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第３回八戸市都市計画マスタープラン等策定委員会 

 

平成28年２月16日（火）午後2：00～午後4：10 

八戸市庁別館 ２階会議室Ｃ 

 

 

○事務局（石橋GL） 

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３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いたします。 

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、写真撮影は開会後５分間までとし、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

よろしくお願いいたします。 

 

 それでは、次第にしたがいまして委員会を進めさせていただきます。 

 

 なお、本日は八戸 IT・テレマーケティング未来創造協議会の鶴委員、それから八戸市

私立幼稚園協会の田頭委員、青森県防災士会八戸支部長の立花委員の３名が、本日所用の

ため欠席となっております。 

 

 それでは、最初に本日の資料の確認をさせていただきます。 

 資料は、お配りしております次第と席図、出席者名簿となっております。 

 事前に送付させていただいておりました、本編とそれから本編別冊、本編別冊と申しま

すのが地域別カルテのことになっております。それから参考資料１。それと本日、机に準

備させていただいておりました、参考資料の２というのがございます。こちらはですね、

前回２回目のときの策定委員会で、いろいろ地域の社会情勢等の変化について、追加で調

査してみたらいかがかというご意見をいただきまして、それらを追加させていただいた資

料となっております。 

 それともう一つですね、最後で説明させていただきますが、八戸市地域公共交通網形成

計画というのも今、並行して検討しておりますので、そちらの資料となっております。 

 資料が多くなってしまいましたけれども、以上で資料が全部になります。お手元に資料

がな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。よろしくお願いします。 

 

○会長（武山委員） 

 それでは、私のほうで進行を進めさせていただきます。 
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それでは、次第にしたがって進めていきますけれども、まず最初に今回の策定委員会の

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、それでは犾守委員と古戸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、本日の案件について事務局の方から説明をまずお願いいたします。 

 

○事務局（石橋GL） 

 本日の委員会ですが、次第にありますように、第２回八戸市都市計画マスタープラン等

策定委員会でいただきました意見について、それから将来人口及び地域別の課題について、

それから立地適正化計画の誘導区域の考え方について、最後に八戸市地域公共交通網形成

計画について順に資料に沿って説明させていただきます。 

 最後に意見聴取として、各委員の皆様からご意見をいただいて、総括を行いました後、

質疑応答を一括して行います。 

 終了予定は16：00頃を予定しておりますので、皆様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） 

 それではご説明を始めさせていただきたいと思います。資料がたくさんございますが、

右上に本編と書いてある資料にしたがってご説明させていただきたいと思います。 

 先ほど事務局から本日の内容のご説明がございましたが、本日は特に将来人口、それか

ら地域別の課題、それから誘導区域、立地適正化計画において定めていきます誘導区域の

検討の考え方、それからそれに関連をいたします、都市マスで決める将来の都市構造の考

え方といったことのご意見をいただきたいと考えております。 

 続きまして、前回第２回委員会でいただきましたご意見の概要の骨子といいますか、簡

単にご説明させていただきます。 

まず都市構造の再構築につきましては、都市機能等について八戸駅、あるいは三沢空港

と中心市街地の連携というものが大事だと。それから居住誘導につきましては、現状のコ

ミュニティーを維持できる程度の居住促進というようなご意見というのもございました。

それから少子高齢化等に対応いたしましては、高齢化の率が高いようなところの生活環境

の確保が大事だということでございます。公共交通との関係では、人口集積というものと

の関連で、品質の良いサービスの提供が可能になるというようなご意見でございます。産

業につきましては、特に八戸市の現状を踏まえまして、食品製造と循環型エネルギーとい

うような特色のある産業を基軸にして、展開を考えていってはどうかと。それから物流基

盤も活かした企業立地というところがございます。それから情報分野につきましては、若

い人材が八戸のまちに飛び込み、起業できるような仕組み。それから労働力の確保につき

ましては、「ものづくり」、あるいは「情報」に強い環境の中で、そういった人材を活かし

ていくということが大事であるというご意見。それから観光振興につきましては、外国人
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の観光ということも視野に入れていくべきであるというご意見もございました。つづきま

