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第103回八戸市都市計画審議会議事録 

 

 

月  時   平成27年2月10日（火）14:00～15:00 

 

場  所   八戸市庁別館8階 研修室 

 

出席委員   １４名  武山委員、奈良委員、小瀧委員、豊田委員、 

楢山委員、外城委員、小関委員、武輪委員、 

類家委員、森委員、古里委員、奥田委員、 

吉田委員、菊地委員 

 

 事務局      澤田都市整備部次長兼都市政策課長 

石橋都市政策課副参事（都市計画グループリーダー） 

石橋技査、村上技師 

 

 

       

 

○事務局（石橋GL） 

定刻となりましてので、始めさせていただきます。 

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103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、澤田都市整備部次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。 

 

○澤田次長 

 本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。 

 本日の諮問案件は、青森県決定であります「都市計画道路の変更」をご審議いただ 

くことになっております。 

 また、ご審議いただきました後、都市計画に関する情報提供といたしまして「八戸 

市都市計画マスタープラン改定及び八戸市立地適正化計画策定について」の説明をい 

たします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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（市長諮問：澤田次長代読） 

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。 

 １．八戸都市計画都市計画道路の変更について 青森県決定 

 以上ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（石橋GL） 

 それでは、改めまして事務局の方よりご報告申し上げます。 

 本日は審議委員で、馬渡委員と豊田委員が欠席でございまして委員15名中13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。 

 

 

 

次に、事務局の紹介をさせていただきます。 

 澤田 都市整備部次長兼都市政策課長です。 

 石橋 技査です。 

 村上 技師です。 

なお、在家 都市整備部長ですが本日所用のため欠席となっております。 

 わたくし、都市計画グループリーダーの石橋でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

  

  

(豊田委員 入室) 

  

  

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、参考資料の追加、委員名簿とその他「都市計画に関する情報提供」の資

料となっております。 

 

また、委員名簿につきましては、委員の変更がございましたので、ここでご報告させてい

ただきます。 

第 4 号委員は、前任の山子委員から類家委員へ変更となりました。 
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 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、会長へ審議の進行をお願いいたします。 

 

○会長(武山委員) 

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。 

 

  ～「異議なし」の声～ 

 

 ご異議ないようでございますので、それでは小瀧委員、森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。 

本日、次第のほうにもありますけど審議１件のみですね。 

議案第１号ということで八戸都市計画道路の変更 青森県決定ということで、事務

局の説明をお願いいたします。 

 

○事務局（澤田次長） 

都市整備部次長兼都市政策課長の澤田でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

恐れ入りますが座って説明させていただきます。 

 

それでは、議案第１号「八戸市都市計画道路の変更」 （青森県決定）についてご

説明いたします。 

 

はじめに都市計画道路の定義や目的などについてご説明申し上げ、そのあと変更内

容について説明させていただきます。 

 

正面のスクリーンをご覧ください。 

 

まず、都市計画道路とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画

法に基づいて決定している道路であります。 
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また、目的とその効果は、都市に必要な道路の建設を円滑に行うため、事前にルー

トを示すとともに、道路予定地内において、比較的容易に移転、除去できるもの以外

の建築制限を行うものでございます。 

 

こちらは都市計画道路内の建築制限のイメージでございます。 

 

ご覧のとおり、現道の幅員に対して、青い線で計画の幅員が示されております。こ

の計画線の内側にあります、建物の全部または一部にかかっている斜線部分が建築制

限となる範囲でございます。 

 

都市計画道路区域内では、建物の階数が２以下で、かつ地階を有しないことや、木

造などの比較的容易に除去できる構造とすることなどの制限がかかることになりま

す。 

 

次に、都市計画道路の番号について説明いたします。 

 

都市計画道路は道路名称の前に番号が付されております。 

 

この番号は、３つの数字の組み合わせとなっておりまして、先頭の数字は道路の区

分、次の数字は規模、最後の数字は区分ごとの一連の番号となっております。 

 

また、名称は一般的に起点および終点部の地名で決定されております。 

次に、議案の最後にカッコ書きで記載している『青森県決定』についてでございま

すが、こちらは都市計画の決定権者でありまして、都市計画道路においては、『一般

国道』、『都道府県道』、『その他の道路で４車線以上のもの』、『自動車専用道路』が青

森県の決定となっており、それ以外の道路が八戸市の決定となっております。 

 

