れます。 

産業団地は、当市の経済成長を支えてきた基盤であり、産業の集積、新たな雇用の

場を創出する他、地域経済の発展が期待できるものとなります。分譲用地が残りわず

かとなっている現在、企業の立地需要の受け皿を確保するため、新たな産業団地開発

が必要となっているものでございます。 
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続いて、開発地の選定につきまして説明いたします。配布しております参考資料で

は資料 1の 2ページになります。 

まず、選定の経緯についてですが、平成 27 年度に新しい産業団地の適地を市内全

域から絞り込みをいたしまして、平成 28 年度に開発用地選定委員会での審議などを

経まして、開発地を八戸北インター工業団地南側に決定しております。 

次に、開発地の特長、優位性ですが、八戸港、八戸北インターチェンジ、八戸西ス

マートインターチェンジ、八戸駅、三沢空港などの交通結節点へのアクセスに優れ、

現在、青森県が整備を進めている都市計画道路 3・3・8号（主要地方道八戸環状線）

の開通後には、一層の利便性向上が見込まれるとともに、企業集積が進む八戸北イン

ター工業団地へ近接していることから、更なる企業の立地及び産業集積が期待できる

地域に位置しております。 

 

続きまして、（３）団地の概要につきまして、昨年度の基本設計で取りまとめまし

た、土地利用計画を説明いたします。スクリーン上の図面は、参考資料の 3 ページ、

A3の資料と同じものです。 

赤い線で囲まれた区域が事業区域となりまして、面積は 48.92haとなります。 

区域内の水色で着色している箇所が分譲地となっておりまして、面積は 24.25ha、

区画数は全体で 26 区画となっており、企業が大きい区画を希望する場合は、複数の

区画を組み合わせて購入できるようなるべく段差を少なくしております。 

黄緑色で着色している箇所が公園で、面積は 2.99ha、青色で着色している箇所が

調整池で、面積は 2.45ha、緑色で着色している箇所が緑地で、面積が 6.02ha、それ

以外は道路で、面積が 13.21ha、となります。 

団地の西側を南北に通る道路が主要地方道八戸環状線、団地の北側を東西に通る道

路が市道河原木豊崎線になります。この 2つの路線に接続して団地の中央部分を通っ

ている幹線道路については、標準幅員 12mで両側に歩道を設けた道路となり、八戸北

インター工業団地の幹線道路と同程度の規格となります。 

また、団地内の区画道路は、歩道を設けない幅員７m の道路が標準となりますが、

幹線道路と公園を結ぶ道路につきましては、歩行者を安全に誘導するために片側に歩

道を設けた道路となります。 

主要地方道八戸環状線と団地を結ぶ交差点には、南方向からの進入のための右折レ

ーンを施工していたただけるよう施行者の青森県に協議しているほか、市道河原木豊

崎線につきましても同様に右折レーンを設ける計画としております。  

また、スライドの右下は開発区域を示した航空写真ですが、開発エリアは多くの部

分が山林で、残りは畑が占めております。 

 

失礼いたしました。先ほど、調整池の面積が 2.45haと説明しましたが、2.47haが

正しい数字です。また、道路の面積が 13.21haと説明しましたが、正しくは 13.19ha

です。訂正いたします。 
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次に、今後の予定となります。参考資料では資料 1の 2ページに同じものが載って

おります。 

令和元年度、今年度は、実施設計を行うほか、用地買収にも着手し、都市計画等の

法規制に係る協議も進めております。 

令和 2年度には、引き続き用地買収を進め、造成等の工事に着手いたします。 

令和 2年度から 3年かけて造成後、最短で令和 5年度の分譲開始を目標としており

ます。 

また、ご覧いただいているスケジュールは、現時点での最短のスケジュールであり、

今後の検討結果等によっては変更の可能性もあります。 

以上が八戸北インター第 2工業団地についての説明となります。 

 