して、中心市街地の活性化・再生につきましては、一つのキーワードとして、文化的な機

能というようなキーワードが出されました。さらに子育てができる施設の充実であるとか、

歩いて憩える場であるとか、というようなものを考えていくべきではないかというご意見

でございました。暮らしやすく魅力ある生活環境につきましては、商業施設とか医療福祉、

あるいは職場、そういうものが近いことが重要であると。高齢者につきましては、気軽に

立ち寄り、憩えるような場が欲しい。それからバリアフリーの観点も重要であるというご

意見。それから小中学校の統廃合というものに関連いたしまして、そういったものとの連

携した考え方が必要であるというご意見がございました。続きまして、都市魅力の向上で

ございます。これにつきましても、教育、それから国際化、観光資源の有効活用、そうい

ったキーワードで考えていくというご意見でございます。それから、本編でいいますと、

５ページから６ページでございますが、公共交通との関連につきましては、特に都市構造

と公共交通という関係で八戸駅、ニュータウン、田向、湊、あるいは八戸駅、中心街、湊、

そういった軸を分かりやすくしていく必要があるのではないかというご意見。さらにバス

路線網の幹線軸というのは、今後考えていきます、誘導区域を形成するための一つの重要

な手法になるのではないかというご意見もございました。バスサービスの改善につきまし

ては、朝、夕の通勤通学、あるいは日中の買い物、病院への通院というようなものを軸に

考えていってはどうかということ。それからコミュニティバスの導入、バスターミナルの

改善、ワンステップバスの導入、ＩＣカードの導入というご提案がございました。それか

らもう一点、このバス路線に関しまして、バス事業の立場から将来的に現在の路線を維持

していくのは非常に厳しいのではないかというご意見がございました。それから公共交通

マネジメントというのは、様々な取り組みが行われているんだけど、まだまだＰＲ不足な

のではないかというご意見がございました。それから災害に強い都市づくりからは、特に

コミュニティ力などのソフト面が重要であるというご意見。それから観光客等も視野に入

れた防災というご意見もございました。それから本編は７ページになりますが、広域の中

での中心都市としての役割発揮ということで、いろんな意見がございましたが、特に周辺

都市に対して働く場を提供するという役割が期待されているのではないかということで

ございます。それから最後に南郷地域を含めた一体の都市づくりにつきましては、特に南

郷の効果的な要素と八戸の観光施設の連携、南郷につきましては特に魅力ある田舎の保全

とエコツーリズム等による活性化というものが考えられるのではないかというご意見が

ございました。以上、かいつまんで前回のご意見の概要をお話いたしました。 

続きまして前回、もう少しこういうことを調べてはどうかというご意見がございました

ので、これにつきましては、参考資料の２に当たりますが、その中で参考資料には、前回

資料に新しいものを組み込んだ形でお造りしておりますので、その中で今回追加したもの

を簡単にご紹介させていただきたいと思います。 

 参考資料２の１３ページにございますが、前のスライドで簡単にご説明いたします。観

光入込客の状況を製図しております。全体的にはゆるやかな微増の状況で最近は動いてい

ると。その中で特に、蕪島のあたりにつきましては、割と最近増加傾向にあるというよう

な状況であります。それから続きまして参考資料の２７ページでございますが、地価の状

況も簡単に調べております。八戸市につきましては、この１０年間全ての地域で地価はや

はり下がり続けてきているという状況でございます。それを少しポイント的に表してみま
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すと、まずは２８ページの方は地価の現状地でございます。これにつきましては中心部が

高くて、順次同心円的に下がっていくという状況でございます。一方２９ページにも、こ

の１０年間の地価の変動率というものを製図してございます。これにつきましては、今度

は逆に中心部ほど減少率が大きいというような形で、これが同心円的に広がっていると。

現時点まででは、なかなかバス幹線軸との関連性が出てくるという状況にまでは至ってい

ないという状況でございます。３４ページには、主要なバス利用のＯＤを製図してござい

ます。圧倒的にバスで来られるエリアとしては、中心街ターミナル、田向、日赤病院、沼

館というようなもので比較しますと、圧倒的に中心街ターミナルが多くて、次に沼館にき

ているということでございます。それぞれグラフで中心街ターミナルに来ている人は、ど

こから来ているのかということを整理してございます。例えば中心街ターミナルにつきま

しては、当然中央地域の方が一番多くて、次に湊、白銀、鮫の地域の方が多いという状況

になってございます。それから中心街への来街者の状況という形で、少し地域の区分は異

なりますが、来外頻度とか、どういう手段でという整理してございます。手段につきまし

ては、どの地域からにつきましても圧倒的に自動車が多い状況でございますが、一方でバ

スというのも２５％前後あるという状況でございます。以上で参考資料２のご説明は終わ

って、本編の方に戻ります。 

 続きまして、本編につきましては、都市計画マスタープラン関係の将来人口になります。 

 

 それでは、都市マスの将来人口についてご説明いたします。将来人口というのは、市街

地の規模などまちづくりを検討する際の基本となるものです。そのため都市マスでは将来

人口フレームを設定します。スライドに示しておりますのは、現計画のものなんですけれ

ども、平成３５年の人口は約２５万人と想定しています。現在、人口減少・高齢化、こう

いったことが課題になっていますが、これがこのまま進展すると、八戸市の人口は破線の

ようなところで、非常に減少していくと予測されています。そこで八戸市では、人口減少

に歯止めをかけるまちづくりの取り組みを示す、八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略

というものを２７年１０月に策定し、この上の実線のような将来人口を推計しました。次

期都市計画マスタープランの目標年次である平成５０年については、約１９万６千人とな

っており、これを将来の人口フレームに設定しようと考えております。都市計画マスター

プランでは地区別の人口を用いた検討が必要になるために、設定した人口フレームをもと

に地区別の人口分布というものを予測しました。これは平成２２年の国勢調査のメッシュ

人口をもとに、総合戦略の推計条件を用いて予測したものです。八戸駅西口、田向など、

現在土地区画整理事業が行われている地区については、人口の増加の見通しに合わせた設

定を今後これから行っていこうと考えております。 

引き続き、地域別カルテについてご説明いたします。都市計画マスタープランは全体構

想と地域別構想で構成されます。地域別構想というものの流れを今ここに書いているんで

すが、まず現状、現計画における施策の実施状況の把握、分析、それから評価、そして地

域別構想の見直し、この流れで検討していきます。今日提出している本編別冊資料という

のが、この地域別カルテの案、この赤い部分になります。地域別カルテ（案）では、現計

画の地域別構想に対し、統計データとか、都市マス施策の実施状況から１０年間の地域の

移り変わりというものを整理しております。また、市の分野別計画における地域の課題、

取り組み方針を踏まえつつ、地域づくりの課題であるとか、今後のまちづくりの方針、目
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標というものを検討していきます。このカルテは、来年度実施する地域別懇談会で意見を