今回の都市計画審議会は法第１８条の下線部に「都道府県は関係市町村の意見を聞

き」とありますとおり、県が示した変更案に対して八戸市の意見を集約し、答申する

ために開催されたものでございます。 

 

こちらは、今回の都市計画道路の変更内容でございます。 

 

対象となる道路名称は、都市計画道路３・３・８号白銀市川環状線でございます。 

 

先ほど名称の説明をしましたが、今回の対象道路は、区分３の幹線道路で、規模が

３の幅員２２ｍ以上３０ｍ未満、一連番号は８、基点の白銀地区から始まり終点の市

川地区までの環状線ということになります。 
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変更項目としましては、全延長のうち一部区間、田面木側の都市計画道路３・４・

２０号売市烏沢線との交差点を起点として、尻内側の３・３・５号尻内百石線との交

差点を終点とする、延長１,３４０ｍの区間についての幅員を２２.０ｍから ２３.

５ｍに変更するものであります。 

 

こちらは、総括図でございます。 

 

都市計画道路３・３・８号白銀市川環状線は、八戸港を起点としまして四本松交差

点を通り、市民病院、八戸インターチェンジ、えんぶりっぢを経まして、八戸北イン

ター工業団地、桔梗野工業団地を通過し、県道と接続する終点までとなっております。 

 

赤い線で表示されている部分が、今回の変更対象となる区間でございます。 

 

茶色の実線で表示されている区間は施工済みで、点線で表示されております、市民

病院付近と、えんぶりっぢの尻内側から北インター工業団地までの２区間が事業中、

黄色で表示されております国道４５号と交差する区間は未着手となっております。 

 

続きまして、変更対象区間の平面図でございます。 

 

起点は都市計画道路３・４・２０号売市烏沢線との交差点部分となります。近くに

は青南病院がございます。また、終点は尻内側の３・３・５号尻内百石線との交差点

となりまして、図にありますとおり青森県合同庁舎のすぐ近くとなります。 

 

変更項目であります幅員ですが、一般部では２２.０ｍを２３.５ｍに、また橋梁部

では２２.０ｍを２２.５ｍにそれぞれ変更することになっておりますが、今回は一般

部での幅員で変更する予定でございます。 

 

こちらは一般部、交差点部、橋梁部のそれぞれの断面図でございます。 

 

ご覧のとおり赤枠で囲まれた数字が変更箇所となります。 

 

各々の断面構成で幅員の違いはありますが、いずれも歩行者、自転車の安全確保の

ため歩道と路肩が広くなり、それに伴い中央帯の幅員が縮小されるなど、それぞれ見

直されております。 

 

特に交差点部においては、幅員の変更はないものの、車両の視野の確保等の理由か

ら中央帯が大きく見直されております。 
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こちらは、実際に事業に入る場合に必要となる用地幅の例でございます。 

 

これまで説明してまいりました道路幅員は、あくまで歩道も含む道路として機能す

る幅員でございまして、赤色の線で示されおり、必要となる用地幅が青線で表示され

ております。 

 

ご覧のとおり、上段は土工の場合で、盛土による施工ではかなりの用地を必要とし、

また下段の擁壁による施工では用地幅の節減につながってまいります。 

 

いずれも計画幅員より広くなっておりますが、どの区間でどの工法となるのか、コ

スト等も含め今後詳細に検討していくとのことでございます。 

 

最後に今後のスケジュールでございますが、今回の変更にあたり本日ご審議をいた

だき、答申内容を八戸市の意見として報告いたします。 

 

青森県では、２月１７日に青森県都市計画審議会を経て、３月下旬には告示をする

予定になっているとのことであります。 

 

また工事説明会は、３月下旬から４月下旬を予定しており、道路計画の説明や、工

事着手までのスケジュール等について説明するとのことでございます。 

 

以上で説明を終わります。 

 

○会長(武山委員) 

説明ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対して、ご意見ご質問等があれば、お受けしたいと思いますが何

かありますでしょうか。 

 

○外城委員 

今回ですが、歩道が広くなったということなんですけれども、これは、基準か何か

が変わったということでしょうか。 

 

