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第2回八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会 

 

平成27年11月20日（金）午後1：30～午後3：50 

八戸市公民館 ２階会議室 

 

 

○事務局（石橋） 

本日は、お忙しい中、ご出席くださいまして誠にありがとうございます。 

ただいまより、第２回八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会を開会いたします。 

本日傍聴される方へお知らせします。 

当委員会におきましては、傍聴人の会議での発言はできませんので、ご遠慮くださいま

すようお願いいたします。 

また、写真撮影につきましては開会後５分までとし、録音等の行為、その他会議の進行

に支障をきたすような言動、行動は慎んでくださいますようお願いいたします。 

これらの事を守らなかった場合、退場していただくことがございますのでご協力のほど

お願いいたします。 

 

 それでは、次第にしたがいまして委員会を進めてまいります。 

 

 なお、本日福島大学の吉田委員と、八戸市医師会の於本委員におかれましては、所用の

ため欠席となっております。また、県都市計画課の中野委員におかれましては、都市計画・

景観グループの柴田ゼネラルマネージャーに代理出席をいただいております。なお、公募

の佐々木委員におかれましては、一身上の都合によりまして10月30日付けで辞任されま

したので、ここでご報告いたします。 

 それでは、本日の資料の確認をいたします。 

 本日お配りしております次第、席図、出席者名簿となっております。 

 事前に送付させていただきました資料につきまして、本編資料、参考資料、地域別カル

テのイメージをご用意ください。 

 また、同封させていただきました意見メモにつきましては、後ほど意見聴取の際に各委

員からご発言いただきますので、ご用意されてきた方は、よろしくお願いいたします。 

 事前資料を含めましてお手元に資料の無い方はお知らせください。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、会長に進行をお願いいたします。 

 

○会長（武山委員） 

 それでは、私のほうで進めていきたいと思います。ご案内のところに終了時刻とか書い

ていなかったかもしれませんが、２時間、３時半を目処に進めてまいりたいと思いますの

でご協力よろしくお願いいたします。前回ちょっと延びてしまいましたけども、活発なご
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意見いただければと思います。 

それでは、最初に今回の委員会の会議録署名者の選任を行いたいと思いますが、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。』 

 

 ご異議ないようでございますので、泉山委員と石亀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、本日の案件ということで事前に送付いただいているところですけれども、資

料に沿って事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（石橋） 

 本日の委員会ですが、次第にありますように、第１回八戸市都市計画マスタープラン等

策定委員会の意見のとりまとめ、八戸市都市計画マスタープラン見直しの前提条件、都市

の現状について、関係団体ヒアリング結果のとりまとめ、都市づくりに向けた課題（案）

につきまして、事前に送付した資料に沿って説明させていただきます。 

 その後に意見聴取としまして、各委員の方からそれぞれご意見をいただきまして、会長

のほうから総括をいただきました後、質疑応答を事務局のほうで一括して行います。 

 終了予定時間は先ほどもお知らせいただきましたように 15：30 を予定しておりますの

で、スムーズな進行にご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは説明を始めさせていただきます。 

 

○事務局（㈱ケー・シー・エス） 

 それでは、本編の資料に従いましてご説明をさせていただきます。よろしくお願いしま

す。少しボリュームが多いので、駆け足の説明になろうかと思いますが、お許しをいただ

きたいと思います。 

 それではまずは、１ページをお開きいただきたいと思います。本日の内容でございます

が、先ほど事務局から説明があったとおり、見直しの前提条件、都市の現状、関係団体ヒ

アリング結果等をご確認いただいて、意見交換ということにしております。特に見直しの

前提条件の社会情勢等の変化、それから都市の現状の地区別の将来人口というものが、次

回に地域別の詳細をご説明する際に併せて出させていただきたいと思っております。 

 続きまして２ページでございます。前回様々なご意見いただきました。それを少し整理

させていただいております。まず、現状と課題でございますが、「海」「食」という資源、

それから北海道と東北をつなぐ交通拠点、ヒューマンスケールのまち、こういった本市の

優位性を活かす必要がある。それから、少子高齢化の進展が重要課題。特に若年層、生産

年齢人口の定住を図ること、その際に雇用が重要な視点となるというご意見。それから、

まちの核が不明瞭で、中心市街地が空洞化、拠点間を結ぶ地域公共交通ネットワークの形

成が重要である。あと個別の課題としては、観光振興、子育て支援、まちのバリアフリー

化、空家対策といったご意見もいただきました。それから都市計画マスタープランにつき

ましては、現プランの評価を行なう必要がある。それから子育て世代、若者、高齢者がこ

のまちに住みたいと、そういう将来像を目指したい。それからコンパクト＆ネットワーク
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の概念を明確にしていく必要がある。その中でネットワークと土地利用をうまく連携をさ

せながら市街地の拡散をコントロールしていくということが課題だと。それから各地域の

核の配置、それからその機能ということも検討していく必要がある。それから重視・留意

するべき課題・視点としては、人口減少への対応、災害への対応、産業の振興ということ

があげられました。それから立地適正化計画の策定につきましては、区域設定にメリハリ

をつける必要がある。それから郊外への人口分散に歯止めをかけ、市街地に近いエリアに

居住誘導を図る必要。それから地域公共交通網形成計画が重要である。基幹軸の重視、拠

点間の公共交通の充実ということが大事であると。全体として市民主体のプランになるよ

うに工夫をすることというご意見をいただきました。 

 続きまして３ページ、４ページでございます。４ページに本マスタープランあるいは立

地適正化計画に関連いたします、関連計画の一覧を掲げておりますが、その中で赤丸で囲

っている計画につきましてはマスタープラン等と関係が深く、全体的に把握しておくべき

計画ということで特に注意して整理しております。３ページに戻りますが、まず第６次の

市の総合計画、これは全体的に基本とすべき計画。それから八戸市復興計画につきまして

は、地域経済の再興、都市基盤の再建と都市マスに密接した政策が多くかかれてございま

す。それから３つ目のまち・ひと・しごと創生総合戦略、これにつきましては、１つは人

口の将来推計、もう１つはまち・ひと・しごと創生についての政策ということが書かれて

ある計画でございます。それから中心市街地活性化基本計画、これにつきましてはまさに

本市の中核でございます、中心市街地の活性化計画。それから５つ目の地域公共交通総合

連携計画でございますが、これの方向を受けて、現在地域公共交通網形成計画というもの

を策定中でございまして、これと併せて一体となってコンパクト＆ネットワークというこ

とを実現していこうという計画でございます。それから６つ目の八戸都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針、これは県が定める都市計画の方針でございますが、少し策定年度が

古く、昔になっております。それから最後、７番目八戸市過疎地域自立促進計画、これに

つきましては南郷地域のある意味総合的な計画でございまして、南郷地域につきましては

これと整合を図っていく必要があると。それと計画期間で 22～28 年度とさせていただい

ておりますが、27年度に修正をいただいて、現在28～32年度の計画のもの、見直しとい

うか策定中でございます。 

 続きまして５ページでございます。本市の都市づくりをとりまく社会情勢等の変化とい

うことで、検討していく基礎となる人口と産業、それから都市づくりの基本でございます、

土地利用と施設、市街地整備というところの現状の整理をしてございます。この中でデー

タが少し古いものもございますが、基本的には国勢調査、あるいは経済センサス、国の統

計データを基本として使っていくということでございまして、新しいデータが公表され次

第、順次更新をしていくというふうに考えております。前回、ご意見の中で、館・是川地

域につきましては、２つに分けたらどうかというご意見もございましたが、土地利用ある

いは地形等の観点からも同じ区域とすることが適切ではないかということで、今後の検討

も従前の地域割りで進めて参りたいと考えてございます。都市マスの区域がこの市全体、

それから立地適正化計画につきましては南郷地域より北側の赤枠で囲んだ区域が対象で

ございます。 

 ６ページでございます。人口でございます。真ん中のグラフはこれは、八戸市のまち・

ひと・しごと創生総合戦略のデータでございまして、今後施策の効果を加味して、自然的
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な動きは少し減少を抑制するという形になってございます。その中で前のほうで、青枠で

囲っております、平成 52 年がほぼ都市マスの目標年次に近い、目標年次後、２年の状況

でございまして、その時には平成27年より人口が16％減少、それから高齢化率につきま

しては、52 年には 36.7％ということになるというふうに想定されてございます。その次

の前にお示ししているのは、人口と都市機能の維持という観点から、国の国交省のほうで

まとめられた、１つの見込みでございまして、１番左の例えば飲食店とか喫茶店とかであ

れば数千人で維持できる。右のほうの大きな大学とか、大規模なショッピングセンターと

かというのは、それなりの人口規模がないと維持できないということでございます。今後

こういうことも念頭に置きながら検討を進めていきたいと考えております。 

 それから８ページでございます。これは人口の分布の 10 年間の変化を示したものでご

ざいます。中心部は人口の分布は、中心部に現在人口が集まってございますが、変化のほ

う、右側を見ていただきますと、中心部のあたりに青く、減少が多く見られるというよう

な状況でございます。それから八戸ニュータウンのあたりは少し増加が集まっているとい

うことでございます。 

 その次の９ページでございます。９ページは高齢化率の現状でございますが、ちょうど

中心部あたりが比較的高齢化率の低いところ。周辺の赤になってございますのは、20 年

後の予測値でございます、36.7％を越えるエリアが周辺部に多く見られるという状況でご

ざいます。 

 その次に 10 ページでございます。通勤・通学流動から見た八戸市の状況でございます

が、八戸市は現時点で１万人強、外から入ってこられる方のほうが多いという状況でござ

いますが、この 10 年間で入ってこられる方が少なくなり、出ていく方が多くなっている

という意味で八戸市の周辺に対する中心性が少し低下しているという状況にございます。 

 その次に 11 ページ、産業の事業所・従業者数でございますが、これにつきましては少

し構成比を見ていただきたいのですが、第二次産業の割合が減少し、第三次産業の割合が

増加しているという変化がここ10年ぐらい続いているということでございます。 

 それからその次の12ページには事業所数、それから13ページが事業所の従業者数とい

うことを示してございます。特に13ページの従業者数を見ていただきますと、平成21年

度は真ん中あたりに赤が多い、このあたりが従業者数が集積をしていたというところでご

ざいます。それに対して右側はこの平成21年から、平成13年から平成21年の変化を示

してございますが、中心部で赤もございますが、中心市街地あるいはその周辺というのは

結構青という減少していると、それに対しまして黒点で囲ってございますが、現プランの

都市マス等で拠点というふうに位置づけられました、上側からいきますと北インターのと

ころ、それから八食センターの物流拠点、南側の八戸ニュータウン、田向、沼館の商業集

積と、それから市場、海岸線、そういったところで従業者数も増加をしてきているという

状況にございます。 

 それから 14 ページでございます。まず農業でございます。農業につきましては、耕地

面積と就業者数は減少しているということに対しまして、産出額につきましては、震災以

降少し横ばいの状況を維持しているということでございます。14 ページの下の水産業で

ございますが、水産業は震災以降少し増加の傾向で動いているということでございます。 

それからその次に 15 ページが工業、製造業でございます。製造業につきましては近年

減少、特にここではお示ししているのは製造品出荷額等でございますが、減少傾向が続い
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ていると、しかもこの平成 21 年以降の動きを見てまいりますと、全国、あるいは青森県

