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第 97回八戸市都市計画審議会議事録 

 

日  時  平成 24 年５月 31日（木） 14:00～15:00 

 

場  所  市庁別館８階研修室 

 

出席委員  ９名 石川委員、金津委員、八嶋委員、 

盛谷委員（代理出席：佐藤）、筒井委員、 

河村委員、中村委員、古里委員、長澤委員 

 

事 務 局  工藤都市整備部長、 

石橋都市整備部次長 

後村都市政策課長、 

石橋都市政策課副参事（都市計画グループリーダー）、 

澤邊技査、前田技師、木村技師 

丸山区画整理課長、 

佐京区画整理課副参事（区画整理グループリーダー）、 

栗澤主幹、斉藤主事 

 

  田向土地区画整理組合出席者  中村田向土地区画整理組合理事長 

                 阿部田向土地区画整理組合事務局長 

 

 

（開会 14:00） 

 

○司会 

 本日はお忙しい中、ご出席下さいまして誠にありがとうございます。ただいまより、

第 97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、工藤都市整備部長より御挨拶を申し上げ、会長へ

諮問させていただきます。 

 

〔部長挨拶及び諮問〕 

 

○司会 

 それでは、事務局よりご報告申し上げます。 

 本日は所要のため、丹羽委員、馬渡委員、松宮委員、河原木委員、川口委員、高畑

委員が欠席となっておりますが、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
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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、また、今

年度委員の変更がありましたので新しい委員名簿、及び、各席にご用意しておりまし

た、「資料７」と右上に記載された追加資料の以上となっております。お手元に資料

のない方は、お知らせ下さい。よろしいでしょうか。 

それでは、会長に審議の進行をお願いいたします。 

 

○会長 

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、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 

ご異議ないようでございますので、それでは八嶋委員、古里委員におねがいいたし

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。議案第１号について、事務局の説明をお願

いいたします。 

 

○事務局 

それでは、議案第１号八戸都市計画地区計画の変更（八戸市決定）についてご説明

いたします。 

始めに、地区計画の制度や変更に至る経緯をご説明し、そのあと変更の中身につい

てご説明させていただきます。また、議案説明の最後に田向土地区画整理事業の状況

について、担当部署からご報告をさせていただきます。それでは正面スクリーンをご

覧ください。 

まず、今回変更する場所の確認をさせていただきます。 

黒の点線で表示しているのが、既に決定している田向地区計画区域でありまして、

田向土地区画整理事業区域と同じ区域となっております。 

赤線で表示しているのが、今回変更する区域でありまして、現在イオンショッピン

グセンターを建築中の場所となっております。 

次に、地区計画の制度について概要をご説明いたします。 
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地区計画とは、地区又は街区の単位で、良好な都市環境及び住環境の形成、保全を