○事務局（石橋GL） 

県のほうの説明会のほうはですね、基準というものではなくて、あくまでも歩行者

の安全とかそういったものの観点から、幅員を広げるというお話はいただいておりま

した。 
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○会長(武山委員) 

小関さんの方で、何か他に補足があれば。 

 

○小関委員 

基本的には、県の説明の通りなんですが、実際、運用する側で都市計画道路をつく

るものといたしましては、やはり歩行者、特に車椅子なり自転車なりそういうものが

通りますと歩道幅が元の２ｍ５０だと狭い。 

歩行者で１ｍ、自転車で１ｍ５０を要しますので、なおかつ、この区間につきまし

ては、かなり歩行者、自転車の交通量がかなり多いだろうということが想定されます

ので、道路幅員を広げてるというところでございます。 

 

○会長(武山委員) 

よろしいでしょうか。 

 

 

○外城委員 

前より広くなっているのは広くなっているのですけども、橋の部分は一般部より狭

いですが、そのへんは支障はないのでしょうか。 

 

○小関委員 

橋梁部につきましては、やはり一般部とちがいまして、経費的にかなり多くかかり

ます。 

ですから、その面で必要最小限に抑えているということでございます。 

 

○会長(武山委員) 

かなり規模の大きい橋梁になるということで、まあ、そのあたりは３．５ｍだけは

ならないようにですね、ということかと思います。 

他に質問ご意見ありますか。 

 

○楢山委員 

中央帯の幅の変更の考え方について、わかっていれば説明をお願いしたいというこ

とでございます。 

一つは土工部のところで２ｍを１.５ｍまでは縮小しているわけですが、それがい

くらまでだったら可能なのか、ということが一つ。 

これは全体の幅を広げているわけで、中央帯でそれを調整しているということから、

道路の構造として最小幅までできるのをしていないのか、その幅が必要なのかという

質問です。 
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もう一つは、路肩の考え方です。 

歩道側の路肩については７５０ｍｍということで広げているわけですが、中央帯側

は逆に２５０ｍｍ狭めて２５０ｍｍにしているここの考え方について、わかっている

範囲でご説明いただければと思います。 

 

○会長(武山委員) 

小関さんにお願いいたします。 

 

○小関委員 

事務局ではないのですが、県で事業をする者として、基本的に歩道側の路肩、前が

５００、今回が７５０と広めていますが、都市部でおきましても、やはり車道と歩道

の間の幅員はできるだけ広いほうが望ましいという具合になっております。 

 

それで、八戸市の場合は、積雪寒冷地ではないので一応５００から７５０に広げて

ございますが、津軽方面に行きますと１ｍ５０、積雪堆積部分を考えて１ｍ５０まで

広げております。 

 

また、中央帯部分の路側でございますけれど、５００を２５０にしているのは、路

側が２５０という最小値でございまして、それを確保しながら、なおかつ、中央帯の

幅を極力抑えることによって、全体の影響範囲を必要最小限に抑えているということ

でございます。 

最大値がいくらかということについては、特段決まったものはございませんけれど

も、とりあえず必要最小値まで縮めるということでございます。 

 

○会長(武山委員) 

全体の幅員が広くならないということで中央帯を１ｍ程度まで縮小するというよ

うな計画になっていることかと思います。 

他に質問ありますか。 

 

○小瀧委員 

 意地悪を申すつもりは、毛頭ございませんが、ちょっとだけ伺いたいのですが、 

工事関係の説明会が3月から4月まで行われるというふうに説明があります。 

実は数年前からもう、10 年も前から工事説明会等にはスケジュールを出すことに

はなっていたわけですね、パンフレット等で周知する事となっていたはずでございま

す。 

このことで、ここからオフレコになるかもしれませんが、ちょっとお伺いしたいの

ですが、橋梁の概略設計は済んでいるのでしょうか。がひとつ。 
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○小関委員 

概略設計は済んでおりますが、この馬淵川にかかるここの区間につきましては国土

交通省の管理区間でございまして、詳細な打ち合わせは今後続きます。 

 

○小瀧委員 

実は、都市計画街路というのは、市の設計であれ、県の設計であれ、土地の決定で

あれ、決定してから行うべきものということを今まで県から指導を受けてきたわけで

すが。 

 

ここから、意地悪です。 

概略設計が済んだということは、既に計画を予想していたということなのか、事前

にやることは建設省が許したのかどうかということがひとつと、私としては反対する

立場ではありませんし、早くやっていただきたいわけでありますけれども。 

 