全体に比べてもやや低調な状況にあるということでございます。商業活動につきましては

これは全国も同様でございますが、年間消費販売額は減少の傾向にあるということです。 

続きまして土地利用でございます。土地利用につきましてはグラフにございますような、

だいたいの構成比になってございまして、構成比自体はそんなに動いておりませんが、個

別の面積で見てみますと、田・畑、山林、原野というのは自然的土地利用が少し減少して

いる。 

それに対しまして雑種地、これは青空駐車場とか平面駐車場とか、あるいは改変中の土

地でございますが、そういったところが少し増えてきているという状況にございます。 

それから17ページでございますが、これは平成17年と平成22年の土地利用現況を並

べたものございますが、基本的にはまとまって大きく変わったというところはあまりござ

いません。一部沿岸部のところで改変中の土地というのが増えているということが特徴で

ございます。 

その次に 18 ページでございます。市街化区域の推移でございます。真ん中のグラフの

右側を見ていただきますと、人口密度のほうを載せております。人口密度につきましては、

平成17年から22年の間に市街化区域、あるいはDIDの密度が低下しているという状況で

ございます。 

続きまして 20 ページでございます。用途地域につきましては大きな変化はございませ

ん。一部ポートアイランドの調整埋め立てにより、工業専用地域が少し増えているという

状況でございます。 

 続きまして 22 ページから都市施設でございますが、ここでお示ししているのは道路、

公園、下水道ということをお示ししてございますが、それぞれグラフで整備の状況をお示

ししているということで、順次整備を進行しているということでございます。特に道路に

つきましては、高速道路のネットワークが完成したと、八戸環状道路の工事が進捗をして

いるということでございます。それと下水道につきましては、進捗は順次しておりますが

全国と比べると少し低いような状況でございます。 

 それから次に 28 ページ、土地区画整理状況をお示ししてございますが、八戸は土地区

画整理事業が進んでございまして、市街化区域の約3分の1程度が土地区画整理事業で整

備されているという状況でございます。 

 続きまして 29、30 ページ。今ご説明を差し上げたことにつきまして、少しまとめて整

理をしてございます。まず現行の都市マスの方針に従って、いきいきとした都市を形成す

る土地利用ということで、下の図は自然的土地利用と都市的土地利用ということを示した

図でございますが、これにつきましては市街地の人口密度は下がってございますが、概ね

自然的環境は維持されたものというふうに考えてございます。続きまして、にぎわい・活

気を生み出す都市づくりということで、現行の都市マスで、こういった拠点の位置付けで

ございます。その中でハッチのかかってあるところが広域的な拠点、中心市街地、八戸駅

周辺、それから陸奥湊方面でございます。そういったものにつきましては、中心市街地で

は、はっちの開業等により人口や来街者は増えているということはございますが、その効

果が市街地全体にまでは及んでいないということがございます。再開発計画等は現在進行

中と。それから八戸駅は広域の玄関口として整備がされたと。陸奥湊の駅周辺につきまし

ては観光・交流拠点としての形成が進行していると。産業拠点につきましては、物流拠点
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としての優位性を活かした活動が進んでいると。種差海岸につきましては、観光・交流拠

点形成の素地が形成されつつあると。農業につきましては、概ね現状維持で推移をしてお

りますが、南郷地域では特産品開発等の新しい動きが出てきているということでございま

す。続きましてくらしやすさを高めるまちづくりでございます。これは先ほど都市施設で

ご説明をいたしましたが順次、都市施設、道路、公園、下水道の整備が進んできていると

いう状況でございます。その次に交通ネットワークでございます。交通ネットワークにつ

きましては、まずは公共交通につきましては、また後ほど別途詳しくご説明いたしますが、

いろんな取組が進んできていると。それから道路につきましては八戸環状道路の整備が進

行するなど、都市計画道路ネットワークが進んできていると。広域につきましては広域の

高速道路ネットワーク、それから新幹線というものの、今後新函館北斗までの延伸が予定

されているという状況でございます。これが道路のネットワークで、八戸の場合放射状の

道路と環状道路というふうな形で構成をしてございます。 

 続きまして 31 ページでございます。これは前回もお出しをしましたが、その中の右側

の一番上でまちづくり３法の改正ということがこちらに書いてございます。これを受けま

して八戸市につきましては、平成 22 年の中心市街地活性化基本計画というものを策定し

て、現在はそれの第２期の期間に入ってございます。それからもう一つはそれと関係して

準工業地域における大規模商業施設の立地規制ということも進めてございます。また平成

19 年には景観条例というふうなことを制定して景観についての取り組みも進めてきてい

るという状況でございます。 

 その次に32ページでございます。32ページには最近の動向を書いてございますが、基

本的に、全国的に見ましても人口減少と高齢化にどう対応していくのかというようなこと

を基軸にした政策が進められていると。もう一つは東日本大震災を受けて、いかに安心・

安全な地域をつくっていくのかという、このあたりが全国的にまちづくりとしての大きな

動きになってございます。そういったものを受けまして、下のほうに書いてございます、

地域公共交通網の形成計画であるとか、本委員会でご審議、ご検討いただく立地適正化計

画、それから人口減少に関連いたします、まち・ひと・しごと創生総合戦略と、こういっ

たことが今の制度に関わる大きな動きでございます。 

 続きまして 34 ページから、こちらのほうは主として立地適正化計画の検討の基礎材料

ということで、都市機能に関わる施設の分布状況というふうなものをお示しをしてござい

ます。これで充分足りているかということではございませんで、例えば国・県の施設、医

療につきましても小規模な診療所、商業につきましてはコンビニエンスストア、あるいは

学校についても養護学校、あるいは福祉につきましても障害者福祉施設と、そういったと

ころをまた今後、地域別に進めていく中におきまして追加をしていきたいということでご

ざいまして、本日はあくまでこういった施設の分布状況がどうなっているのかというのを

ざっと概観を見ていただきたいと思います。まず医療施設、病院でございます。これは

20 床以上のベッドを持つ病院ということでございまして、基本的には市の中心部、人口

の多いところに集まって分布をしてございます。その次に子育て関連施設ということで、

これはいくつかに分けてお示しをいたしますが、今お示ししているのは保育園・こども園

でございます。これにつきましては概ね、居住のエリアに対応して、用は人口の多いとこ

ろのエリアに基本的に立地をしていると。続きまして同じく子育て関連の児童館でござい

ます。児童館につきましては、それぞれ保育園のないところの機能を補うというような趣
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旨もございまして、人口密度が低いところにも立地してございます。それから幼稚園でご

ざいます。幼稚園につきましては概ね、居住エリアに対応した分布状況になってございま

す。それから高齢者福祉施設でございます。これにつきましては、養護老人ホーム等の入

所型の施設と、デイケアセンターのような通所型の施設に分けて整理をしております。今

画面でお示ししてございます、42 ページは入所型施設ということでございます。こうい

った施設につきましては人口の多いところだけではなくて、密度の低いところにも立地を

しているという現状でございます。43 ページは、今度はデイサービスセンターのような

施設でございます。こちらのほうにつきましては、主としてやはり集合しないで住まれて

いるエリアに固まっているというところがございます。それから 46 ページ、有料老人ホ

ーム、これは厳密な意味では福祉施設、民間がおやりになられているような、俗に有料老

人ホームと言われるようなところまで含んでおります。これにつきましては人口が多いと

ころに基本的には現時点では立地をしておりますが、そうでないところにも立地している

ところがございます。 

 それから 47 ページ、学校でございます。小中学校でございますが、これは基本的には

各地域に立地しているということでございます。その次に、高等学校、それから大学、高

等専門学校等を含みます大学ということで、これは主に人口の多いところに立地をしてご

ざいますが、大学等につきましては、大館・南浜等にもかなり集まって立地をしておりま

す。それから教育文化施設として 50 ページでございますが、公会堂・ホール、博物館・

美術館・科学館、図書館、どちらかといいますと全市を対象とするような施設でございま

す。これは市街地の真ん中辺りに集まっていると。一部南郷地域にも集積してございます。

それから 51 ページの公民館、これは公民館の性格からしましても地域に分散して立地を

してございます。それから 52 ページの行政施設でございますが、これは少し主にして記

載をしておりまして、分かりづらくなってございますが、市民サービスセンター的な各地

域に立地するものと、全市を対象とするような施設とを併せて書かせていただいておりま

すが、次回地域別の時には、そのあたりの各種性格も踏まえた分布をした上でお出しした

いと考えてございます。それから最後でございますが、大型小売店舗。これは店舗面積

1000 ㎡以上のものを記載してございます。主として中心市街地と沼館に集まっていると

ころがございます。ただそれ以外にも郊外の住宅地、あるいは幹線道路の沿道というふう

な形で人口の多いところには結構分散して立地をしているという状況でございます。 

 55 ページでございますが、少しこれまでお示しした都市機能の各地域の特徴、各地域

にあるかないかという非常に荒っぽい精度でございます。それを整理してございます。今

後、地域別の詳細分析につきましては各施設の性格に合わせたいろいろ詳細な検討をして

まいりたいと考えております。ただ各地域別にあるかないかという形で整理をした状況で

申し上げますと、老人福祉センター、あるいはデイサービスセンター、それから小中学校、

公民館、行政施設、市民サービスセンターですか、こういったものは各地域にございます。

それから子育て関連施設につきましても、保育園とそれの代替でございます児童館は、各

地域に一つございますが、幼児教育を担う機能は豊崎と南郷の地域には現在ないという状

況です。それから大規模商業施設につきましては、中央地域と下長地域に集まっていると。

特に中心市街地につきましては、全ての都市機能について充実した状況になっているとい

うことでございます。 

 それから 56 ページから公的不動産、低・未利用地の状況でございます。これは前回学
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校につきましてはお示ししましたが、学校以外の庁舎等他、スポーツ施設、公民館、市営