図るため、土地利用や建築物等に関する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。 

建築物や敷地に関する主な制限には、用途や敷地面積、壁面位置など多様な項目が

ございます。 

八戸市では、田向地区を含め、９地区において地区計画を定めています。 

次に地区計画の構成についてでございますが、まず、地区計画の目標等として、地

区をどのようなまちに進めていくかを定める「目標」と、目標を実現するための各種

「方針」がございます。 

２つ目に、地区のまちづくりの内容を具体的なルールとして定める「地区整備計画」

の大きく２つで構成されています。 

今回は、「方針」と「地区整備計画」について変更を考えております。 

次に、これまでの経緯についてご説明いたします。 

今回の変更の発端となっているのは、平成 22 年９月の田向地区の用途地域の変更

の際、都市計画審議会より「一部を第二種住居地域に変更する面積約 2.3ha の街区に

ついては、土地が分割された場合においても、当該街区内の集客施設規模が合計で

10,000 ㎡以下となるよう地区計画等による適切な対策を講ずること」との付帯意見

が出され、条件付きで用途地域の変更が認められた経緯がございました。 

市では、付帯意見を踏まえ、他都市の事例や建築制限手法について調査を行い、平

成 23年 10 月開催の当審議会において、検討状況の報告をさせていただきました。 

当審議会へのご報告のあと、都市計画変更の手続きをスタートし、平成 24 年１月

には関係権利者を対象とした説明会を行い、１月下旬から２月上旬にかけて縦覧及び

意見書の受付を行ったところ、意見書２件が寄せられました。詳細については後ほど

ご説明いたします。 

５月には全市民対象の説明会、変更案の縦覧及び意見書の受付を経て、本日の審議

会に至っております。 

平成 22 年９月の田向地区の用途地域の変更について簡単にご説明いたしますと、

赤枠で囲まれた街区、今回の地区計画変更区域と同じ場所となりますが 、当該街区

の用途地域を、田向地区及びその周辺地区の生活サービスを提供する利便施設の誘導

を目的に、第二種住居地域へ変更したという内容でございました。 

それでは次に、地区計画の変更内容についてご説明いたします。 

前回、昨年 10 月開催の当審議会への報告内容に変更はございませんが、田向地区

計画の区域は、田向土地区画整理事業と同じ区域で決定されておりまして、黒枠で表

示しております。区域の面積は約 88.5ha です。 

そのうち、当該地区整備計画の区分といたしましては、これまでの４区分から、新

たに沿道地区（３）を設けまして、全部で５種類に区分されます。 

変更する区域は、赤枠で表示しておりますが、イオンショッピングセンター予定地

を都市計画道路 3･3･8 号、3･4･29 号などの道路のセンターで囲んだ面積約 3.0ha の
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区域で、沿道地区（１）から沿道地区（３）へ変更いたします。 

沿道地区（３）の新設に伴い、土地利用の方針を新たに定めました。 

内容は、「都市計画道路 3･3･8 号の沿道として、また、田向地区及びその周辺地区

の生活サービス拠点として適正規模の集客施設の立地に配慮した良好な環境の形成

を図る地区」としております。 

沿道地区（３）の地区整備計画については、方針に従うかたちで、店舗、飲食店、

展示場、遊技場などの集客施設に限り、床面積の合計が敷地面積の 42％を超えるも

のは建築できないという用途の制限を新たに設けております。 

42％の設定根拠は、当審議会からの付帯意見を踏まえ、街区全体の集客施設の床面

積上限を 10,000 ㎡とするため、10,000 ㎡を当該街区の全敷地面積 23,291 ㎡で割っ

た値です。 

また、床面積の合計が敷地面積の 42％とは、イメージ図にあるように、敷地面積

100 ㎡に対し、各階の床面積の合計が 42㎡の場合を指します。 

なお、建築基準法における容積率を変更するものではないので、住宅や事務所など

集客施設以外の建築物については、これまでどおり 200％が適用されます。 

その他の建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置、形態意匠、垣または柵

の制限については、これまでの沿道地区（１）と同じ内容となっております。 

次に、今回の地区計画変更による大規模集客施設の立地制限のイメージをご説明い

たします。 

当該街区の敷地 23,291 ㎡をそれぞれ 8,000 ㎡程度に３分割した場合を想定してお

りますが、まず、現行のイメージとして、３敷地に各々３棟の集客施設が立地した場

合、現在の都市計画内容では、敷地 8,000 ㎡に容積率 200％を掛けて、延床で 16,000

㎡の規模となりますが、第二種住居地域は 10,000 ㎡を超える集客施設は建てられな

い規定となっておりますので、最大で 10,000 ㎡、３棟合計すれば、計算上 30,000

㎡の集積が可能となります。 

次に今回の変更案を適用した場合のイメージになりますが、集客施設の床面積の合

計を、敷地面積の 42％以下に制限することで、同様の計算から３棟合計で 9,782 ㎡

となり、10,000 ㎡以下に抑えられることになります。 

この制限により、将来敷地が分割された場合でも、集客施設の床面積の合計を

10,000 ㎡以下に抑えられる内容となっております。 

最後に、意見書の内容及び今後の予定についてご説明いたします。 

先ほど申し上げましたとおり、本日ご説明した変更案については、本年１月の関係

権利者説明会から手続きをスタートしております。説明会出席者は７名でした。 

次に、１月下旬から２月中旬にかけて条例に基づく縦覧及び意見書の受付を行った

ところ、関係権利者から意見書が２件寄せられました。 

お手元の参考資料の 11ページをご覧ください。 

１つ目の意見としては、土地の資産価値を下げる変更内容であること。また、この

区域にだけ規制をかけるのは公平性に欠けるものであり、反対という意見。 
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２つ目に、個人の土地の利活用を大きく制限するものであり、反対という意見がご