いただき、地域の方々の意見も踏まえ、地域別カルテとして取りまとめていきます。なお、

地域別構想の見直しに当たっては、全体構想との整合を図りつつ、検討を進めてまいりま

す。この地域別カルテなんですけれども、現計画の１０地域に南郷地域を加えた、１１地

域で作成してまいります。地域別カルテの現状や施策の実施状況の整理、分析なんですけ

れども、これは人口、産業、土地利用、都市機能、公共交通、災害の６つの視点から行い

ます。現計画の地域別構想におけるまちづくりの方針というものが、土地利用、市街地整

備、道路整備、公園緑地、水辺環境整備、景観形成、歴史文化、芸術に関するまちづくり、

交通体系整備、災害に強い地域づくりと７項目に分類されており、だいたいこのように６

つの整理といたします。またこの６つの視点なんですけれども、立地適正化計画の都市構

造に関わる現況分析の項目とも重なるものです。そのため、都市機能については、都市施

設の立地についても、整理、分析していきます。 

本日提示した地域別カルテなんですけれども、地域づくりの課題までを今回整理しまし

た。全てを説明する時間がございませんので、今日は概ね全地域に共通となっている課題

と、各地域で特徴的な課題、２つに分けて説明したいと思います。概ね全地域共通の課題

としましては、スライドに示してますように、土地利用と都市機能、災害に関わる課題が

ございます。田園環境、農地の維持、保全といったこと、生活基盤整備の推進と維持、馬

淵川などの河川の水辺空間の活用、津波水害対策、地域防災力の強化といったものが共通

する課題となります。引き続き、地域別の特徴的な課題を説明していきます。説明の順番

なんですけれども、本編資料と順番が変わっております。今日説明しやすいように、現計

画の都市マスの構造図と、現状の分析したデータというものが比較できるようにパワーポ

イントを作成していますので、スライドをご覧になって、ご説明をお聞きいただければと

思います。 

まず、市川地域です。平成５０年においては、こういった轟木小周辺の生活サービス拠

点の人口は減少して、拠点としての機能維持が懸念されているところです。現在市川地域

には、こういった中心市街地と連絡するバス路線が運行していますが、近隣の都市サービ

スを享受していけるようにバス交通のサービスレベルの維持というものが課題だと考え

ております。市川地域には、現計画で臨海部の循環型産業拠点、それと八戸北インターチ

ェンジ周辺の情報産業連携拠点というものが位置付けられています。いずれの拠点も産業

集積が進み、北インター工業団地には分譲率が８０％を超えております。また、八戸環状

線が整備され、循環型産業拠点との高速道路アクセスが向上し、産業支援が図られている

ところです。今後、北東北における産業拠点としてより発展するために、都市計画道路ネ

ットワークの早期完成が課題といえます。 

次に下長地域です。下長地域では、循環型産業拠点、それから物流拠点というものが位

置付けられています。物流拠点である八戸港では、国際物流拠点としての整備が進み、コ

ンテナ取扱量が過去最高を記録しているところです。そのため、増加するコンテナ貨物に

対応するための物流基盤整備が急務となっています。また、八戸飼料コンビナートでは、

サイロの増設が進み、全国有数の飼料供給拠点として機能が拡大しています。畜産業振興

に向けてまたさらに拡充する必要があると考えております。 

続いて八戸駅周辺地域です。駅西地区では平成３５年度完成予定の、土地区画整理事業

が行われています。駅東地区では、商業・業務施設、宿泊施設の集積が進んでいるところ
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です。今後は、東西地区が一体となって、多様な都市機能の集積を図り、八戸市の顔とな