住宅、こういったものにつきましても基本的には1970年代、80年代、学校につきまして

は 90 年代に集中して整備されているということから、概ね大規模修繕等を考える必要が

ある 50 年というのがまた、まとまってやってくるというところが今課題になってござい

ます。 

 それから57ページ、58ページ、低・未利用地でございます。これにつきましては、ま

だこれだけかどうかというのはまだ分からない状況でございまして、引き続き整備を進め

てございます。中心市街地につきましても、まとまったあまり大きな空地、低・未利用地

はございませんで、空宅地はございますが、それ以外はほとんど駐車場として利用されて

いるという状況でございます。 

 続きまして公共交通に関する整備状況を私のほうから簡単に説明させていただきたい

と思います。こちらではコンパクト＆ネットワークの中のネットワークの部分に至るお話

になります。まずネットワークの現状ですが、市内交通部さんと南部バスさん、一部十鉄

さんがバス路線を走らせているのと、ＪＲ、青い森鉄道のネットワークが構成されており

まして、鉄道から１ｋｍ、それからバス停から500ｍ圏内という区切りで人口のカバー率

を出しますと総人口の 99.6％がカバーされているというデータをお示ししております。

ただですね、59 ページの右下に注意書きがありますように、カバー人口の抽出の仕方、

再考する必要もありますので、その出し方によってもうちょっと下がる可能性もあります

し、300ｍという考え方もありますので、ここはちょっと要検討が必要な部分かと思いま

す。それから単にネットワークでカバー率を出してますが、実際は本数が少なくて不便な

地域もあれば、今後サービスを維持していくのが難しいような地域も出てくるということ

で、課題としてはいろいろ抱えている状況です。単にカバー率が 99％なのでいいという

ことではございません。続きまして公共交通の取組みとしまして、前のほうでご説明があ

りましたように、第二次八戸市公共交通総合連携計画において 25 年度に策定されており

ますが、この中で公共交通の将来像として幹線軸、全部で 10 の幹線軸を設定してます。

それから交通拠点として、八戸駅、本八戸駅、中心街ターミナル、鮫、それから旭ヶ丘営

業所といったところを交通拠点としようと、交通の観点からの拠点はそういったところだ

ろうと示しております。ここは今策定中の網形成計画という計画で見直しをしていこうと

いうところで検討がされております。例えば、市民病院に向かうバス等もたくさんありま

すし、旭ヶ丘営業所というのは交通部さんの拠点であります。そういったところに結ぶネ

ットワークも検討していって、現在の幹線軸と併せて見直しをしていくという話をしてお

ります。続きまして公共交通の様々な取組み、先ほども申し上げた幹線軸の利便性向上も

含めてですね、いろいろ取組みをされております。例えば、幹線軸の等間隔運行、共同運

行、共同運行というのは市営バスさんと南部バスさんが共同で運行して 10 分間隔で走ら

せましょうと、全国的にあまり例のない先進的な取組みをされたり、あと中心街のバスタ

ーミナル、拠点を分かりやすくしようということで乗り場の整備をしたり、ナンバリング

の設定をしたりとか様々されております。あと運賃においても八戸市内は 23 年度より実

験で300円上限、今はその実験が本格運行に変わる状況でございます。あとマップも作成

されておりまして、これで市内のネットワークのおおよそが分かる。太さで本数の多さ、

路線図の多さというのも一目で分かるようなマップを作成されているような状況です。 

それから 64 ページ、利用状況を示しておりますが、これは八戸圏域ですね、八戸市を
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取り巻く町村も含めた圏域内の利用者数の推移という形で、主に二つ前にお見せした上限

運賃、市内300円、圏域500円の効果を検証するための利用推移を示したものです。実際

の利用乗降人数、全数ではなくて運賃を支払った方のみの数字を示しておりまして、ここ

はですね今後、八戸市内で実際に乗降されている人数に更新していこうと思っております。

およそ平成25年で、八戸市内で運賃を払う、払わないに関わらず利用しているのが1,000

万人程度というのがおおよそのオーダーだと思われます。 

 続きまして65ページになります。関係団体の方々にお願いをいたしまして、いろんな

ご意見、あるいはご示唆をいただきました。これにつきましては中心市街地活性化につい

て、観光について、産業、工業、物流、農業について、あるいは次のページ以降もござい

ますが、最後は課題のところにおおむねいただいたご意見というのが書いてございますの

で、少し詳細な説明は省略させていただきます。これが社会福祉、子育て支援、文化・ス

ポーツ、それから学生さんの意見もございますが定住、あと不動産、公共交通と。特に不

動産につきましては今後の誘導区域についてのご意見もいただいてございます。 

 次に69ページからが課題でございます。これはあくまで案といいますか、たたき台で

ございまして、本日ご意見をいただきながら詰めてまいりたいというように考えてござい

ます。そういった意味で今の前にお示ししております、あるいは69ページの真ん中に少

し柱のように書かせていただいております、都市構造の再構築、以下いくつかございます、

このカテゴリーのあくまで今回の資料の取りまとめにあたってのカテゴリーということ

で、今後ご意見等を踏まえながらより精査をしてまいりたいというふうに考えてございま

す。まず今後の課題につきまして、大きく二つに分けてございます。一つは社会潮流の変

化に伴う基本的な課題ということで、人口減少の問題の対応と災害に強い都市づくり、そ

れから南郷村との合併を踏まえました、南郷地域を含めた一体の都市づくりと、こういっ

たものが基本的な課題として挙げられます。人口減少問題につきましては、現プラン、現

計画におきましても少子高齢社会の到来というような形で課題としては挙げられてござ

いますが、近年国のほうでもまち・ひと・しごと創生というような形で、人口減少に対し

て今後このままでは大変だというふうな認識の下に、いろんな施策を展開しているという

ことでございまして、喫緊の大きな課題というような形で再認識をされてきているという

ことでございます。災害に強い都市づくりにつきましては、東日本大震災を受けて、最大

クラスを想定した対策をしていこうということでございます。用途地域につきましては、

先ほどご説明させていただいているとおり、一体の都市としてそれぞれの地域性を活かし

ながら、どう詰め込んでいくのかということで、これにつきましては次回の地域別のとこ

ろで詳細の検討をさせていただきたいと考えております。続きまして、それぞれの都市づ

くりの課題でございます。まず都市構造の再構築につきましては、一つは市街地の人口密

度が低下しているということに対しまして、都市機能を維持するために人口密度を保った

市街地へと再構築をしていく必要があると。それから二つ目、中心市街地では、全体的な

位置付けが展開をしてございますので、地域全体の拠点としての活性化、地域の機能の維

持向上を図っていく必要がある。それから整備時期の古い住宅団地という問題がございま

す。今後こういう団地をどういうふうに位置づけて取組んでいくのかというのが課題にな

ってございます。それから地域公共交通の取組みというのは、これはある程度進捗はして

ございますが、今後現在策定中の地域公共交通網計画と立地適正化計画とが連動しながら

新しい都市構造をつくっていく必要があると考えてございます。それから産業等でござい
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ます。製造品につきましては、製造品出荷額等が減少傾向にあると。一方でＬＮＧターミ

ナルの立地、あるいはテレマーケティング・ＩＴ関連産業の立地など新しい動きもあると。

というふうなことを受けて、今後新たな産業用地の確保、それからＩＴ関連産業の立地促

進に向けて中心市街地における受入環境、あるいは新規産業の育成に向けた起業しやすい

環境整備ということが課題だと。ただ産業立地につきましては、現在の八戸の交通ネット

ワークの良さが一つの大きな優位点になってございますので、そういったものを今後一層

充実させる都市計画道路ネットワークの早期完成。商業につきましては、中心市街地での

商業機能が低下をしていると。一方、郊外等で大型店舗の集積が見受けられるということ

を受けまして、都市構造の再構築の中で商業集積の位置付けを明確にする。それを受けて

公共交通との関係を踏まえて、商業施設の適切な立地誘導ということが課題でございます。

一方、地域の買い物等の生活サービス拠点、そういったものをどう維持・形成をしていく

かというのも検討していく必要があろうと考えております。それから農業につきましては、

農地の維持・管理を継続的にこれまで同様進めていくということと、もう一つは八戸の特

徴として、飼料コンビナートというものがございます。そういったものの役割機能を維

持・充実をさせていくということが課題になろうかと考えております。それからその次で

ございます。観光でございます。観光につきましては、地域資源の魅力の掘り起しであり

ますとか、受入環境といったものを進めながら、八戸市単独というよりは隣接自治体と連

携をしながら広域型の観光振興を図っていくということが課題であろうと。中心市街地の

再生という項目を挙げてございます。中心市街地の全体における位置付けが低下をしてい

るということに対して、再開発というものも継続されてございます。そういった中で、多

様な世代が魅力に感じる都市機能の実現をし、そこから回遊性をいかに確保していくかが

課題だと。それからもう一つは空きビル 、あるいは空き室等がございますが、現状テレ

マーケティングとかＩＴ関連産業の事業所も多く立地をしてきているということもござ

います。そういったことも踏まえて、商業のみならず中心市街地に立地が適しているよう

な産業を広く立地できやすい環境、あるいは起業しやすい環境と、そういったものをつく

って多様な産業による中心市街地の活性化を図っていくということが課題であろうと。も

う一方、車では行きにくいということもございますので、駐車場の利便性の向上というの

も課題であろうと。もう一つ、中心市街地あるいはその周辺も含めて、住む場所という観

点からは高齢社会に対応して、歩いて暮らせる中心市街地として住宅立地を促進していく

ということが課題だと考えております。それから暮らしやすく魅力ある生活環境の形成、

これは住んでおられる方の快適、利便ということと共にもう少し、人口減少という大きな

流れの中で各都市が選ばれる都市となっていく魅力をつける必要があると。そういった観

点からも、生活に関連します都市機能施設の立地、あるいは都市拠点、生活拠点、そうい

ったものの相互のアクセス、あるいは地域密着型の都市機能をどういう範囲で今後集約化

して、ネットワークでつないでいくかと。こういったことを考えていく必要があると思っ

てございます。それから暮らしの場として選ばれるために、これも同じでございますが、

住宅地全体の住居環境の向上も図っていきつつ、若者等にもニーズのある、魅力ある都市

機能を実現していくことが課題であると。それから都市魅力の向上も今申し上げたことと

重複しますが、少し都市イメージというようなことについても考えていく必要があるので

はないかと考えてございます。それからその次の持続可能な公共交通網の形成、これは先

ほどの説明と一部重複いたしますが、これまでいくつかの施策を進めてきていると。ただ、
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等間隔運行の少しパターンが乱れてきているところがあるというようなことも踏まえな