ざいました。 

この２つの意見に対する市の考えをご説明いたしますと、当該区域は、田向土地区

画整理組合から平成 22 年４月に用途地域の変更など都市計画変更の提案があった場

所であり、市ではこの提案を受け、八戸市都市計画審議会へ諮問したところ付帯意見

が出され、条件付で同年９月に都市計画の変更が認められた経緯があり、当該区域の

これまでの経緯を踏まえ、原案どおり都市計画変更の手続きを進めていきたいと考え

ております。 

なお、意見書提出者へは同様の考えを文書で回答しております。 

次に、全市民対象の説明会及び 2 週間の縦覧、意見書受付を５月に行いましたが、

いずれにおいても出席者、縦覧者、意見書の提出はありませんでした。 

そして、本日の都市計画審議会でご審議いただき、６月下旬の決定告示をしたいと

考えております。 

また、決定告示以降は、当該地区計画の変更内容について建築条例化の手続きを進

めていきたいと考えております。 

以上で、変更案の説明を終わります。 

次に、田向土地区画整理事業の状況報告に移らせていただきます。 

 

○事務局 

追加資料の７に基づいてご説明を申し上げます。田向土地区画整理事業の状況につ

いてご説明いたします。 

最初にこの航空写真は、平成 23年５月に撮影されたものとなっております。 

区域は黄色で表示しております。中央部に、今、地区計画で取り上げられました街

区がありまして、そして、隣にもう１つ街区があるという状況になっております。 

その街区の下側、北の配置が上になっておりますので、下や右ということで説明さ

せていただきたいと思います。ちょうど下側に市民病院があります。この右側の緑に

囲まれた部分がまだ区画整理が残っている部分となっております。 

そして、新井田川がございまして、新井田川沿いの左側に消防本部がありまして、

この消防本部の周辺を、現在、重点的に保留地処分ということで分譲を進めていると

ころでございます。 

次に土地区画整理事業の資金計画に付いてご説明いたします。 

用途地域の変更を行なう前ではありますが、平成 22 年３月現在の数字と、今現在

の数字を表示させていただいております。平成 22 年の３月現在は少し太い括弧で表

示しております。 

支出という項目をご覧ください。平成 22 年の３月現在では、この区画整理事業を

完成させるにあたり 142 億円という事業費が掛かることになっております。 

現在はそれを見直しまして、支出が 118 億８千万円になっております。事業費の削

減を図ったところであります。 
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これに対する収入ですが、収入が右側になります。平成 22 年の３月現在の数字で

は、この収入の中で主な比重を占めるのが、保留地処分金で 94 億１千万円でござい

ます。 

現在、見直しまして、70 億９千万円になっておりまして、その状況に関して下の

部分に面積、金額の説明がされています。 

今、118 億８千万円というその収入の中で説明させていただきますが、金額的なも

のを見ますと、平成 23年度末において、36億８千万円の保留地を処分することがで

きております。進捗率で示しますと 52％、やっと半分を超えたという状況にありま

す。 

今後の予定ですが、平成 24 年度以降の工事、建物の移転補償費を含めた残が 30

億５千万円あります。 

今現在の借入金残高、つまり金融機関から借りて事業を進めていますので、その残

高が５億８千万円。そして、保留地処分をしながら事業を進め、今後といたしまして

は、約 34 億円の保留地を処分してこの事業を完成させるという計画で、事業を進め

ております。 

この写真は、今現在の状況を、市民病院の屋上から撮らせていただいたものです。

2.3ha の街区にイオン八戸 SC が出店するということで準備を進めております。来月

の 26 日にオープンということで伺っております。これは別な角度から撮ったイオン

八戸 SCの状況になっています。 

田向区画整理の状況報告については以上です。 

 

○会長 

どうもありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見ご質問等がござ

いましたら、挙手をお願いいたします。 

 

○委員 

状況が解らないのでお聞きしたいのですが、今出ておりましたイオン八戸 SC は、

10,000 ㎡を超えていないのですか。 

 

○事務局 

10,000 ㎡は超えておりません。大規模小売店舗立地法の申請の時には、7,850 ㎡と

いうことで聞いております。 

 