る広域ゲート・交流拠点を形成していくことが課題といえます。また、公共交通について

も、ターミナル機能の強化を図る必要があるといえます。 

次に中央地域です。中央地域では、臨海部の物流拠点、それから沼館の広域・商業サー

ビス拠点、観光交流拠点、それから田向の健康・医療拠点が位置付けられております。物

流拠点では、ポートアイランドの埋め立て拡張が行われ、八戸ＬＮＧターミナルが運転開

始するなど、拠点性が向上しております。広域商業・サービス拠点、観光拠点では、シン

フォニープラザをはじめとした、商業施設の開業、それから遊覧船の運航など、中心市街

地と連携・補完しあう拠点形成が図られています。また田向の健康・医療拠点では、平成

２４年、広域消防本部が移転、また（仮称）八戸市総合保健センターの整備が予定される

など、今後は八戸地域保健医療圏の中心市としての健康・医療拠点の機能集積というもの

が課題となってくるといえます。さらに田向は、土地区画整理事業中であり、今後の人口

集積というのも見込まれています。そのため、このような田向地区とバス路線のサービス

向上を進めて行く必要があります。 

次に、中心市街地です。中心市街地の人口は平成１０年から２２年の間に減少していま

すが、八戸番町ヒルズの建設などにより都心居住が進みつつあります。しかしながら、５

０年の人口は隣接地域に比べて、集積が低くなることが予測されています。中心市街地の

求心性回復に向けた都心居住の課題の推進というのが今後の課題といえます。また、中心

市街地には従業者が集積していますけれども、１３年から２１年の間に減少してきており、

就業の場としての求心力というものが低下してきています。最近、空きビルなどにＩＴ関

連企業が進出してますが、大規模オフィスの不足というものが、現状課題となっておりま

す。続いて、平成１６年以降、中核的な商業施設の閉店が続きましたけれども、はっちの

開館、はちのへホコテンの開催などにより中心市街地にもにぎわいがもどりつつあります。

また、旧レック・マルマツビル跡地では（仮称）三日町にぎわい拠点、複合ビルの再開発

が進んでいるところです。中心市街地の求心性を高めるための再開発、それから住宅開発、

そういった土地利用の高度化というものが課題といえます。また水と緑の拠点に位置付け

られている長根公園では、平成２６年度、屋内スケート場整備にも着手しました。中心市

街地には美術館などの文化施設もありますけれども、さらに交流人口を増やすためには、

文化・スポーツ機能の充実というものが必要になってくるといえます。また、都市のにぎ

わい軸を含む、歩行者優先ゾーンでは電線の地中化、バリアフリー化の推進、また花小路

では沿道の住民の協力によるにぎわいが連続する、歩いて楽しい景観形成に向けた取り組

みも進めています。施設間の回遊性向上を図るためにも、こういった歩行空間整備という

ものが必要になってくるといえます。公共交通では、市内幹線軸等間隔運行、共同運行化、

最終新幹線接続の深夜乗合タクシー「シンタクン」の運行などにより、市内から中心市街

地へアクセスしやすい公共交通サービスの充実が図られています。また、市内の５箇所の

バス停を中心街ターミナルと位置付けていますけれども、乗り場が街区ごとに分散してい

るため、乗り場案内機能の充実というものが課題になってきています。 

続いて、根城、田面木、新都市地域です。土地区画整理事業が完了した八戸ニュータウ

ンでは、人口が増加してきています。そのため、今後のバス交通需要の拡大が見込まれる

ことから、路線再編などにより、サービス品質の向上というものが必要になってくるとい

えます。また、歴史と文化の拠点の史跡根城跡には環境整備が進められてきましたが、観
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光振興に向けてさらに機能充実を図っていく必要があるといえます。続いて、湊、白銀、