がら、公共交通利用促進策というものも改めて検討して構築をしていこうということが課

題でございます。二つ目で書いてございますのは、人口減少、少子高齢の進行、あるいは

各地域の土地利用というようなものも変わってきております。そういった影響はバスだけ

ではなくて、在来線とかタクシー等の利用にも及んでいるということもございまして、鉄

道、バス路線と併せた公共交通網の再編、あるいは地域社会環境の変化への対応というふ

うなものも改めて全体の複数交通モードの連携というような観点から検討していく必要

があると。それからバス事業の観点からは、乗務員不足とか資金不足とか、いろんな課題

がございますので、そういったものにどう対応していくのかということが課題でございま

す。こういったいろんな公共交通を取り巻く社会環境、あるいは事業環境の変化に対応し

て、全体としては社会環境、事業環境の対応に応じた持続可能な公共交通ネットワークを

いかに再構築していくかというのが課題でございます。それから災害に強い都市づくりに

つきましては、東日本大震災の教訓を受けて、本市におきましても、いろんなハード、ソ

フトの取組みが進められてございます。今後さらなる地域防災力の向上を図る。あるいは

防災面からまちづくりにも関わりますが、地域コミュニティの強化を図っていくというこ

とが課題でございます。それともう一つ市街地の一部が現時点で想定し得る最大クラスの

津波がきて、いろんな条件が悪いというようなことを想定いたしますと、市街地の中で津

波浸水の想定区域に入っているところもございます。今後誘導区域の設定につきましては、

そういったことにも配慮して進めて行く必要があると思ってございます。それと最後の課

題でございますが、広域の中での中心としての役割発揮、これは先ほども申し上げました

ように、少し中心性が落ちてきているというふうなことから、広域の中での中心都市の役

割を発揮できるように、産業活用、あるいは高次な都市機能、広域からのアクセス、そう

いったものの強化を図っていくということが課題ではないかということでございます。 

 中身の説明は以上でございますが、次回の検討内容として、ここでは今回地域別で詳細

分析と申し上げた、進捗状況と地域の課題、あるいは立地適正化計画をにらんだ都市機能

の分布、あるいは人口の将来推計のメッシュ人口というものをお示しする中で、そういっ

たものの課題についてご議論をいただくとともに、次に向けての頭だしというようなこと

で、例えば将来人口とか目標の考え方をいくつか整理をして、こういう考え方ではないか

というふうなものをお示しする中で、議論の対象の部分、ひっかかりの部分は次回お出し

できればというふうに考えてございます。以上でございます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ご説明ありがとうございます。かなり細部にわたる資料をお示しいただきました。

あと大体１時間程度ございますので、また皆さんのほうから３分程度でご意見ということ

で聞かせていただきたいと思います。 

 あと意見メモということで、あとで提出してくださいというお願いがあるかと思います

けれども、発言の中では３分程度ということで的を絞った発言をしていただけるとよろし

いかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それで本日欠席の委員の方から意見が寄せられているところでありましので、そこをま

ずは紹介して、私のほうから簡単に、私の意見を話してから、進めさせてもらいたいと思

います。 
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 於本委員からです。都市機能の立地状況の中、特に病院関連、診療所等も重要な役割を

果たしているので、立地状況を分析してほしい。この辺りはかなり充実させていくと話さ

れていたかと思いますけれども、高齢福祉施設・有料老人ホームということの関連という

ことで、もう少しあればいいと指摘されていたかと思います。 

 あとは私の意見ということで、こちらにもありますけれども、メッシュがともかく粗い

のかなと。例えば医院の集積でいうと根城とか、バスで通ると、こう、お医者さんが多い。

あるいは田向とか類家なども新しく区画整理をして、結構目立つということもあるのでし

ょうけれどもお医者さんの立地としては。その辺りの実際の住み替えの動向なり、建て替

えの動向というものは把握していく必要があるのではないか。 

 あとは今日の中では見づらいところもありますけれども、人口増減というところで、同

じ団地の中で減っているところと、増えているところが分かれています。結構近場で住み

替えたりしている人もいるのかと。その辺りの詳細の分析みたいなものと。 

 あとは誘導していくときに、実際どのように住み替えということが行われているかです。

その辺りを少し情報として集めていくことも必要なのかと思います。誘導しようとしても

なかなか動かないということもあるかと思いますので、住み替えなり、そこでどうゆうふ

うになるか。 

 あと吉田先生も本日欠席ということで、１点目は追加して調査してほしいということで、

地価なり、路線価なりの推移を調べてもらえないかということです。あと関連するとすれ

ば、幹線軸ということでバス路線にも力を入れてきたわけですけれども、そこでの人口増

減ということで、維持してきたことによってどうかという辺りを分析できるとおもしろい

のかということです。全体的にはバス路線というものは、軌道系に比べると弱いと言われ

ているのですけれども、この軌道系を持つという話にならないとすると、バスでなんとか

維持しながらの中で、どうこれまで機能してきたのかそのあたりを調べていただくといい

のかなと思います。 

 あとは都市構造の再構築については、緩やかに誘導するというスタンスが必要かと思い

ます。これはメモの方事務局に渡すので、見て頂きたいと思います。 

 あと私のほうの意見として、今日紹介していただいた中で大分いろんな計画があって、

それぞれ当然上位計画ということがあるかと思います。最新的なところで言うとまち・ひ

と・しごと創生総合戦略という形で10月にまとまったところです。それぞれの計画の中

で見直した内容とか、あとは一部の計画だと縮小していかなければいけないということで、

下水道計画なども縮小の方向を打ち出している部分があるかと思いますので、時系列的な

整理で、このときにはこの計画を立てて、その中で目玉となるようなものには、こういう

ものといった辺りをまとめがある程度必要かと思います。あまり大きく逸脱した形にはな

らないと思いますので、そういう上位計画自体が移り変っている中での、整理整頓が必要

と思いました。 

 あとは今日の中でも小学校が減るという話が書かれていますけれども、その辺りが実際

に全部計画的にいかないとなると、手を引く、うすくせざるを得ない部分が出てくると、

その際には将来的にこうだというところをやはり都市マスで示していく必要があるかと

思います。その辺りの将来展望も踏まえて、どう減らさざるを得ないかというところにつ

いて整理整頓をしていく必要があると思いました。 

 それでは前回と同じように、またこのようにテーブル順という感じで回させていただき
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たいと思います。樺先生からよろしくお願いいたします。 

 

○樺委員 

八戸学院大学の樺です。意見メモをあとで提出するということで、この計画の中にあま

り書かれていなくて、私が感じるところを中心にお話をしていきたいと思います。 

 この意見メモの順番に、一部飛ばしながらお話します。まず調査事項についてのご意見

についてということで、追加調査してほしいこととして、本編の資料１の10ページのと

ころに周辺市町村から八戸市にどういう形で人が流れているかという調査をされている

のですが、是非これの市内版。特に例えば病院であるとか、商業施設であるとか、それが

どういうところに人が集まって、それができたらどこから人が来ているのかということが

あると、非常によろしいのかという気がいたしております。私の個人的な感覚から申し上

げますと、特に田向地域のところで新たな環状道路ができまして、人の流れというものが

すごく変わっていると私は感じております。今まではどちらかというと中心街一辺倒とい

う感じだったのかもしれないのですが、これからのことを考えると、むしろそういう市民

病院中心の辺りとか、あとはニュータウンの辺りとか、そういうこれから発展するところ

をいかに市のいろんな機能として取り込んでいくのかというところが重要なのかと思い

ます。 

 都市づくりに向けた課題についてということで、都市構造の再構築についてです。これ

は私が常に感じていることなのですけれども、八戸市というところに外から人が来たとき

に、八戸市の中心はどこですかということをよく聞かれます。おそらくそれは本八戸駅を

中心とした、いわゆる市役所辺りが中心ということになると思うのですけれども、なかな

か外から来られた方は本八駅に来るということはないと思うのです。やはり八戸駅が当然

のことながら八戸市を代表する玄関口なので、いかにこの八戸駅と中心街を、交通は整備

されているなどのお話があったと思います。それ以外の例えばニュータウンであるとか、

田向のほうであるとか、そこにせっかく今道路ができて、ほぼ一直線上に駅とニュータウ

ン、田向、ご指摘のところは全部一直線につながっていますので、そういうところの連携

機能強化ということは是非考えていただきたいと思っております。 

 そして産業等の地域活力について。大体概ね私も書かれているそのものだと思うのです

が、１つ上げさせていただきますと、これは人が来ます。人が来て、例えば人が観光名所、

蕪島ですとか、種差海岸に行きます。見るところはあるのでしょうけれども、そこに居続

ける。これは休憩するとか、そういう場所がやはり少ないと思います。例えば都市部とか

もそうなのですけれども、要はプラっと来て、居る場所がないと疲れてしまいますし、ま

た来ようとは思わないと思うのです。そういう居る拠点というのですか。例えばお茶をす

るとか、そういう拠点というものが特に中心街以外のところで時間が潰せる場所というも

のはすごい大事。これは本編の資料の中にも、学生の意見でそういうものがあったと思う

ので、そこは是非考えていただきたいと思います。 

 そして中心街について。中心街にいろいろ議論があるということは、私も間接的には伺

っています。基本的に商業地として中心街がこれからさらに発展するということは、諸条

件を考えて非常に厳しいのではないかと私は個人的に思っています。むしろ中心街のはっ

ちは非常に成功していると思いますし、それから今度あそこに市営書店ができるというお

話も聞いております。そういう文化的な機能をきちっと中心街のところに持たせて、商業
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施設としての中心街ではなくて、そういう文化的な側面をもっと強調して、それと付随す

る形で例えば商業施設のあり方を考えてもいいのかと思います。そういうところですかね。 

 大体こんなところで、あとは前にも言いましたけれども、本当に暮らしやすくて、魅力

ある生活拠点ということで、若い人が定着できるような雇用ですとか、商業施設の環境整

備というものはすごく重要なのかと考えております。公共交通に関しても、中心街に公

共・市バスが充実しているのはすごくありがたいことではあるのですが、中心街以外のと

ころにいくのが大変。私は湊のほうに住んでいるのですけれども、例えば湊から駅まで行

くには40分くらいと書いてあるのですが、実際問題中心街がすごく渋滞しているので50

分くらいバスでかかってしまう。そうすると、新幹線に乗り遅れたり、ぎりぎりというこ

ともあります。これも道路が今できたので、少しそういうところも全部中心街に集めるの

ではなくてというところも考えていただければありがたいと思います。 

 最後になりますけれども、その他のご意見のところで、外から来る人にやさしいまちに

なっていただきたい。やはり人口がこれから減っていく。特に青森県の人口はほかのとこ

ろに比べて減ってくるわけです。いかにして外から目を向けてもらうかというところがす

ごく大事だと思います。先ほども言いましたが、八戸駅から八戸市の活気のあるところに

すぐ行けるような、そういう交通網のあり方とか、まちづくりのあり方というものを考え

ていただきたいということがあります。私からは以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございます。続いて河村委員。 

 