〇事務局（大塚技師） 

続いて、八戸都市計画地区計画の決定について都市政策課の大塚より説明いたしま

す。 

議案資料として、今回決定する地区計画案をお配りしておりますのでスライドと合

わせて議案資料をご覧ください。 

今回決定する地区計画の名称は「八戸北インター第２工業団地地区計画」です。 

地区計画案の説明の前に、地区計画とは何かを説明いたします。 

地区計画とは、都市計画法第 12条の 4第 1項第 1号に定められているもので、地

区または街区の単位で、良好な都市環境及び住環境の形成、保全を図るため、地区の

特性に応じて道路、公園等の地区施設の配置、又は土地利用や建築物等のルールをき

め細かく定めることができる制度のことをいいます。 

現在市内では、9地区において地区計画を定めておりますが、建築物や敷地に関す

る主な制限の項目については、ご覧のとおり用途や容積率、建ぺい率、敷地面積、壁

面位置、工作物の設置位置、高さ、形態、色彩、緑化率、垣又は柵など 9つのルール

を地域の事情に応じてきめ細かく定めることができます。 

八戸北インター第 2工業団地地区計画では、この 9つのうち、建築物等の用途と、

壁面の位置の 2項目について制限する内容となっております。 

 

続いて決定理由について説明いたします。スクリーンまたは参考資料の資料 4をご

覧ください。 

市街化調整区域の本地区は八戸市都市計画マスタープランの全体構想及び地域別

構想におけるまちづくりの方針において、高速交通体系を活かした新たな産業拠点の

形成をすすめる地域に位置づけられていることから、適正な土地利用を誘導するとと

もに、工業地としての目的に即した良好な環境の形成を保全するため、地区計画を決

定するものです。 

市街化区域と市街化調整区域との区分を区域区分と言いますが、区域区分の変更に
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ついては、団地既成後の企業立地状況を勘案して進めていくことで、青森県と協議し

ております。 

 

続いて、地区計画案について説明します。こちらは地区計画案の総括図になります

が、皆さまにお配りしている参考資料の資料 2と同じものです。 

八戸都市計画図に八戸北インター第２工業団地を示したものとなります。 

図面中央、やや左側の赤い線で囲まれた区域となります。 

 

こちらは地区計画案の計画図になりますが、こちらは皆さまにお配りしている参考

資料の資料 3と同じものです。 

八戸北インター第２工業団地周辺を拡大したもので、地区計画区域、地区整備計画

における地区施設の配置及び規模を示したものです。 

 

次に、地区整備計画の建築物の用途の制限について説明いたします。 

スクリーン上の表は地区計画案の建築物の用途の制限について、表にまとめたもの

です。 

表の左側には、主な用途として、住宅、店舗等、事務所等、ホテル、旅館などと建

築物の種類が列挙されておりまして、それぞれの右側の欄に、○印や×印が書かれて

いますが、○印は建築できる、×印は建築できない建築物ということを示しています。 

現在、当該地域は、市街化調整区域であり、基本的に建築物の建築が制限されてお

りますが、開発許可をもって建築が可能となり、赤い線で囲まれた部分となりますが、

事務所等、巡査派出所等、就業者のために建築物の附帯施設として設置される保育所、

15㎡を越える畜舎を除く工場・倉庫等の建築が可能となります。 

また、当該地域については、将来の市街化区域への編入の際には、工業地域の用途

地域指定を想定していることから、地区計画の建築物の用途の制限の設定する上では、

工業地域による制限をベースとしながら、それよりも制限を加えた内容となっており

ます。 

なお、将来的に工業地域の用途地域指定を想定した理由につきましては、開発区域

に住宅が隣接することから、工業専用地域の八戸北インター工業団地よりも公害規制

の厳しい用途地域を選択したものでございます。 

 

次に、地区整備計画の建築物の壁面の位置の制限についてですが、団地内の建築物

につきましては、建築物の壁面又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が、

2m（道路に面する側にあっては 4m）以上であること、と制限を設けております。 

これは、企業立地に伴い、工場用地に工場や事業所等の建築が進んだ際に、開放感

または秩序ある街区を形成し、良好な地区環境を創出、または保全するために設定す

るもので、八戸北インター工業団地でも八戸北インター工業団地環境景観形成協定で

も同様の制限をお願いしております。 
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最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。 