鮫地区ですけれども、水産業拠点、それから蕪島周辺、陸奥湊駅周辺の観光・交流拠点と

いうものが位置付けられています。水産業拠点では、平成２４年度、国際的な食品衛生管

理手法であるＨＡＣＣＰ対応型荷捌き所が国内初の施設として完成しました。八戸漁港の

水揚げ量が減少しているため、付加価値の高い生産物を供給するための施設整備というも

のを行っていく必要があるといえます。三陸復興国立公園に指定された蕪島では、プロム

ナード公園、物産販売施設の整備を進めています。陸奥湊駅周辺では、日曜朝市循環バス

「いさば号」の運行などが行われ、観光・交流機能というのも向上してきています。いず

れの拠点も観光振興に向け、機能充実が課題といえますが、蕪島ではウミネコ繁殖地を保

護しつつ、自然環境への配慮というものが必要になってきます。また、鮫駅付近のバス停

というものが、種差海岸遊覧バス、路線バスの発着点となってますので、鉄道とバスの乗

り継ぎ拠点としてのターミナル機能の強化というものが課題となってきます。 

豊崎地域です。豊崎小学校周辺の生活サービス拠点では、人口が減少して拠点としての

機能維持が懸念されます。現在の日常的に利用頻度が高いような商業施設とか、医療施設

というのが立地が少ない状況です。今後は近隣の都市サービスの享受できるようなバス交

通のサービスレベルの維持というものが必要になってくるといえます。 

続いて館、是川地域です。館、是川地域では、明治小学校周辺の人口の減少。一方で是

川団地については、ある程度の人口集積というものが予測されます。人口減少が見込まれ

る明治小学校周辺では、バス交通のサービスレベル維持というのが課題となってきます。

それと歴史と文化という点に位置付けられている是川遺跡では、是川縄文館の開館、それ

から「るるっぷ八戸」とか、是川縄文館行きのバス運行などによって、来館者の利便性と

いうものが向上しています。人口集積が見込まれるこのような是川団地とか、是川縄文館

におけるバス交通のサービスレベル維持というものも今後課題となっています。 

大館地域では、１７年度に新井田第一地区の土地区画整理事業が完成し、人口が増加、

また人口の集積が図られているところです。また都市機能というものも集積しているとい

う状況です。水と緑の拠点である新井田公園は、東北フリーブレイズの本拠地となってお

り、また冬季国体会場となるなど、地域スポーツの拠点ともなってきています。公共交通

については、市営バス路線が集中する旭ヶ丘営業所がありますが、バスの乗り継ぎ拠点と

してのターミナル機能の強化が必要といえます。 

続いて南浜地域です。南浜地域では、種差海岸駅周辺の生活サービス拠点の人口の減少

が懸念されます。近隣の都市サービスの享受できるような鉄道とバスとの連携というもの

が課題となってくるといえます。種差海岸駅周辺は、観光・交流拠点に位置付けられてお

りまして、インフォメーションセンター、休憩所の開設、トレッキングイベントの開催な

どで機能向上が図られています。今後も観光資源として自然景観に配慮しながら活用を図

りつつ、機能充実を行っていく必要があるといえます。 

最後に南郷地域です。現状、市野沢とグリーンタウン、島守に人口が集積している状況

ですが、平成５０年には人口減少が進展し、島守のコミュニティ維持というのが懸念され

るところです。南郷地域の公共交通は、現在路線バスとコミュニティバスによって地域の

足が確保されています。こういった人口減少が予測される中、近隣の都市サービスを享受

できるよう、路線バスとコミュニティ交通の連携を図ったサービスレベルの維持というも

のが課題といえます。また農業が基幹産業である南郷地域では、「島守田園空間博物館」
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の一部である豊かな田園環境の保全、観光農園、グリーン・ツーリズムの魅力向上など、

農業振興が課題といえます。以上で地域の課題の説明を終わらせていただきます。 

 

 引き続きまして、今度は立地適正化計画についてご説明をさせていただきます。今スラ

イドに写しております２０ページでございますが、これは今までご説明させていただいて

きたとおりでございます。それで都市機能誘導区域につきましては、特に生活に関連する

ような機能を集約することによって、これらの各種サービスの効率的な提供を図っていこ

うという区域でございます。一方、居住誘導区域もそれと関連をいたしますが、人口密度

を維持することにより、生活サービス、あるいはコミュニティが継続的に確保できるよう

にしていこうと、そういう趣旨の区域でございます。 

少し先の話に飛びますが、まず全体のイメージとして、２１ページに都市機能誘導区域

と、居住誘導区域の設定イメージという形でお示しをしております。これにつきまして、

居住誘導区域は青線で囲った区域で、ほとんどが市街化区域に近いエリアになっておりま

す。今回は市街化区域のうち、用途地域あるいは地区計画等で住宅の立地が規制されてい

る区域を除いた区域ということでございまして、この青の区域から今後いろんな検討を加

えていく中で、本市に合った区域を設定していくということを考えてございます。もう１

つ、中央地域、中心市街地のところに緑で囲んだ、これは都市機能誘導区域でございます。

これは現在、中央、中心市街地のみを表示をしてございます。この都市機能誘導区域につ

きましては、今後、いろんな評価、判断をしながら、総合的に検討し、都市機能誘導区域

をこれに追加していくという、そういうイメージになります。 

まず、２つの誘導区域のうち、居住誘導区域というのをどういうふうに今後設定してい

くのかという大きな流れをお示ししております。上から順番に、まず除外区域と書いてお

ります。これにつきましては、居住に適さない用途地域、あるいは災害の危険がある区域、

そういったものをまず除いていくということでございます。続きまして、人口密度の評価。

先ほどの区域の概念、あるいは制度の概念で、１つは人口密度を維持することによって、

いろいろなサービスを可能にしようということでございますので、人口密度からの評価を

行ないます。さらに３つ目に交通利便性の評価と書いてございます。これにつきましては、

車に頼らずとも、公共交通で移動をできるようにしていこうということに絡めまして、鉄

道駅あるいはバス停からの徒歩圏というようなものを使って評価をしていこうと。それか

ら最後に生活利便性の評価と書いてございます。これにつきましては、医療、高齢者福祉、

子育て支援、それから日常の買い物における商業、そういったもののある種のサービスを

受けやすいかどうかというような観点からの生活利便性の評価というようなものをして

いくと。こういったものを重ね合わせる中で、居住誘導区域に適した候補区域というよう

な、これは人口メッシュ単位で行いますが、そういったメッシュを抽出をして、それにい

ろんな検討を加えて、最終的に居住誘導区域として決めていこうというようなことでござ

います。 

まず除外区域でございます。除外区域につきましては、２３ページにお示ししておりま

す表にありますように、国の１つの都市計画運用指針の中で、例えば土地利用の観点、あ

るいは防災の観点から、居住誘導区域に含めるにあたって、留意しなさいというような区

域が示されてございます。こういったものについて検討しながら、八戸市としての除外区

域を決めていこうということでございます。特に八戸におきましては、工業専用地域とい
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うものをどうしていくかということのほか、特に災害リスクとしては、津波に対する浸水