○河村委員 

少し樺先生と重複するところもあるかと思いますが、追加調査というか、普段から知り

たいのは、中心街と郊外型のショッピングセンター周辺の交通量の話は少し気になってお

ります。かなり動いている層はやはりまちなかにいるので、そこをどのように誘導するの

かということは、交通を考える上での大きな課題かと思っております。交通に関しては非

常に吉田先生などにご尽力いただいて、実際バスについては10年前に比べるとものすご

く便利になったし、大変わかりやすくなったと思うのです。それで現時点のものは非常に

いいと思うのですが、外から来たときになどにやはり致命的なのは、八戸駅とまちなかの

軸が見えにくいというところがあります。これはさっき軌道は考えないということを言わ

れましたけれども、やはりときどきぽっと話として出てくるように、トラムみたいなもの

を採算性もありますけれども、ある意味わかりやすい軸として、今のＪＲ八戸駅から中心

街、それから湊辺りを結ぶ軸というものをどのようにすごくわかりやすくするかというこ

とで、やはり八戸のまちの構造においてはかなり大きな課題なのではないかと思っており

ます。それが軌道であるか、何か別として。やはりそこの軸から周辺へどのように公共交

通の利便性を延ばすかということ。それからもう１つは公共交通、これもよく言われる話

ですけれども、成功している例というものは必ずそれを補完する中心街が歩けること。そ

れから近距離の公共交通を補完する自転車交通のようなものを、かなり真面目に欧米のま

ちというものは考えています。それは道路構造上の問題を含めて考えています。今どき歩

道と自転車道をシェアするようなことは愚かしい。やはり車のほうにバイアスをかけて、

それでそこの部分を転換させていかないと根本的に変わらないということが随分日本の
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国内道路行政でも、警察でも段々都心から学びつつある状況があります。そういう目でや

はり１回、もうかなり先の話でもそういう方向を見据えて、みんなで語り出していかない

といけない時期なのだろうと。八戸市が日本の地方都市として、豊かな地方都市のモデル

であるためには、そのくらいの方向展望でいかないといけないと思っております。 

 それからもう１つは中心街の活性化みたいなことに関しまして、やはり樺先生がおっし

ゃられた文化的な求心力というものがどうしても地方都市に必要だ。それは中に対しても

そうですし、ある程度外側の周辺に対しても魅力的な、文化的な求心力を持つことは必要

です。そのために少しわけのわからないアートのまちづくりのようなものを八戸でも10

年やっていると、やはり随分定着してくるというところがあるわけです。それで人が動い

て、それを認めるところがあるということは結構わかってきた。それと商業的な利便性と

いうものを、もちろん商業的にも、文化的にもということを両立できれば一番なのですけ

れども、多少区別して考えないといけない部分もあるのかと思います。必ずしも便利なも

のではなくて、やはり商業的に中心街が成り立つためにはやはりそこに少し秀でた、何か

違う価値を持ったものがないと、ただの便利な商店街ということではやはりなかなか、今

の地方の都市を再生させるのは難しいということを感じております。 

 先ほどの話で行きつ戻りつになりますけれども、トラムとパーク＆ライドみたいな構想

になるとか、そういう交通の総合計画的なものが、やはり地方都市にすごく必要になって

きている。必要だと言われつつあったものが、やはりもう少し現実的にその辺を進められ

るといいのではないかと思います。 

 それから下のほうの項目で少し幾つか気になってところです。災害に強い都市づくりに

ついてです。これについてはやはり、まず１つはコミュニティ力など、ソフト面での強化。

要するにコミュニティをいかに活性化させるかというところに来る一方で、もう１つハー

ド的には老朽化したものをどのようにまとめていくのか、更新していくのかということが、

やはり非常に各地でいろいろ問題になってきております。そこで何を残していって、何を

しっかり新しくつくっていくかというところの見識が必要かと思います。 

 あと南郷地域を含めた一体の都市づくりということで言えば、やはり外から目線かもし

れませんが、南郷というところは非常に魅力ある田舎。ふるさとの景観を持った大事な地

域であって、また独自の文化を持っているところであります。中心街の文化的な求心力と

いうものと、ちょうど対比させられるくらい八戸の地方としての魅力が非常に大事な地域

ということです。これまでジャズなり、アートなりということがありましたけれども、非

常に保全と活性化、ツーリズム的な形で活性化させられるポテンシャルを持っていると思

われます。散漫になりましたが、以上にさせていただきます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。それでは続いて楢山委員、お願いします。 

 

○楢山委員 

私のほうから何点かあります。長くなるので、代表の部分だけお話をしたいと思います。

それ以外は書面での提出ということでお願いいたします。 

 まず追加調査の件ですが、データがあればお知らせいただきたい点が２点ほどございま

す。１つは八戸地域の観光客の入込数です。種差海岸を含む復興公園の指定の前と後で動
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態がどう動いているのかというところです。これによって今の南浜地域の地域計画という

ものの大幅な見直しが必要になるのではないかということで、移動の仕方であるとか、施

設整備の補足という観点で見たいなと思っております。 

 あともう１つは本編資料の８ページの人口分布の詳細なデータがあるかどうかという

ことの質問です。ニュータウン地区、田向地区の人口増加ということで、傾向資料となっ

ておりますが、ではどの年代が増えているのか。大体30代を中心とする年代というもの

は、今回のマスタープランの計画の中で、計画到達するときには50代から60代が想定さ

れるということになると、お子さんは出ていって、いわゆる高齢化の典型の地区にもなり

替わっていくということを見たいと思っています。それと合わせて中心街地区での減少し

ている年代がどういう年代なのか。今ほど言ったようにお子さんの年代、小学生の年代が

成年になって、仕事を持って外に出るような傾向なのか、資料の中での記述もありますが、

企業立地の変動に伴って就労者も外に出ていくような人口動態なのかというようなとこ

ろを、データで見られればいいのかと思っての質問でございます。 

 都市づくりに向けた課題について何点かお話をいたします。まず都市の構造の再構築の

関係についてということで、今回の問題にあるテーマの高齢化と少子化ということがある

と思います。公共基盤という都市機能の施設がいろいろありますが、その小中の学校施設

に注目していった場合に、現在の居住が増加している新興地区といいますか、ニュータウ

ンであったり、その田向地区であったりという地区での人口増加、これに伴う学校の配置。

逆に人口が減っているエリアでの学校の維持ということが課題になっていくということ

を思っています。それを見ていったときの今後の計画ということでは、現状ある学校区域

の中に人口流動していかざるを得ないのではないかということで、それらの問題がある地

域、いわゆる児童数が減るような予測になっている地域をどう扱うのかというところが課

題になっていくだろうと思っております。 

 あと高齢化については先ほど来、資料の説明も含めて歩いて行けるその生活圏に、どう

いう施設を誘導していくのかというところが課題になるのかと思っています。できればコ

ンビニと併設されるような、高齢者の方が気軽に立ち寄れる交流サロンというような施設

の位置付けができるような施設が誘導できればいいのかというところは考えておりまし

た。 

 次に産業等の活力の維持ということなのですが、こちらは交通基盤も非常に整備されて

きて、また整っている地域、外れる地域があるということなのですけれども、各産業拠点、

ここでの企業数と就業者数の変動はどうなのかということです。これらが横ばいなのであ

れば、八戸の生産能力、生産人口としては非常に維持されている。ただこのまま基盤が整

備されたことに伴って、さらに企業の立地、集積が進んでいないというのは基盤に起因す

る問題なのか、経済状況全体に起因する状況なのか、そういう考え方があるのです。これ

らのところなどのデータを整理した上で、八戸地区ならではの立地の優位性ということか

らのエリア計画をつくっていければいいのかと思っております。具体的には八戸北インタ

ーや、西のスマートインターの計画です。この辺を中心としたところで何らかの集積、そ

ういう施設の集積を目指したほうがいいのではないでしょうかということでございます。 

 最後になりますが、災害に強い都市づくりということです。先ほども観光客の入込数な

どのお話をさせていただきましたが、いずれ八戸の域外流入人口というものは、結構日々

の中でもありますということを含めて、その地区の津波に限らずですが、どういう災害の
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浸水エリアであるとか、危険エリアであるのかという表示の情報提供が必要なのだと思っ

ています。津波に関していえば、その地盤高の表示、エリア表示というものを進めている

ということなので、そういうものはもっと観光客の方にわかりやすいような表示の仕方と、

数を増やしていただければいいのかということを考えております。できれば観光パンフレ

ットの中にもこういう表示がありますという小さなコメントを入れてもらうと、さらにわ

かりやすいのかというところを思っております。あと一部の地域では水害の計画を含めて

避難施設であるとか、新たな防潮堤等の施設も整備されるということになっています。そ

の辺も地域計画で盛り込んでいただければという形で思っております。私からは以上です。 

 

○会長（武山委員） 

ありがとうございました。それでは続いて丹藤委員。 

 

○丹藤委員 

青森運輸支局の丹藤と申します。この資料が届いてからばたばたしていまして、中身を

あまり詳しく見ていないところで、まして都市計画等についてはあまり詳しくないもので、

公共交通関係のところを中心に書類を見てきたところです。 

 まずその前に、実は今月の10日、11日に運輸局で確保維持改善事業、補助金等の研修

があったわけですが、その中で今年度八戸市でもつくろうとしている網形成計画について。

網形成計画とは何ぞやと、どんなものをつくればいいのかということを講師の方が説明し

たのです。その講師の方も自分で現在つくっている最中だと言っていたところなのですが、

網形成計画というものはもう具体的にどの地域、どの路線をどのように変えていくという

ことを具体的に書かなければだめだと。大きな方針だけ書けばいいというものではないと

いうことで話をしておりました。そしてその後に再編実施計画というものをつくると。こ

ちらの八戸でもそういう計画かと思いますが、そちらの再編実施計画については簡単に言

うと運送事業者が、私ども運輸局に提出する事業計画変更の認可申請だと思えばいいとい

う話をしていたところであります。つまりは今年度八戸市で作成を予定しております網形

成計画については、より具体的にこの八戸市全域を面的としてとらえた上での計画をつく

らなければだめだと。そして都市計画、立地適正化計画については29年度に策定という

ことであれば、先行して網形成計画をつくるということになりますから、現在ある拠点の

中でいかにネットワークを結んでいくかという形でつくっていかなければだめだと。それ

と合わせて、現在結構八戸市では等間隔運行とか、運賃の上限化とか、いろいろ取り組ま

れているわけなのですが、そういったところについても合わせて、今のままでいいのか。

そういったところも含めて、拠点といての位置付けはいいのか。基幹軸はいいのか、そう

いったところも見直していかなければだめなのかと。もちろんいいものはそのまま残す。

そして直すべきところは直していく。そのようなスタンスでやっていかなければだめなの

かと考えております。 

やはり合わせて観光というところも非常に重要になってくるかと思います。昨日の夕刊、

今朝の東奥日報の朝刊にも載っていました。函館青森へ中国からの定期便をつくる、就航

させると。そうなった場合、やはり今年度インバウンド、外国人観光客千九百万人を超え

るのではという話。二千万人まではパリ同時多発テロの関係でいかないだろうという話も

出ておりますが、今後ますますこの傾向でいくと三千万人とか、さらに上乗せというよう
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な目標を今後つくっていく計画になっているところです。それを見れば、やはり都市計画