スクリーンまたは参考資料の資料 5をご覧ください。 

本日ご説明した地区計画案について、7 月 19 日に県への事前協議を終えておりま

す。 

10 月 1 日には全市民を対象とした説明会を開催しましたが、出席者はおらず、そ

のため意見はございませんでした。 

また、10 月 2 日から 10 月 15 日までの 2 週間、縦覧を行いましたが、縦覧者はお

らず、意見書の提出もありませんでした。 

そして本日、この都市計画審議会でご審議いただき、11 月上旬に知事への協議を

行い、11月中旬の決定告示を考えております。 

最後に、事前に配布しております「議案資料」、「参考資料」の資料 2～5 について

は、県への事前協議で使用した資料、および県知事への協議の際に使用する資料とな

っております。 

以上で説明を終わります。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。本日は次第にありましたように審議は議案第１号

ということで、この件のみということになります。諮問としては都市計画の地区計画

決定とだけ述べていましたけれども、事務局から説明がありましたとおり、北インタ

ー第２工業団地開発にあたり、地区計画を定めていきたいということになるかと思い

ます。 

それでは、皆様のほうから、ご質問、またはご意見コメント等がありましたらお受

けしたいと思います。何かありましたらお願いします。 

 

○ 岩藤委員 

私からですが、資料1の3ページ、土地利用計画図というところを見ておりました。

この地区については調整区域ということで、市の決定で、唯一開発できる区域という

ことで地区計画が定められておりますけれども、具体的にこの地域について、特色を

何か持った整備を考えているでしょうか、というのが一つ。土地については分譲地と

して淡々と整備して処分すればいいってことになるのでしょうけれど、2 号公園と 1

号公園というところを見ていたのですけれど、この図面の字が私には少し見づらく、

何を整備するのか、将来的な構想を聞きたい。今まで通りだとこれを見ると桜の木だ

とか、いろいろ、トイレもあるでしょうけど、その辺の説明をよろしくお願いします。 

 

○事務局（西國室長） 

 公園につきましては、都市計画関係法令にあります開発規模から必要な、1,000㎡

以上の公園を 2か所以上、また全体の 3％以上というのをクリアできるぎりぎりの規

模になっております。どういう公園にしようかということにつきましては、事前に地
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域説明会、地権者説明会等を行っておりまして、例えばグランドゴルフができるよう

な形を望んでいるという意見もございました。市のほうでは、これといって煮詰めた

ものは無いのですが、不要な物は造らず、グランドゴルフをやろうと思えばできるよ

うな広場を設けた公園という形で考えております。 

 

○岩藤委員 

 ありがとうございます。トイレなんかはどうでしょうか。トイレはもちろんできる

と思いますけども。あとは桜の木ですか。何を植えるだとか。将来的には、春には企

業の方や地域の方にとってのんびりできる敷地になればいいのかなと思いますけど

も、その辺はどのようにお考えでしょうか。 

 

〇事務局（西國室長） 

まずトイレですけれども、1 号公園、2 号公園ありますけれども、1 号公園のほう

にトイレは設ける予定で考えております。今年度、実施設計を行っている途中でして

詳細はまだ決定しておりませんが、配置はこのような基本設計になっております。 

桜については、周辺が、緑が多いということでピンクもあったほうがいいんじゃな

いかということで、桜がいいのではということで、管理者と相談しながら進めている

状況です。 

 

〇岩藤委員 

 はい、ありがとうございます。トイレについては、これから高齢化社会ということ

で、多目的トイレプラス通常トイレを視野に入れながらということでよろしいですか。 

 

〇事務局（西國室長） 

そこは意見を伺いながら進めていきたいと思います。 

 

〇岩藤委員 

ありがとうございます。2号公園にはトイレがないということですね。 

 

〇事務局（西國室長） 

2号公園にはトイレは付けない予定です。 

 

〇岩藤委員 

これを見ると 1号公園には駐車場があるように見えますけれど、2号公園に駐車場

はないのでしょうか。 

 