想定区域みたいなものをどうするかとか、いくつかの防災上の評価、判断をしていく必要

がございます。次ページ、２４ページにお示ししておりますのは、市の津波避難計画でご

ざいますが、その中のちょっと見づらいですが、下の方に赤と青が重なったような線がご

ざいますが、そういった線から海側が最も想定し得る最大の津波が来た時に、水が浸かる

という区域でございます。こういった区域をどういうふうに考えていくかというものも検

討してまいりたいと思っております。 

続きまして、人口密度でございます。人口密度につきましては、先ほどご説明をいたし

ましたが、今までは人口というのは２５０ｍメッシュという、少し大きなメッシュで考え

てございましたが、今後これを１００ｍ単位のメッシュに転換をする中で、そのメッシュ

単位でどれくらいの人口があるのかというようなものを評価していくと。その中で、区域

全体としては少なくとも４０人というのが、１つの基準的な人口密度になろうかと思いま

すが、この１００ｍメッシュ起算の時にどれくらいで設定、判断をしていくかというのが

１つの検討課題でございます。この前でお示ししております、図でいいますと、オレンジ

色がちょうどヘクタール当たり２０人から４０人の区分でございますので、このオレンジ

色の区分の、当然この２５０ｍから１００ｍにしたときに、でこぼこが出てまいりますの

で、このオレンジ色でも４０人以上というようなメッシュも出てくるというふうに考えて

ございます。 

続きまして、今度は交通利便性の面でございます。前のいろんなものが重なってござい

ますが、駅から１ｋｍ圏、バス停から５００ｍ圏と、こういったエリアを地域公共交通を

使いやすいエリアというふうな形で評価をしていきたいと考えてございます。 

最後に生活利便性の評価でございます。居住誘導区域を決めるにあたって、特に国のハ

ンドブックにおきましても、４つの機能というか、観点で評価をしなさいとなってござい

まして、まず医療につきましては、医療施設の代表としての内科、外科。それから子育て

支援施設。高齢者福祉につきましても、特に通所系施設等に重点を置いて。商業施設につ

きましては、日常の買い物の日用品店舗と、そういったものの特に徒歩圏域というもので、

生活の利便性を評価するということを考えております。徒歩圏につきましては、現状８０

０ｍと５００ｍということで考えてございまして、５００ｍはハンドブックにおきまして、

高齢者の徒歩圏となっているものでございます。ここからは少しややこしくなるのが、こ

の都市機能というものにつきましては、この立地適正化計画で１つは居住誘導区域を決め

るために、生活利便性を評価するにあたっての都市機能というのと、もう１つは都市機能

誘導区域の誘導施設という、この区域にはこんな都市機能を誘導したい、していこうとい

うようなことを決める意味での都市機能と、２種類ございます。そういったもので、ちょ

っとご説明がやや煩雑になって、ややこしくなろうかと思いますが、居住誘導区域の生活

利便性評価のためには、先ほど申し上げた、内科、外科、子育て支援、通所系徒歩の福祉、

それから日用品店舗と、こういったもので評価、判断をしていくと。都市機能誘導区域の

ほうは、もうちょっと幅広く施設を考えていくということでございます。 

次に、前のスライドでお示ししてますのは、参考資料の１、２、全ての今までご説明を

しました、都市機能につきましての徒歩圏等をお示ししております。ちょっと前では、１

つは左側が内科、右側が日用品店舗というふうなものをお示ししてございます。これらに

つきましては、現在の市街化区域の外部分をカバーしておりますが、例えばこの８００ｍ
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の徒歩圏に内科のお医者さんがない区域、あるいは日常の買い物をする日用品店舗がない