にあたっては観光、そういったところは切り離すことができない。今ある観光の施設はど

うなのか。そしてさらに外国人が来たときにはどうするべきか。そういった視点も踏まえ

て都市計画を構築していく必要があるのかと考えております。 

 また、やはりバリアフリーとかそういったところの都市機能。誰でも住みやすいまち、

そのようになってくればお年寄りとして働く人、子ども、誰でもみんな同じようにさらに

住みやすいまちでなければだめですので、そういった観点からすればバリアフリーという

観点も入れながらまちをつくっていくというところも必要かと思います。これは何も建物

に限らず公共交通、バスもそうです。そういったノンステップバスの導入とか、そういっ

たところも順次導入して進展していただければと思います。場合によっては必要に応じて

公有民営の補助を活用するとかそういったものを。今年度青森県内のある都市で、公有民

営を活用して、民間のバス事業者にそのバス車両を貸し与えて運行しているというケース

もあります。鉄道でいう上下分離方式みたいなものなのですが、そういった補助を活用す

るなども必要だと考えています。 

 最後にもう１つ。あと地方版の総合戦略をつくったところ、今度新型の交付金を活用す

るということで、今年の12月末くらいにその活用例が示される予定になっているはずな

のです。それを踏まえた上で、やはりその交付金の活用、そして確保維持改善事業、国の

補助金です。こういったものの活用を並行して少なく使いながら、網形成計画をつくった

上での路線再編、バスの運行等にうまく活用していってもらえればと思います。本当はも

う少し詳しくこの交付金について話ししたいところなのですが、余計なことを言うのでは

ないと上から怒られましたので、これくらいにしておきます。私からは以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、それでは続いて、今日代理出席していただいている柴田さん。 

 

○中野委員（代理 柴田） 

県都市計画課の柴田です。最初に上位計画というところで県のマスタープラン、これは

平成16年に策定したものなのですけれども、この当時は全国的にもまだ人口が増加する

ということを想定した計画でした。これをそのまま使えるということではないかと思いま

す。例えば市街化区域の人口など、当時の計画だと増えるということになっていますが、

実際こちらの八戸市の資料によると20万人から18万数千人に減るということになってい

ますので、これのかわりというのではなのですけれど、その後に県で青森県都市計画マス

タープランというものを策定しております。こちらには県全体の将来都市像であるとか、

青森県の基本計画を踏まえて県全体の方針、あと圏域別計画ということで、三八圏域の計

画、課題とか都市の将来像を書いているのですけれども、そちらの課題と今回の資料の

69ページにありました課題案について見させてもらったところ、概ね内容は同じである

とともに、八戸市の資料のほうはさらに細かく上げているので、課題についてはここで掘

り起しされているのかと思いました。 

 次に追加して実施すべき調査内容ということですけれども、都市計画法では概ね５年に

１度、都市計画基礎調査というものを行っています。それを基に市のマスタープランだと

か、県ですと区域のマスタープランを策定しているので、全体的なことについてはそちら
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を活用していると思うのでよろしいかと思います。ただ先ほどの課題の案にありましたよ

うに、個別に八戸市がこれは重要な課題だというようなことについては、さらに調査して

もらえればよろしいかと思います。 

 都市づくりに向けた課題については先ほど申し上げたとおり、県の都市計画マスタープ

ラン、三八圏域の課題、将来像。将来像は今回ないのですけれども、その課題と八戸市の

課題案は概ね合っているのでいいのかと思います。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。それでは続いて石橋委員。 

 

○石橋委員 

１つ１つの項目が非常に重要で、かつボリュームのある内容になっています。全体を通

して感じたことになります。私は職業が宿泊に関する仕事をしているのですが、市外の方

が八戸にお越しになった際、またはコンベンションなどでお越しになった方からお聞きす

ると、八戸の魅力の１つとしてはおもてなしの心、おもてなしの八戸というそういったソ

フトパワーの部分で非常に魅力があると聞くことが多いです。今後八戸が都市魅力の向上

という面においても、そういった部分を維持していくのはやはり郷土愛というか、八戸に

住んでよかった、誇れるまちだといったところをさらに醸成していくということが重要な

のではないかと思っております。それにつながるものは教育なのかと思いました。そうい

った部分は今後魅力の向上であったり、ひいてはまちへの定住といったところにつながっ

ているのではないかと思いました。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。それでは続いて泉山委員、お願いします。 

 

○泉山委員 

三八五流通の泉山です。私も少し多方面あるのですが、少し企業の側からの面というこ

とで今回はお話させていただきます。まず若年の生産人口は今後減っていくということな

のですが、減っていくとはいっても実は八戸市だけではなく、少し近隣の市町村を見れば

まだまだいると思います。特に10ページの資料の中では、大体近隣の市町村だったので

すけれども、中にはおそらく三沢や上北町、東北町、または岩手県の県北、こういった辺

りからも通勤や通学をされている方が多いと思います。やはり最近ですと、私も採用活動

をしていて感じるのですが、親の近くで暮らしたいという学生の方々が非常に多いと感じ

ました。例えばこの資料でいくと、田子町から八戸市まで通うとなると、大体１時間半か

かると思います。これを往復に換算するとかなり１日の中でも交通の移動時間にかかって

しまう。また冬の時期になると、またこれが２時間越えになってしまい、非常にこれは不

便であると感じてしまい、そういうことならば東京に住んだほうが時間のロスももっと少

ないし、賃金もいいし、そういうことも選択肢になってきていると思います。そういった

ところだと、八戸市にもう少し住める環境、若者が一人暮らしでも住める環境というもの

がもう少しあってもいいのかと感じております。特に中心街が今後空室が増えてくるとい

うところ、空き家、そういったところにこういった若い世代へ非常に魅力的な企業が入っ
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ていただけると、我々企業の面としても非常に競争力が上がってくると考えます。 

 それともう１つ、公共交通に関してですが、いろんなバスやトラックというものを我々

の会社で走らせています。例えば市営バスは少し車両が大きいのかと感じることもありま

す。そういったところでいくと、サイズダウンというところも考えると年間に使用する燃

料費の問題、また車体の購入費、こういったところも非常にコストダウンして、より持続

可能な公共交通機関、こういったものが形成できるのではないかと思っておりました。以

上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、それでは続いて鶴委員、お願いします。 

 

○鶴委員 

八戸ＩＴ・テレマーケティング未来創造協議会の鶴です。よろしくお願いします。まず

追加して調査したほうがいいのではないかというところの観点からいきますと、いろいろ

調査データを見られるのですけれども、例えばこの都市マスのプランが動かなかった場合、

５年後どうなるのかと。このままいくとどうなるのかというデータがまずあった上で、例

えばその都市マスが働くことによってどういうデータに変わるのかというところが今回

のプランのポイントになるのかと思っております。現状のままいきますと、この施設であ

ったり、従業者数であったり、高齢化率というものが、それぞれの地域でどうなっていく

のかということをまず見えるようにする必要があると思いました。 

 あとは調査の観点としまして、ライフスタイルという観点をもっと取り入れたらと思い

ました。例えばこのライフスタイルという観点でいきますと、我々でいきますと中心街に

会社がある会社が多いのですけれども、例えば通勤時間がどのくらいか。先ほど委員から

ありましたけれども、平均通勤時間がどのくらいかということであったり、通勤に利用し

ている交通機関は何ですか。例えばそれがずっとこのまま車でいいのか。中心市街地は駐

車場がなかなかありませんという話がいっぱい出ていますけれども、このままずっと車の

通勤がいいのだろうかと。それはひょっとして交通網が発達すればバスに変わるかもしれ

ませんし、それが電車に変わることであったり、例えば仕事が終わったあとにそのままに

バスで帰るというような。例えばそれはライフスタイルが変わることだと思うのですが、

そういうことが実現できる可能性はどうなのか。その辺に関しては少しここで議論してい

く必要があるのかということで提案させていただきました。 

 我々の職場でいきますと、働いている方々の中で介護の理由とか、子育ての理由で仕事

を離れなければなりませんという方が結構いらっしゃいます。そういう方々がどうして子

育てであったり、介護の理由で仕事を離れなければいけないかというと、例えばそれを預

けて仕事をする施設が現状だとないとか、例えばそういうことに対するサポートするソフ

ト面が充実していないとか、そういった声も上がっていたりします。若い方々がそういう

サポートとかサービス自体を知らないという問題もあるのかもしれませんが、現実的にず

っと働いてきた方々が、結構ＩＴの仕事をしてきた中でいきなり親の介護だとか、子育て

でこの度退職することになりましたということは、非常に労働力としてももったいないで

すし、その方々にとっても就業機会を失うことになるので、非常に問題だと思っておりま

す。そういう観点も取り入れていただけるといいかということで思いました。私からは以
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上になります。ありがとうございます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございます。それでは前に戻って犾守委員からお願いします。 

 

○犾守委員 

南郷から来ました犾守です。私は農家をしていますが、まず、追加して実施すべき調査

ですと皆さんの休日の過ごし方、何をどこに行きますと。例えば、ほっとしたいのか買い

物とかいろいろあると思いますが、八戸市から南郷まで来るのに約30分、40分。この距

離はどうなのだろうか。何を目的にするか、観光農園をしたいのか、それともほっとした

いから山を見に行くとか、そういう休日の過ごし方はどうなのか。そして南郷の距離とい

うものはどうなのだろうと。あと交通手段、マイカーでしか来られないとか、例えば青葉

湖とか山の楽校とか、いろいろあるのですけれども、そちらには絶対マイカーでしか行け

ないということがあります。バスも通っていないし、だから皆さんそういうところに行く

にはどうしているのだろうかと、やはり知らない人が多いのだろうとか、今皆さんの意見

をいろいろ聞いて、考えている最中でした。かといってそこまでバスをどうのこうのとい

うこともないということもあるし、それはどう考えたらいいのかと考えたところでした。 

 あと若い人もそうですし、年をとっている方もそうですが、私は今道の駅の直売所にい

て納品しているのですけれども、どちらからですかと言うと八戸市ですとか、岩手ですと

か、たまに外からいらっしゃったお客さんも来ます。その方たちは車で来るしかないので

す。新幹線などで来て、どうのこうのはないのです。だからそういうところもでも外から

来ている人たちは南郷まで来ないのだということも何となく感じていますので、これをど

うしたらいいのかということを今少し感じました。以上です。 

 

○会長（武山委員）  

はい、ありがとうございました。それでは続いて馬場委員、お願いします。 

 