〇事務局（西國室長） 

2 号公園については、管理者が停める用に 1、2 台の駐車場のみを予定しておりま
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す。 

 

〇岩藤委員 

はい、分かりました。ありがとうございます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、その他ありますでしょうか。 

 

〇目澤委員 

目澤といいますが、調整池についてお伺いしたいと思います。地形的には調整池は

低いところに計画していると思いますけども、区域外の高低差がよく分からないので

すが、調整池の大きさというのは区域内の水の調整、その他に地区外の水の流れ込み

もあるのでしょうか。それともう一つは、これをどのように処理する計画なのか。い

わゆる浸透か流出させるのかというところについてお伺いしたいと思います。 

 

〇事務局（西國室長） 

 調整池についてですけども、今まで山林や畑であったところに新しく団地ができれ

ば雨が降った時にこれまで地面に浸透していたものが、建物やアスファルトなどの人

工物ができることによって地面に浸み込まずに低い土地に流れ出ることを心配され

ていると思いますけれども、団地の開発ではこれを未然に防ぐために現状の下流の流

下能力に耐えうる量に調整する調整池を設けます。浸透ではなく、はけ口の大きさを

絞るような形になります。調整池の場所ですけども、土地利用計画のとおり開発区域

の北側の両側を丘陵地に挟まれた谷形状の低地に設けますけれども、地形をそのまま

利用したダム形状のものになります。新しい産業団地の面積は約 50ha あります。先

ほど、それ以外の流域も入るのかという話でしたけれども、高い位置からここに流れ

てくるのがプラス 70ha ありますので、この調整池は 50ha と 70ha を足した約 120ha

の雨水を受ける調整池となります。団地自体では 50ha 分の雨水で調整すればいいの

ですがプラス 70ha の治水を行うような調整池ができるということになりますので、

現状よりは下流への影響は小さくなるものと考えております。 

 

〇目澤委員 

はい、ありがとうございます。ちなみに流出先はどちら方面になりますか。45 号

線ですか。 

 

〇事務局（西國室長） 

 南部山の池を経由いたしまして河原木都市下水路になります。 
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〇目澤委員 

分かりました。 

 

〇阿部委員 

阿部と申します。調整池についてですが、今、台風 19 号でも、想定を上回る雨量

が降ったものですから、そのことも考慮した面積でしょうか。 

 

〇事務局（西國室長） 

確かに想定を上回る雨が近年降っておりますが、現在実施設計中でありまして、調

整池の確率年は 30年に 1回降る雨を想定して作ることになっておりまして、それを

基本としておりますけれども先ほどもお話ししましたとおり、開発区域 50ha に加え

て区域外の 70ha の治水をすることになりますので、今現状で団地がない状態より、

下流への影響は小さくなるものと考えております。 

 

○会長（武山委員） 

はい、その他ありますでしょうか。 

それでは私のほうから、地区計画案の中の建築物の用途の中で巡査派出所等という

のが建築可になっておりますけれども、その考え方について何かあれば。そうしてい

る理由が何かあれば教えていただきたい。何か予定があるとか。工業団地ということ

は、事務所や工場、倉庫等があればいいのかなという考えもあるのですが、なぜ巡査

派出所が建築可なのか教えていただきたいです。 

 

〇事務局（大塚技師） 

巡査派出所等についてですが、今回の地区計画案は工業地域における制限を基にし

ておりまして、工業地域では巡査派出所等が建てられることになっております。今回

の地区計画案の区域内においても巡査派出所等においては排除するものではないと

考えましたので、建てられるということにしました。 

 

○会長（武山委員） 

はい。特に計画があってということではないということですね。 

 

〇事務局（大塚技師） 

そうですね。今の段階では、特に計画があるということではないです。 

 