区域と、そういったものも広がっているという状況でございます。続きまして、２９ペー

ジに全体を表にして各地域ごとのそれぞれの都市機能の徒歩圏等の状況がどうなってい

るのかというものを少し整理してございます。この中で黒丸、それから二重丸、それから

白丸、これらは過半以上の区域が徒歩圏にありますよという区域でございます。それに対

しまして、三角というのはそれぞれの区域で過半以上が徒歩圏外の区域になっているとい

うことをお示ししております。そういった意味合いで、この過半以上の区域が徒歩圏にあ

るような区域というのは、特に市川とか、下長とかそういったところで、比較的多く立地

をしているということでございます。こういったことを１つの判断材料にして、居住誘導

区域を考えていこうということでございます。それから次のページ、本編の３０ページ、

３１ページにつきましては、今までは施設側から徒歩圏というような見方をしてございま

したが、今度は若干、バスの幹線軸と、あるいはそれの誘導圏というふうなものをベース

に施設機能の立地状況を見るとどうなるかというのが３０ページ、３１ページでございま

す。 

まず３０ページ、今スライドでお示ししておりますのが、どちらかといいますと、生活

に関連するような、お医者さんであるとか、買い物施設であるとか、そういったものの立

地をお示ししております。市街化区域の外部分は、カバーしてございますが、一部そうい

ったところから外れるところが出てくるということと、結構立地状況を詳細に見ていただ

きますと、どこかにまとまっているというよりは、やや道路沿線に線状に集積していると

いうようなところも多く見られます。 

次の３１ページ、これは少し市域全体で考えるような大きな施設についてお示ししてご

ざいます。これにつきましても、特に主要な広域施設につきましては、バス停から５００

ｍ圏に入ってございます。少し下の方に市民病院と労災病院と日赤病院と、３つの病院を

お示ししておりますが、こういった病院はいずれもバス停５００ｍ圏に入っているという

ことでございまして、逆にいいますと、このバス停５００ｍ圏にお住まいの方であれば、

バスを使ってこの病院を利用することができるというような見方もできるかと考えてご

ざいます。 

もう一点、この先ほど除外区域を入れて４つの視点から見ていくというふうに申し上げ

ましたが、ではどういうものに重ねていくのかというのをお示しした図でございます。一

番左上が人口密度、その下が交通利便性、バス停、徒歩の圏域、右の４つがそれぞれの機

能ごとの徒歩圏をお示ししております。真ん中の上が内科、真ん中の下が高齢者福祉施設

の通所系、右側の上が日用品店舗、下が子育て、１つの類似として本八戸駅と陸奥市川駅

というのを星印で２つ、お入れしております。これをずっと見ていただきますと、本八戸

駅というのは、全てにおいて該当していると。それに対して、陸奥市川駅につきましては、

内科と真ん中の上、右の上の日用品店舗につきましては、若干８００ｍ徒歩圏から外れて

いるというような状況にございます。今後こういったものを、３つの視点プラス除外区域

も含めて、総合的に重ね合わせて検討していくということを考えております。 

続きまして、３２ページでは都市機能誘導区域でございます。この都市機能誘導区域に

つきましては、実は都市マスそのものの都市構造といいますか、都市マスそのもので位置

付ける拠点と非常に密接に関連をしてまいります。そういった意味合いで、まず都市マス

の現計画における拠点について、１つはどういう施設が立地をしているか、その拠点が基
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幹的公共交通といいますか、先ほどのバス幹線軸とどんな関係があるのか、それからもう

１つは都市機能ごとにそのエリアで充足しているのかいないのかという、そういったもの

を考え合わせながら、今後立地適正化計画の検討と、ちょうど真ん中に「都市マス見直し

計画における拠点」というふうに書いてございますが、そういったものを一体的に検討し

ながら、都市マスの将来都市構造というものも同時に検討していくことになるだろうと考

えてございます。そういった点も踏まえてこれは来年度以降の話しになりますが、都市機

能誘導区域にどんな機能、どんな施設を誘導するのかという誘導施設の設定、それからも

う１つは、都市機能誘導区域というのは、どれくらいの規模で設定するのかというような

ことも総合的に判断しながら、最終的な都市機能誘導区域の案をつくっていくというよう

な流れと考えてございます。 

まず、現都市マスにおけます、拠点というようなものがどういうふうに位置付けられて

いるかということでございます。大きく２つの体系といいますか、レベルがございまして、

中心市街地を中心拠点、それから八戸駅と陸奥湊駅を地域拠点、それから地域に分散して

立地をする生活拠点というものが、１つの体系と、それからもう１つは次の図でお示しし

ておりますような、いろんな機能を設定して位置付けている考え方と２種類でございます。 

今お示ししておりますのが、現都市マスにおける拠点でございまして、広域サービス拠

点とか、広域ゲート・交流拠点、観光・交流拠点など、それぞれ特化した機能といいます

か、特長ごとの拠点を設定しているということでございます。そういったものを踏まえま

して、それぞれの拠点ごとにどんな施設が立地をしているのかというようなことを見た図

が３６ページでございますが、３６ページはまず生活関連の都市機能を整理をしてござい

ます。そういった意味合いでいいますと、先ほどの八戸の都市拠点からいいますと、特に

生活拠点に該当するという、この図でいいますと、少し小さめの赤丸で書いてあるのが生

活拠点でございます。こういったものの現状の都市機能立地状況を見てみますと、生活拠

点にもたくさんの機能が立地をしてございますが、必ずしも生活拠点に集中しているとい

う状況ではないというようなことがいえます。 

それに対しまして、３７ページは少し広域的に見てみる都市機能立地の利用状況と、現

都市マスの関係を整理したものでございます。これにつきましては、例えば広域商業・サ

ービス拠点というようなものに位置付けられてます、中心市街地とか、あるいは沼館等に

つきましては、百貨店であるとか、ピアドゥをはじめとする、大規模商業施設が集積を立

地してきているということでございます。あるいは、八戸駅の広域ゲート・交流拠点につ

きましては、ユートリー等の施設でありますとか、その他来客を受け入れるまさにゲート

にあたるような機能が立地をしてきてございます。それから、観光・交流拠点につきまし

ては、そこに陸奥湊の海岸のほうの観光というように、何か大きな施設がくるということ

ではない拠点もございますが、例えば沼館とか八食センターのところにつきましては、商

業機能と連動した、いろんな拠点形成が進んでいると。それから健康・医療拠点につきま

しては、先ほど地域別カルテでも説明いたしましたが、市民病院の周辺にそういったもの

が集積をしてきている。それから歴史と文化の拠点、６か所ございます。そういったもの

につきましては、公会堂、美術館、博物館と、そういった施設が立地するものもあれば、

櫛引八幡宮とか、あるいは新田城のようなそれぞれの地域資源を核にして設定をしている

というようなところもございます。 

それからもう１つ、公共交通の観点からの拠点というようなものをあげたのが３８ペー
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ジでございます。これは現都市マスで位置付けている拠点につきましては、ほぼ今考えら