○馬場委員 

八戸市社会福祉協議会から来ています馬場と申します。どうぞよろしくお願いします。 

私のほうは福祉の分野でしか意見を言えないと思います。まず暮らしやすい、魅力ある生

活環境の形成ということで、老人施設、それから有料老人ホーム等はかなり八戸市内でも

できているわけです。八戸市の高齢化率はもう既に皆さんご存知のとおり26パーセント

を若干今超えた。24万人に対して26パーセントを超えているということで、実は八戸と

いうものが青森県内でもすごく若いまちと言われていたのですけれども、一気に高齢化率

が進んでいるということも現実にある。そうするとこれから先、資料にも出ていましたけ

れども、高齢化とか人口の減少が出ております。どんどん老人施設等が出てくるのですけ

れども、施設に入っている、そこの施設のところが居住地だとすれば、そこをどう中心と

結ぶか、公共交通との観点ではなかなか難しいと思うのです。割とお年寄り、在宅でもい

るお年寄り、やはり安心感というものは病院など、やはり近くに自分のことに関わって、

相談できる機関があるということがすごく安心感があるのではないか。一人暮らしの方な

どもそうですけれども、やはり何が不安かというと病気のことなどがあるということが結
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構ございます。そういうところでいくと、小さいまちというのですが、そういうところを

中心にやっていけないかと思っています。前回の資料の中にも湊、岬台とか、白銀地区の

ほうでも大きいスーパーがなくなって、実はお年寄りが買い物等に行けないという現状の

中で、あるスーパーは宅配等をいろんなところでやってきているということがございます。

そういう中で中心に人を集めるということも大事なのでしょうけれども、やはりお年寄り

等を含めて、自分たちが居住しているところにずっと居たいということが実質のところで

すので、そういうことも含めた計画ができないか。なかなか難しいとは思うのですけれど

も、そういうことも含めて。そうするとマンパワーではないですけれども、ボランティア

などのいろんな育成ということにつながっていくのかと思っております。 

 あともう１つは災害に強いまちづくり、都市づくりというところです。この３.１１も

そうですが、ハード面ことはよくわからないのですけれども、ソフト面ということで、そ

れを支える人づくりというものが今度結構重要になってくるのかと思います。実は浜通り

で３．１１のときには、湊、白銀、鮫というところでかなり被害を受けて、それらの方々

の避難所の中心的な活動というものは民生委員であったり、地域の地区社協のボランティ

アがかなりやってきたわけです。そういう中でもただ避難をして、ただ何かをすればいい

というわけではなくて、やはりそこに来ている人たちに対するよりきめ細かな、言葉的に

はうまく言えないのですけれども、何かそういうマンパワーというか、そういう教育等を

含めた何かがこれから必要になっていくのかと思っています。皆さんと違って、専門分野

がどうしても対人との分野が中心になってきていますので、うまく説明できませんけれど

も。子どもの件は隣の委員の方がお話してくれますので、私のほうはこれくらいです。 

 

○会長（武山委員）  

はい、ありがとうございました。それでは続いて田頭委員、お願いします。 

 

○田頭委員 

八戸市私立幼稚園協会の田頭と申します。よろしくお願いいたします。私も専門的なこ

とが全くわからないので、自分の専門である子ども子育て、それから女性の就労というこ

とを視点にして、少し話をさせていただきたいと思います。 

 今回４ページのところにある都市計画のマスタープランを見た中では、おそらく紫の都

市構造、土地利用の辺りに含まれるのかと思っていたのです。やはり雇用創出がないと、

生産人口である年齢の方々が一番の働き盛りなのかと思われます。そういった中で今回私

もこの中に追加して実施すべきではないかと思ったものが１つございます。それが何かと

言いますと、小さいころは保育所などで就労されている保護者の保育に欠ける部分を補っ

ておりますが、毎年聞かれるのは園を卒園するときに、小学校に行ってから子どもをどう

したらいいか。放課後預かるところがない。先ほど鶴委員からも少しお話がございました

が、それによって就労をあきらめて、家庭に入らざるを得ないと泣かれる保護者がおりま

す。これは事実なのです。もし安心して子どもを預けられる場所さえあれば、これからも

継続して働いていける。あるいはもう少し遅い時間まで子どものことを安心して預けられ

るのであれば、フルタイムで働けるのにという切実な声がございます。そういった意味で

は、この中に小学校、保育圏、幼稚園と共に、放課後児童クラブというものがどのくらい

市内にあって、どのくらいの需要があるか。またこれから先、そこを要望される方がどの
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くらいあるかということも、これから生産人口、あるいは労働人口というところの推移を

見るにあたっては必要な視点なのではないかと思いながら、本日の話をお聞きしておりま

した。 

 それからもう１つは、前回のこの会のときに交通網の話を私は何も知らずに、もっと小

学生にとか、もっと子育て世代が使いやすいようにというお話をさせていただきました。

実は大変八戸市では、河村委員からもありましたように、いろんなことに取り組まれて、

大分交通網のほうも充実しているということがわかりました。ところが、私も今子育てを

しておりますけれども、なかなかその情報が我々の耳まで入ってこないのです。今回お話

をお伺いする機会がって聞いたら、なるほどそういうところもあったのだとか、これに乗

ったらあそこに行けるのだとか、こんなにいい時間で運行されているのだということなど、

初めてわかったことがありました。これはもっと子育て世代や、あるいはお年寄りの方々

にも知っていただいて、活用していただける何か、コマーシャルではないですが、普及活

動というところがあったらいいとすごく思いました。 

 隣に馬場委員もおりますが、今度は老人のほうに視点を移したときに、大型スーパーの

地下の休憩所辺りで大変お年寄りの方々がたくさんいらして、毎週ここに来ればあの人に

会えるとか、ここで話をすれば１日が飽きないとか、そういう声をちらっと耳にしたこと

がございました。それも１度、２度ではなくて、私も子供連れで買い物に行って少し休ん

だときに、あんだもきてらったかいと会話をされているお年寄りを見ると、やはりそうい

う方が中心街に来たときに気軽に寄って、少しお茶っこを飲みながら会話をできる場所、

そういうところがあればもっと中心街がいいのかと思いました。 

 あとはお年寄りイコールケアもいいのですけれども、お年寄りをもっと活性化できるよ

うなまちづくり。もっと励まされたりとか、励みをもって生活ができる場ができればいい。

それにはペット療法ということなどもお聞きするのですが、子どもとの触れ合いというも

のも非常にいいのではないかと。今地域創生の中でもよく言われているのは宅幼老所とい

って、お年寄りの方と小さな子どもたちがともに生活ができるような時間やチャンスを与

えられるような空間づくりというものが始まっているようです。そういった意味では、そ

ういう機会を市として何か１つ打ち上げられたら素敵だと思いながらお話をお伺いして

おりました。 

 あとは災害に強い都市づくりということですが、今の女性、乳幼児、それから妊婦さん

とかお年寄りということで、八戸市にも福祉避難所という指定がございます。指定されて

いる福祉避難所で、今実は新たにマニュアルづくりを始めたところなのです。そういった

中で私も子どもという分野で参加させていただいているのですが、子どもや妊婦さん、そ

れから少し病気をお持ちになった方のケアの部分ではまだまだ足りないような気がしま

す。中でも子どもに特化した部分は、１つか２つしか市内にまだないのです。そういった

意味で何かがあったときには、そういう方々も安心して避難できて、またケアできるとい

う場所が必要であります。そういった意味ではボランティアという方もまだまだ必要なの

かと思いました。そういうところに先ほどの馬場委員ではないのですがマンパワーという

ところ、そういうところも視点に入れて、人というところにも力を入れたいいプランがで

きたらすごくいいと思っております。以上です。 

 

○会長（武山委員）  
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はい、ありがとうございました。それでは続いて石亀委員、お願いします。 

 

○石亀委員 

八戸市交通部の石亀です。私からは持続可能な公共交通網の形成についてということで、

少しこの場でお話させていただきたいと思います。 

 まずバス事業者といたしましては、市民の足を確保していかなければならないという認

識に立ちながらも、経営面という問題がありますので、限られた事業収入の中で限られた

バス、限られた乗務員、これを使って運行の最適化を図っていくということに日夜苦労し

ているところです。例えば利用が伸びているニュータウン方面など、そういう路線がある

一方で、少なくなる路線もある。そういう中での調整をするということがいつも非常に苦

労しているところです。現在は資料にもありましたように、バスの人口カバー率というも

のは非常に高い状態にあるということが示されておりますけれども、営業収入は毎年減少

しているということがございます。将来的に現在の路線を維持していくことは厳しいので

はないかと考えています。このままいくとどうなるかという調査が必要ではないかという

お話がありましたけれども、その中の１つとしてはなかなか現在のバスの路線網を維持し

ていくということは非常に厳しいのかと考えております。そういう意味では都市構造の再

構築を進めて、拠点間を結ぶ幹線を路線バスとすると公共交通の効率性も高まって、より

品質の高いサービスの提供が可能になっていくとも考えております。 

 市営バスの車体が大きいのではないかというお話も少しありました。これはやはり朝が

一番混むのです。通勤、通学。そこに合わせたバスの台数、あるいは路線によってやはり

何十人も乗る路線もありますので、大型バスもある程度は必要です。今年度は15台バス

を更新いたしましたけれども、やはり車両の価格も違いますので、今年買ったバスにつき

ましては、15台全部中型バスを購入しております。日中などあまりお客さんが乗ってい

ないところ見られて、マイクロバスでいいのではないかというお話を聞いたりもします。

例えばコミュニティバスのように、同じような路線を同じような人数を運ぶということで

あれば、そのように利用者に合わせた車体というものも非常に効率的だとは思いますけれ

ども、市営バスにつきましては基本全ての路線に今ある車を使って回しています。八戸の

ような地形といいますか、路線のつくり方もあるのでしょうけれども、現状としてはなか

なか小さ過ぎるバスを導入するということは、今度乗せられないお客様が出てしまうとい

うこともあるので厳しいのかと思っております。私からは以上でございます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。続いて古戸委員、お願いします。 

 

○古戸委員 

青森県建築士会三八支部副支部長の古戸です。私からは大変ボリュームのある資料で、

いろんな施設が八戸にたくさんあるということがこれでわかりました。この施設の利用状

況とか、活用のされ方とか、そういったこともまた少し調査していただけるといいのかと

思いました。 

 またワンコインバスとか、バスパックとか、かなりいろんな取り組みがされているので

すが、先ほども少しお話があったように情報がなかなか入ってきにくいというところもあ
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るので、そうしたＰＲの仕方とか、利用率などを少し知りたいと思いました。 