○会長 

よろしいでしょうか。他にご意見ご質問等ありませんか。 

 

○委員 

今回の都市計画審議会に関する意見書は、床面積が 42％になるのが不当だという
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ことで出されたのですか。どういう意味でこれが出されたのかお伺いしたい。 

 

 

○会長 

それでは事務局からお願いします。 

 

○事務局 

先ほど説明しましたとおり、土地を買った後にこういう制限をかけ、規制するとい

うのは、資産価値を下げるため、反対だという内容です。 

 

○委員 

以前の都市計画審議会のときにいろいろあり、継続審議になった経緯がありました。

その中で私の記憶しているのは、当初、市のほうからは、田向地区に住む住民のサー

ビスのための商業施設であるという説明があり、そういったものは必要ではないかと

いうことを話しました。 

そして、一つ一つの敷地に 10,000 ㎡ずつ、合計 30,000 ㎡の床面積の施設が建築で

きる可能性があるため、30,000 ㎡の施設ができるということは、地区住民だけでな

いサービスが行なわれるということで、使い勝手を考え、３敷地を一つにしたという

記憶がございます。 

同時に私どもが当初反対したのは、第１種低層住居専用地域から第２種住居地域に

変更するのはどうかというものでしたけれども、そういう形であれば付帯意見を付け

ることで了解したという経緯がございました。 

また、私ども商工会議所の中でもいろいろと議論がございました。 

その中で市のほうでは、中心市街地街の今後、市の財政あるいは高齢化社会に向か

う等、様々な観点から、これ以上大きな郊外型のまちづくりはいかがなものかという

ことで、市長がコンパクトなまちづくりという観点から、郊外型をやめようというこ

とです。 

私どもの与えられたことは、中心市街地活性化法という法律がり、それに対して八

戸も手を挙げて、そして活性化協議会を作り、まちづくり会社なども作りました。そ

して、そういう中で私どもはやってきました。 

その中で、この中心市街地活性化法という法律の中では、10,000 ㎡以上の施設は

だめだと国がそう定めていると認識しています。 

それから外れた場合は、コンパクトシティという視点ではなくて、いわゆる郊外型

のまちづくりもＯＫということになります。 

今後のことを考えれそういう形で進むべきではない、街全体がそういうまちづくり

をしてはだめだということを認識しております。 

私は、田向の区画整理は、高度医療の区画整理事業だったと認識でおりましたけれ

ども、市のほうは強い要請の中で住民のサービスということで付帯事項をしているの
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であれば良いということでやってきたわけです。 

これがもし 60％ということで、10,000 ㎡を超えるものが建築されるということに

なれば、そこに住む住民だけではない、他に対する影響が大きく、売り場面積がオー

バーであるオーバーストアになる。 

そして、そういうことになると街全体が沈没します。ますますデフレが進み、過当

競争になっていくという想定のもとで商業アドバイザリー会議を作り、そういう商業

的立場やいろいろな観点から見て、意見申し上げてきたつもりです。 

同時にあそこは市民病院があり、消防署があります。これ以上店舗面積を増やすと

なれば、救急搬送などの道路のアクセスを考えたときに、不具合という表現は悪いの

ですが、果たして本当に医療地区としての相応しい交通ができるのか。 

60％になって、商業施設の面積が 10,000 ㎡以上になったときは、中心市街地活性

化法に基づく協議会あるいはまちづくり会社という形で現在進めておりますが、これ

が認可されない。 

そうなると、今まで市が一生懸命「はっち」を作ったりしてやってきたものが、ど

うなるのか非常に問題であります。 

この前も新聞等を見ていますと、イオンさんのほうでは、市民の要求に応えるべく

さらに面積を増やしたいとしていますけれども、それはイオンさんの希望であり、都

市計画あるいはマスタープラン等を無視したものです。私は、新聞でしかこのことに

ついて分かりませんが、そういう捉え方をしております。 

従って、以前の都市計画審議会の時、42％という付帯事項は、是非していただかな

いとなりません。何のための都市計画であるのか。変更事項が出るたびに都市計画審

議会を開いて、その都度場当たり的なものになっていく。 

前にもこういう形でなし崩しに開発されていくことに対して、非常に大きな疑問を

感じました。シンフォニープラザのときでしたが、都市計画やマスタープランに沿っ

た開発をすべきだと、私は認識をしております。 

今ここで 60％にしたいと出てくること自体が、非常に私は整合性に欠けるとみて

います。ここに関しては付帯事項を守っていただきたいと思っています。以上です。 

 