○会長（武山委員） 

分かりました。他にありますでしょうか。 
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〇馬渡委員 

第 2工業団地の土地選定のほうにも関わらせていただいたので、いろいろ大変苦労

された中でこの敷地を選定されたという経緯は理解しております。それで質問なんで

すけど、今 48.92haあるうちのだいたい半分、50％くらいが分譲地ということになっ

ていると思うのですが、歩留まりといいますか、もっと宅地で使ったほうがいいので

はないかと思うのですが、それについてどのようにお考えでしょうか。また、それに

関連して、今、既存の北インターのほうの残存面積が 12ha で残りわずかということ

なんですけど、24ha だとその 2 倍なので、またすぐ工業団地を作らなければならな

い話にならないかという心配はあるんですけどそれについてはどのようにお考えな

のか教えていただきたい。 

 

〇事務局（西國室長） 

 分譲宅地の割合ですけれど、こちらは我々もかなり苦労いたしまして基本計画の段

階ですと 21haでした。いろいろ現地を測量して可能な分を広げた結果、24.25 haに

なりましたけれども、広げられない理由といたしましては周辺の地形と段差がありま

して、どうしても法面ができてしまいこういう状況になります。公園緑地も必要最低

限度にしておりましたので、頑張った結果が 24.25 ha となっております。この面積

ですと、それほど長持ちしないのではないかというお話ですけども経済状況等によっ

てどうなるか定かではないところもありますので、その次の計画については今のとこ

ろ未定になっております。以上になります。 

 

〇会長（武山委員） 

順調に販売できれば 10 年だけでいっぱいになるのでしょうけれど、そこは社会情

勢を見ながら、その辺りが見えてきたらまた考えていくことになると思います。 

その他、はい、事務局のほうから。 

 

〇事務局（久保次長） 

事務局のほうから補足させていただきます。北インター工業団地の分譲の面積の区

画というのが 1ha を基本とするようなサイズ感になっていますけれども、ここ数年、

さらにこれより小さい区画であっても希望があったり、あるいは日本立地センターで

あったり市でもいろいろ成長産業分野での企業の立地意向で分譲面積に関する調査

をした際にも、必ずしも 1ha以上にこだわらないという回答も多々あったものですか

ら、今回は 20 数区画のうち 1ha を超えるのはごくわずか、2 割を切るような程度、

5,000㎡以上 1ha以下の分譲地を多くして、より多くの業種の皆様に利用していただ

くという形で考えておりますので、それについてもすぐ埋まるというよりは、もう少

し持ったスパンで計画しております。 
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○会長（武山委員） 

その他何かありますでしょうか。 

 

〇馬渡委員 

もう 1つお聞きしたいのが、上下水道等のインフラ整備についてもこれから進める

ことになると思うのですが、その点について、公共下水道につなぐとか、水道につい

ては当然持ってこないといけないんですけれども、その辺の計画について分かってい

ることを教えて頂けないでしょうか。 

 

〇事務局（西國室長） 

インフラの整備ですけれども、上水道につきましては現在周辺に比較的大きい本管

がきておりますので、そちらから取水することで上水道は賄えると思っております。

工業用水につきましては、産業道路にしか入っておりませんので、そちらは利用でき

ないということになっています。これからの調査になりますけれども、地下水の利用

も検討できるよう委託等をしていきたいと思っております。排水につきまして、こち

らは下水道区域ではないので、別途企業が個々に浄化槽を設置いたしまして、それを

道路内に専用管を入れる形で集水しまして、他の浄化槽の浄化水も流入する側溝に流

すような形で考えております。雨水とは分離して処理する予定になっております。 

 

○会長（武山委員） 

よろしいでしょうか。その他、何かありますでしょうか。ないようですね。 

それでは、本日市長から諮問いただきました議案第 1号につきまして、当審議会と

いたしましては「原案に対し意見なし」ということで、答申してよろしいでしょうか。 

 

〇委員 

 はい。 

 

〇会長（武山委員） 

 ではそのようにさせていただきたいと思います。 

 以上で本日の議案審議を終了いたします。 

 それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

○司会（北澤 GL） 

武山会長、ありがとうございました。 

それではこれをもちまして、第 115回八戸市都市計画審議会を終了させていただき

ます。次回は 2月の開催を予定しております。 

本日はありがとうございました。 

 