 やはりどうしても中心市街地のことなどが、どうしても大きくクローズアップされてい

くのですけれども、郊外の整備もバランスよく考えてことが都市構造の再構築ということ

につながっていくのではないかと思います。 

中心市街地の再生についてという点においては、やはり駐車場の問題というものが非常

に大きいと思います。またなかなか難しいところではあると思うのですけれども、子育て

世代が中心街に来るようなきっかけをつくる。そういった施設ができることで、もっと活

性化というか、再生ができるのではないかと感じています。 

南郷地区を含めた一体の都市づくりについてという点においてです。私も詳しくわから

ないのですけれども、例えば農業特区とか、いきなり都市計画区域外になっているところ

なので、はっきり建築的なところでいうとほとんど縛りがないということになってきます

ので、それを上手に都市計画していくためには緩やかな形で、特区のような形を入れてみ

てはいかがかと思いました。私のほうは以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。続いて立花委員、お願いします。 

 

○立花委員 

防災士会八戸支部立花といいます。私からは駐車場ということをよく見るので、思うこ

とを少し言いたいと思います。私は毎日陸奥湊に魚を仕入れに行っているのですけれども、

今年になって陸奥湊が混むのです。皆さんも行ったことがあるかもしれませんが、平目の

ヅケ丼食べに。それを食べるために30人とか、２時間待ちとなるくらい来ているのです。

その人たちは車が置くところがない。私が行くと、たまに車置くところはないですかと聞

かれることが結構あります。陸奥湊は皆さんご存じのとおり無法地帯で、ノーヘルバイク

など、遠方から来る人はこわごわ運転しているということは結構あると思います。さっき

前で出ましたけれども、やはり外から来る人にやさしい地区であればいいとそこで考えま

した。 

 話はガラッと変わるのでだけれども、開発していくということで、浜通りに津波記念碑

などというもの三沢から階上まで５箇所あります。開発するにあたって邪魔だということ

で、三沢で１個津波記念碑が撤去されたところがありました。防災機能の保存ということ

も考えながら開発できればいいのかと思います。 

 津波で浸水されると予想されると地区の住民の方々ということで、例えば最大の津波が

来るとすれば、下長とか石堂地区でも１メートルとか、１メートル50センチメートルく

らいの津波が来るのではないかという予想がされております。その災害が来るという地区

の住民が本当は普段から気にしなければいけないのだけれども、住民の意識というものは

外から見えないものです。ハード面は来れば見えるのだけれども、意識とか学びの場とい

うことで、青森県には消防学校の中に防災教育センターというものがあります。県南にも、

そういう防災教育センターがあれば学びの場ということで充実できるのかと考えており

ました。私からは以上です。 

 

○会長（武山委員） 
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はい、ありがとうございました。では続いて慶長委員。 

 

○慶長委員 

私は、はちのへ男女共同参画推進ネットワークの副代表をしている慶長と申します。私

は子育て支援のことも大事なのですけれども、これからは介護しながらも働き続けられる

ような社会というか、介護をするために仕事を辞めなければならないという悲惨な状況に

ならないためにも、介護をしながら仕事を続けられるようなまちづくりというものが基本

としています。 

 それから外国からの観光客の受入というものも、これからはすごく大事になってくるの

ではないかと思っています。 

 中心市街地の再生と、当市の魅力というものと重なると思うのですけれども、やはり新

しい発想で起業する人を支援する。そういう新しい発想で魅力的なまちづくりとか、やは

りそういうことがしたい人を支援する体制というものも、これからは必要になってくるの

ではないかと思っています。 

 東日本大震災で結局一番人の命を助けたのは地域力というか、近所の人。隣の人が来て

いなかったとか、その隣の誰々がまだ来ていないということで、結局一番人の命を救った

のは地域の力だったということを聞いたので、やはりその地域のコミュニティの力を付け

るというか、そういう対策というものもすごく大事になってくると思っています。地域で

は公民館のほかに生活館、集会所というものがあるのですけれども、やはり高齢者の人た

ちが歩いて集えるところというものが、本当に必要なのではないかと思っています。 

 それから高齢社会に向けて、先ほど小型化のバスというお話もあったのですけれども、

古いバスは段差があって、見ていると乗るところがすごくつらそうなのです。多分、実際

にそうやっていると思うのですけれども、できればワンステップバスの導入をしていただ

ければいいのではないかと思っています。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。それでは橋本委員、お願いします。 

 

○橋本委員 

公募の橋本です。皆さんのご意見、もっともだと思って納得しながら伺っておりました。

私は交通弱者としていつも交通機関を利用するのですが、なかなかこの電車は、やはり本

八戸まで行って、それぞれ使うということは少ないです。どうしてもバスかタクシーにな

るのですが、乗換をするときに非常にうまくいきません。35分、40分待たないと目的地

近くのバス停留所まで行くバスの路線がないのです。ですから特に暑いとき、厳しい冬の

寒さの中でじっと外に立っているということは、この年齢になるとこたえるものですから、

公共のバスを使おうと思って出るのですが、携帯でタクシーを呼んで、結局はタクシーに

頼ってしまうということが多いです。その路線を知らないというどなたかのご意見のよう

に、いろんな路線があるのですが、その情報を聞くということが少ないです。それは交通

弱者として当然自分で調べて、聞いて、ある程度頭に入れなければいけないことなのです

が、なかなかこれができない。自分が行きたい場所のときだけインフォメーションに行っ

て、ここからここへ行きたいのだけれども、どういうバス路線がありますと一応聞いて、
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そして行くような感覚です。おそらくこれからの高齢者、自分でも車を運転しない、主人

もいない、家族はみんなそれぞれの勤務があって、そんな年寄りのために時間を割けない

ということになってきますと、やはり公共バスは持続的に営業していただきたいし、これ

を補完するコミュニティバス。小さな車を何とかそこの間に入れていただきたいと思って

おります。 

 あと観光でいらっしゃる方、八戸市に滞留する時間に応じた拠点、拠点を見るための周

遊、回遊するバス路線をもう少し増やしていただけないものかと思います。尻内の八戸駅

でお迎えをして、今日は３時間しか八戸にいられないということで、では食事は最後にし

て、こことここをご案内しますということで自家用で回るのですが、これをバスで回ると

すると、おそらく１箇所しか見られない。そういうことでもう少し観光というだけではな

くて、地元の人もそれを利用しやすいような、何か回遊する路線バスを考えていただけれ

ばいいと思います。 

 あと災害に強いまちというものは、数年前の大きな災害を受けたから、当然これは大き

な課題で、これからも起こり得ることを想定していかなければいけません。ハード面につ

いては、どなたかが申し上げたように、国の交付金、補助金をきちんと情報として密にと

らえて、これは行政職の皆さん、地方公務員の方々の大きなお仕事でしょうけれども、そ

ういうことを網羅して、それに則りながら市単独事業と合わせていってほしいと思います。

私たち地元の住民としては、やはり避難所をきちんと把握することと、避難経路の確保を

普段からきちんとしておくことではないかと思います。私は仙台の実家も被害を受けまし

て、改築をして、まだそこに住んでおります。津波の被害があったからそこを離れて、ど

こか新しいところに住宅を移すということも、そう簡単がことではありません。やはりそ

こに住んでいる以上は、いつどういう被害があるのかということは、絶えず気持ちの中で

は持っています。避難経路、それから町内会の自助、共助、そういうことが一番重要にな

ってくるのではないかと思っております。ただどちらの町内会でもそうでしょうけれども、

町内の住民が全て町内会に参加しておりませんし、どういう方がどういうところに住んで

いるか。国勢調査をやってみて、本当によくわかるのですが、もう少し不動産業界と何か

手を取り合って、ここが居住しているところ、ここは空室というような普段から町内会の

人口分布といいますか、高齢者であれ、子育て支援中の若い世代であれ、もう少し把握で

きるような仕組みづくりがほしいと思っております。以上です。いろいろあるのですが、

時間の関係もございますので、この２点だけ、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。ご発言の時間を限らせていただいて、話し足りないと

いう方もおられるかと思いますけれども、また個別に事務局のほうに伝えていただければ

よろしいかと思います。 

 それでは総括というほどでもないのですけれども、やはりこの計画がある程度インパク

トをもって機能するということを考えると、それなりにライフスタイルを変える人が出て

くるのではないか。あるいは介護という問題が非常にこれから大きいと思いますけれども、

そのライフステージごとにという辺りで実際人がどう動いているかとか、なかなかデータ

を集めるのは大変だと思うのですけれども、どうゆうインパクトを持ちうるかというとこ

ろを少しですね。あとは無理してとか、力づくでという話ではないので、その辺りをみん
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なが自発的にそのように動く方向で計画を動かすためには、どのようなことを考えなくて

はいけないのか。その辺りが都市マス自体から離れる部分もあるのですけれども、少し慎

重に、丁寧に考えていかないと、単なる計画か似通うところしかならないというところを、

今印象としては持ちました。あと細かいところは、また事務局で整理していただければと

思います。 

 若干時間が少しオーバーしてしまいましたけれども、何かこの場で事務局のほうで特に

コメント等があれば。 

 

○事務局（石橋） 

１つあります。先ほど楢山委員からあるかどうかとお聞きくださった、人口の詳細。動

態とか、傾向を読むためのデータの存在です。こちらにつきましては、今ちょうど入手し

て、解析をかけている途中です。準備出来次第、後ほどこの場に応じたものだけ提出させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○会長（武山委員） 

確認しておきたいということで、時間も少し超過していましたので、ここまでというこ

とで。まだまだ続きますので、事務局へ特に意見があれば伝えていただきたいと思います。

次回、少しテーマも変わってきますがを感じていますけれども、策定までには時間をかけ

るかと思いますので、またお話をだしていただければと思います。 

 あと網形成計画が先行してというところがありますので、その辺り調整もあるというこ

とで、詰めておいてもらえれば、時間的な話なので。そこまではマスタープランの中でも

入れておいてもらいたいという話が出てくるかと思いますので、その辺の整理をしておい

ていただければと思います。 

 ほか特によろしいですか。それでは進行を事務局にお返しします。 

 

○事務局（石橋） 

 長時間にわたりましてありがとうございました。いただきました意見とか、ご要望につ

きまして整理いたしまして、今後の調査とか、検討に役立てていくために整理させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。ここで皆様にお願いがございます。先ほど委

員の皆様からご意見、メモに基づいていただきましたが、お持ちの意見メモ、紙について

でございますが、今後の事務局の検討方針の貴重なご意見として承りたいと思いますので、

お帰りの際に事務局宛にご提出していただければと思います。 

 次回につきましては、３回目、１月下旬から２月上旬くらいを予定しております。日程

が決まりましたら、追ってお知らせさせていただきますので、今回と同様に事前の資料送

付とかさせていただきますので、いろいろ時間がかかると思いますがよろしくお願いいた

します。 

 それではこれをもちまして、第２回八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会を終了

させていただきます。 

 本日はありがとうございました。 

 

 