実は、いま正式に市の審議会から県の審議会にあげたときに、何も苦情も質問がな

かったというのはおかしい話でして、計画決定の前に概略設計してしまっている。と

いうことについて、いかがなものかと感じております。 

 

そこの部分だけなのですが、見方によると、もしそれが、変更前の内容で設計する

とダブってお金がかかるから、予定をしてやると。 

 

川の上ですから建設省の管理区間でもありますし、文句も出ないんでしょうけど、

何もないでいくと、それは審議会が県であれ、市であれ軽視されたということではな

いか。と考えたのですが、その辺のことはどうでしょう。 

 

○小関委員 

都市計画決定は、あくまでも道路の幅員の決定でございまして、実際、川の中に入

る下部工、これについて決定していることではございません。 

 

それは、橋の長さによって、桁のスパンであれ、そういうのは全部変わってきます

が、その辺についての大まかな姿がまるっきり見えない状況で決定することはできま

せんので、ですから、そういう意味で概略設計という一番基本になる段階の設計でご

ざいます。 

 

詳細設計につきましては、これからでございます。 

 

 

○小瀧委員 
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といった説明が事前にほしかったわけです。 

我々もいろいろやってきて、県や国からもいろいろ指導されてきているわけですが、

非常に重要なことでしたので、これら概略設計である程度のことを掴みながら進みま

す。という審議の過程があると非常にわかりやすいことになるのではないかというこ

とをちょっとそこを気にしたわけです。 

 

オフレコならオフレコでいいんですが、実は民地に入った場合、非常にそういう苦

情を申す方がおります。 

都市計画決定というのは、線を書くとそれがそうなんだと、今みたいに盛土部で法

面が広がっていくということを認識していなくて、非常に苦情が来た場合というのが

今の赤い線の部分です。 

赤の線で決定しているのに、なぜ青い線になるのか。ということで用地の関係で非

常に苦悩する場合があります。 

そのことについて私の頭の中にありまして、これは川の上については、国土交通省

に何とかお願いしてということが出来ますが、民地になると、それが広がるのが嫌だ

という方もおりますし、決定の仕方はどうなのかという苦情を我々がいただいたとい

うことがよくあるもんですから、そこら辺のことを事前にこれからお知らせすること

になるんでしょうけども、根拠を大事に民地の方に相談なさってくれれば我々も非常

に助かります。 

ということを申し上げて終わります。 

 

○会長(武山委員) 

ありがとうございます。そのほか、質問、ご意見等があればどうぞ。 

 

○外城委員 

教えていただきたいのですけども、資料1にですね、都市計画道路についての目的

とその効果について、建築制限が出てくるということですが、建築制限のイメージと

して、さきほど説明があったんですけども、建物に関して階数が2階建ての木造住宅

までは規制がないということでしょうか。 

 

○事務局（石橋GL） 

規制がないということではなくて、都市計画道路区域内においては、木造2階建て

の建物であれば建ててもいいですよということでございます。 

必ずしも建ててはならないだとか、そいうことではなく、移転可能な建物、容易に

移転が可能な建物ということで木造2階建てということになっております。 

 

○会長(武山委員) 

 ですよね。 
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 恒久的な構造物は、ダメだという。 

わずかな拡幅ではありますけども、図にありますけど、建築制限を受けるというこ

とで着実に計画して、いついつまでに作るというですね。 

 

各都市をみると都計道はあるけれどいつ終わるかわからない、あるいは、見直しを

している都市もかなりありますけれど、確かに民地にかかるということとなると慎重

に行わないといけないのかなと思います。 

   

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。 

 

では、そのようにさせていただきます。 

 

以上で審議は終了しました。 

 

続きまして、その他といたしまして、都市計画に関する情報提供があるということ

なので、事務局から説明をお願いします。 

 

 

○事務局（澤田 都市整備部次長兼都市政策課長） 

それでは、その他の都市計画に関する情報提供について説明させていただきます。 

 

内容は、平成２７年度より予定しております、八戸市都市計画マスタープランの改

定と、新たに策定されます立地適正計画についてでございます。 

 