○会長 

はい、どうもありがとうございます。事務局からこの件で意見はありますか。 

 

○事務局 

はい、ただ今のご意見はごもっともだと思います。我々もこれ以上の郊外の大型店

舗というのはないと思っております。マスタープランに基づいて、規制する部分はし

っかり規制して参ります。 

それから、先ほども話が出ましたけれども、昨日の報道でイオンさんができれば

20,000 ㎡にしたいという話をされたようですが、先ほど河村委員もおっしゃたよう

にあくまでイオンさんの希望ということであって、八戸市が規制をするものでもない
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と考えております。以上でございます。 

 

 

○会長 

はい、どうもありがとうございました。他にご意見、ご質問等ありませんか。 

 

○委員 

先ほど、今までの経緯を伺わせていただいて、まさにそのとおりです。この区画整

理事業の本来の目的というものは、市民病院を中心にして医療福祉施設建設を集中的

に確保するこういう形で区画整理事業が始まりました。 

ですから平成 22 年の用途地域変更する前は、非常に商業施設に対しては厳しいと

ころがありました。 

しかし、事業をやっている間に非常に資金面が厳しくなってきているというような

事情もあり、八戸市としては 10,000 ㎡の店舗面積であれば、やむを得ないのではな

いか、それによってこの区画整理事業の推進を計っていくという話でした。 

本来は、その用途地域の変更のときに、今回の議案に関するものも一緒に諮ればよ

かったと思います。床面積が 10,000 ㎡ということで市も規制を考えていたと思いま

すが、そのときに委員からは、将来的に土地が分割された場合にどうしても 10,000

㎡を超えるということが出てくるのではないかという話が出ました。 

ならば、それを抑えていくために必要な措置を考えてくださいということを付帯意

見として出したわけです。その一連の流れの中で、今日の案件ですので、私は賛成で

す。 

 

○会長 

どうもありがとうございました。他にご意見ご質問等ございませんか。 

 

○委員 

私は市民の一人の立場としてここに座らせてもらっておりますので、この経緯を振

り返ってみれば、先ほどの意見は本当にもっともだと思います。 

これは最初から分かっていることで、まちづくりとして良くないが、でも背に腹は

変えられない事情があるということで、市民の立場からすればこれ以上税金を注ぎ込

んでほしくない、絶対にそれはあってほしくないという経緯になり、私も用途変更に

ついて付帯意見を付けることで賛成しました。 

ですから、今までの経緯であったことは、それはしょうがないですけれども、今後

は先ほどの話のとおりに、こういうことはもうあってほしくないです。 

いろいろな社会情勢の変化がありますけれども、やはり企画する側でもそれ相応の

対応をしていただきたいと思います。 
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○会長 

どうもありがとうございます。他にご意見ご質問ございませんか。 

 

○委員 

今回諮問された沿道地区（３）の地区計画の面積が、3.0ha とあります。イオン八

戸 SC の街区は 2.3ha ですが、どの部分が変わったのでしょうか。面積を変更したと

いうことですか。 

 

○事務局 

今までは沿道地区（３）というのがございませんでした。今回変更したところは、

沿道地区（１）というところに含まれております。 

新たに設けました沿道地区（３）の面積につきましては、敷地面積は約 2.3 ヘクタ

ールなのですが、こういう区域を決める場合には周辺の道路の中央が境となるため、

道路部分の面積を合わせまして 3.0ha となっております。 

 

○会長 

 はい、どうもありがとうございました。他にご意見はございませんでしょうか。 

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。 

 

～「異議なし。」の声～ 

 

 では、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございます。 

 以上で本日の審議案件を終了いたします。それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

○司会 

 ここで、委員の方々に対しまして工藤都市整備部長よりご挨拶申し上げます。 

 

 〔部長挨拶〕 

 

○司会 

それではこれをもちまして、第 97 回八戸市都市計画審議会を終了させていただき

ます。 

 本日はありがとうございました。 

 

 

  （閉会 15:00） 

 