最初に八戸市都市計画マスタープランの改定でございます。 

八戸市都市計画マスタープランは、２０年後を目標年次として、本市の目指すべき

将来像や都市計画の基本的な方針を定めたもので、平成１６年３月に策定しておりま

す。 

 

画面左上の上位計画に当たります、八戸市総合計画でございますが、当マスタープ

ランが策定された当時は第４次総合計画を上位計画としており、既に第５次を経て、

現在第６次総合計画のあらたな策定作業に入っております。 

 

都市計画マスタープランの改定は、策定から既に１０年余りが経過することや、こ



12 

うした上位計画の動きに合わせておこなうものでございます。 

 

続きまして、八戸市立地適正化計画について説明いたします。 

皆様にお配りしております資料は、国土交通省が作成しホームページで公開されて

いるものであります。今回はその中から抜粋して説明いたします。 

今回新たに策定される立地適正化計画は、画面にあります都市再生特別措置法の改

正に伴って市町村が策定できる計画となります。 

この計画についての社会的な背景や必要性などについて、順に説明してまいります。 

 

まず地方都市における人口動態でございます。 

全国的な傾向として、今後３０年間で２割から３割強の人口減少が見込まれ、黄緑

色の部分ですが老年人口の伸び率は鈍化する一方で、赤色の部分である１５～６５歳

人口、いわゆる生産人口は３割～４割減少すると見込まれております。 

 

こちらは県庁所在地の人口と DID(人口集中地区)面積の推移についてでございま

す。 

人口推移については１９７０年から増え続け２０１０年をピークに減少傾向に移

り、２０４０年には１９７０年とほぼ同水準となる見込みとなっております。 

また、DID面積についても２０１０年にかけ増加傾向にあったことが示されており

ます。 

これらのことから、市街地が拡散したまま、急激な人口減少と高齢化を迎えること

は、市街地の低密度な形成を招くことや、拡散した居住者の生活を支えるサービスの

提供が将来困難になりかねない状況となります。 

今後の持続可能な都市の形成には、部分的な問題への対症療法ではなく、都市全体

の観点からの取り組みを推進していく必要があります。 

 

こうした背景を踏まえ、国では、今後の地方都市の目指していく都市の姿として「多

極ネットワーク型コンパクトシティ」を掲げております。 

具体的には、医療・福祉、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめ

とする住民が、自家用車に頼らず、公共交通によりこれら施設にアクセスできる、日

常生活に必要なサービスや行政サービスが身近に存在する都市の構造ということで

ございます。 

こちらは市街地の現状と、これから目指すべき将来像のイメージ図でございます。 

まず左側の現状についてですが、年代とともに拡散された市街地において、路線バス

が運行しているものの頻度が低くマイカーが主な手段となっており、近接している小

さな市街地においては、公共交通の空白地域となっている状況がうかがえます。 

右側の将来の市街地ですが、現状を踏まえ、これまでの公共交通の機能や連携を強化

し、その沿線上に居住の誘導を図っていきます。また、先にも述べました、医療・福
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祉、商業施設など必要となる都市機能の誘導も合わせて行っていく『多極ネットワー

ク型コンパクトシティ』と呼ばれるものでございます。 

 

こちらは「コンパクトシティプラスネットワーク」の必要性について簡単に示した

ものでございます。 

１つ目に持続可能な都市経営のため、２つ目に高齢者の生活環境・子育て環境の維

持・向上のため、３つ目に地球環境のため、４つ目に防災のため、と４つの項目で大

別されております。 

効率的で持続可能な都市の形成は、財政や経済面だけではなく、高齢者・子育て環

境の向上にもつながり、またＣＯ２削減等の地球環境、防災上の観点からも必要とな

る施策である。ということでございます。 

 

「コンパクトシティ」については、当マスタープランでも明記されてきたところで

すが、その文言について誤解を生んでいるのも事実でございます。 

ここでは主な例を３つあげております。 

１つ目に市街地の主要拠点に全てを集約させる「一極集中」ではなく、市内各所の

生活拠点も含めた「多極ネットワーク型」を目指すというもの。 

２つ目に先ほどと同様に、一定のエリアに「全ての人口の集約を図るものではない」

というもので、例えば農業等の従事する方が農村部に居住することは当然であり、集

約することで一定エリアの人口密度を維持していくという考えでございます。 

３つ目に居住者や住宅を強制的にまた短期間で移転させるものではなく、ある程度

の時間をかけながら集約化を推進していくものであります。 

 

ここから３ページに渡りまして、参考資料として我が国の財政の深刻化している状

況と、これらに対しての対策を講じなかった場合の人口密度シミュレーションを載せ

ております。 

 

こちらでは、生産人口の減少に伴い歳入の減少が見込まれ、さらには高齢化の進展

に伴う社会保障費の増大が見込まれることから、結果としてさらなる財政収支の悪化

が懸念されるというものでございます。 

 

こちらは人口密度と１人あたりの行政コストとの関係でございます。 

ご覧のとおり、人口密度が低いほど１人あたりの行政コストが高くなっているのが

分かります。 

 

こちらは拡散したままの市街地において、対策を講じなかった場合の人口密度のシ

ミュレーションでございます。 

３０年後には街全体が低密度化しており、先ほど説明しましたとおり一層の行政コ
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ストの増加にもつながることを表しております。 

 

ここまで、地方都市が抱えている問題や社会情勢、今後目指していくまちづくりの

方向性を説明してまいりました。 

こうした現状を踏まえ、国においては平成２６年に「多極ネットワーク型コンパク

トシティ」の実現に向けて、市町村において『立地適正化計画』を策定できるよう都

市再生特別措置法を一部改正しました。 

当計画の概要は、これまでの説明のとおり、公共交通軸を充実させ、その沿線沿い

に居住を誘導し人口密度を維持する居住誘導区域を策定し、その区域内で必要な生活

サービス施設を誘導する都市機能誘導区域を策定するものであります。 

 

こちらは立地適正化計画のイメージ図でございます。 

立地適正化計画の範囲でございますが現在の都市計画区域で当市においては、南郷

区を除く旧八戸市の地域となります。 

ピンク色の実線で表しているのが公共交通軸でございます。各自治体が将来の都市構

造において骨格となる路線を整備・充実していく、いわゆるネットワークがこれにな

ります。 

青の点線が市街化区域としまして、公共交通軸の沿線に居住施設を誘導する居住誘

導区域、さらにその中に必要な都市機能施設を誘導するための都市機能誘導区域を設

定していくものでございます。 

 

居住誘導区域内において人口密度を維持し、各拠点において必要な都市機能を誘

導・充実させ、拠点間を公共交通によるネットワークで結ぶ『多極ネットワーク型コ

ンパクトシティ』を形成していくための計画ということでございます。 

 

今回、皆様にご説明しました情報提供ですが、都市計画マスタープランは「コンパ

クトシティプラスネットワーク」を前提とした、まちづくりの方針を定めるものであ

り、新たに策定する立地適正化計画は都市の機能とエリア全体を見渡す、都市計画マ

スタープランの高度化版であり、都市計画マスタープランの一部とみなされているも

のであります。 

以上のことから、新年度からの都市計画マスタープラン改定作業にあわせ、立地適

正化計画の策定を同時に進めていく予定でございます。 

 

最後に策定スケジュールについてでございます。 

こちらは立地適正化計画のスケジュールとなっておりますが、この工程とほぼ同様

に都市計画マスタープランの改定作業も同時に進めてまいります。 

各作業の詳細はまだ決まっておりませんが、工程の節目で審議員の皆様にはご報告ま

たは、改めて案件としてご審議していただくことになりますので、よろしくお願いい
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たします。 

 

以上でその他、情報提供の説明を終わらせていただきます。 

 

○会長(武山委員) 

ありがとうございます。 

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、お受けしたいと思い

ますけど。 

 

都市マスの見直しに合わせて立地適正化計画の方も計画立てていきますよ。という

ことですけれども、これから団塊世代が高齢化に向かうところで八戸も今、老人保健

施設とかあちこち建って、立地適正もそうですしいろいろな動きがあるところで、あ

まり後手にならないように総合計画とも整合性取れた、まあ、一部強引的にならざる

を得ない所があるかもしれないですけれども、後まで見据えたような適正な運用が図

れるように計画を策定できればいいなと委員長として思っておりますので、また、皆

様にもいろいろな部分で関わっていくこともあると思いますけれどもご協力いただ

ければと思っております。 

 

他にご意見はございませんでしょうか。 

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。 

 

 

○事務局（石橋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１０３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。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