れているバスの幹線軸、あるいは鉄道駅の１ｋｍ圏というふうなものの中に含まれると。

ただし、一部それらからはみ出てくる地域拠点等があるという状況でございます。こうい

ったものを今後、総合的に判断をして、都市マスのほうとこの立地適正化の都市機能誘導

区域を検討するベースとなる機能集積の考え方というものを明らかにしていきたいと考

えております。 

それをする際に、３９ページに検討対象とする都市機能施設（案）というような形で医

療、子育て、高齢者福祉、障害者福祉、教育・文化、コミュニティ、行政、商業、金融と

いうものを、これを全て誘導区域にするというわけではございませんで、こういったもの

を検討対象にしていこうと。その際に、先ほどご説明においても、そういう説明させてい

ただきましたが、地域全体で誘導すべき、あるいは検討すべき機能と、地域の生活拠点を

形成する都市機能と、そういったものを分けて検討していきたいと考えてございます。 

最後でございますが、本編の４０ページに整理しております、例えばここに書いており

ますように現在の都市マスの拠点の考え方をできるだけ尊重しながら、一方、立地適正化

計画との整合性を図りながらというようなことで、機能を複合した拠点のレベルでいえば

中心拠点、地域拠点、生活拠点的な、あるいはもうひとつ増えるかもわかりません。それ

から、特化した機能を持つ拠点としては観光・交流とか、産学連携とか、歴史・文化とか、

健康・医療とか、そういったような形で、この都市マスでもあり、それが立地適正化のベ

ースにもなる、将来の都市構造における拠点というふうなものを考えていきたいと思って

おります。 

最後４１ページでございますが、本日のご議論、ご意見を踏まえまして、２８年度には

立地適正化計画の都市機能誘導区域の公表に向けてがんばっていこうというスケジュー

ルで考えてございまして、次回、第４回におきましては、都市計画のマスタープランにつ

いては基本理念、将来都市像、将来人口、それから将来都市構造というようなものにつき

まして、案をお示ししてご意見をいただく。それから立地適正化計画につきましても、基

本的な方針、それから都市機能誘導区域及び居住誘導区域の、こちらは案まではいかない

と思いますが、１つのご意見をいただくためのただき台というものまでをお示しして、ご

意見をいただきたいなと考えてございます。以上、少し長くなって恐縮でございますが、

都市マスと立地適正化計画の資料のご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した。事務局のほうから。 

 

○事務局（石橋GL） 

 公共交通のほうで。 

 

○事務局（小泉） 

 案件（４）の説明に入る前に、資料の整理をさせていただきたいと思います。少々時間

をいただきたいと思います。 

 失礼しました。（４）八戸市地域公共交通網形成計画策定業務の進捗についてというこ

とで、都市政策課の小泉といいますけども、ご説明させていただきます。先ほど整理しま
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した資料の中身を確認していただきたいんですけども、先ほど配りました、地域公共交通

網形成計画、八戸市地域公共交通品質向上プラン案というのと、緑のＡ３を折ったものに

なりますけども、第２次八戸市地域公共交通総合連携計画概要版ですね。あと、八戸市地

域公共交通網形成計画意見メモというものと、小さいバスマップはちのへ２０１５という

のが書いていると思いますけども、この資料をもとに説明していきます。以前も報告はし

ていたんですけども、今日の案件の都市計画マスタープラン、立地適正化計画と関連が深

い公共交通のマスタープランとなる網形成計画のほうを、２７年の８月に株式会社ケー・

シー・エスと契約しまして、いろいろ策定に向けて進めています。本日、議長を務めてい

ただいています武山先生とか、福島大学の吉田先生を中心に、バス事業者、タクシー事業

者、一般利用客、市民の方とかと打合せをして、様々な意見を参考に進めています。今の

進めている状況の進捗状況を受託者のケー・シー・エスの石田さんのほうから説明してい

ただきたいと思います。 

あと、資料が急で申し訳なかったんですけども、先ほどの資料の中に意見メモというの

が入っていると思います。今日の説明を聞いて、交通網形成計画の策定に対して意見があ

る場合は、２月の２２日までにメールもしくはファックスのほうで提出していただければ、

こちらで計画の策定にあたって参考にさせていただきたいと思います。それでは、石田さ

んお願いします。 

 

○事務局（㈱ケー・シー・エス） 

 それでは、石田のほうから説明させていただきます。今お話がありましたように、冊子

の八戸市地域公共交通網形成計画、地域公共交通品質向上プラン案というものを策定して

いるところでございまして、こちらはこの緑の概要版の連携計画という計画がございます

が、こちらが平成２６年３月、２５年度に策定した公共交通の基本計画になるんですが、

こちらを改定して今年度末に網形成計画として策定しようと考えているものです。２年前

に策定したものの改定になるので、一部基本的な考えの部分とか、そういった部分は継承

しながら、それから事業、プロジェクトについて必要なものを改定を行うと。それから、

今回の都市計画マスタープランとか立地適正化計画に関連する部分として、今後２０年間

どの路線を守っていくのかという幹線軸の考え方についても、再度事業者の方々と協議し

ながら再設定をしていくというところがポイントになってきております。では、資料のほ

うを用いて簡単に説明したいと思います。 

まず、１ページ目を開いていただきまして、計画の概要でございますが、計画の目的と

しましては６つのポイントを示しております。こちらは網形成計画に求められることを、

要件に合った形で目的を示しているんですが、特に本日の説明では、①の地域公共交通の

マスタープランの策定といった部分が関連深いので、ここについてのみご説明させていた

だきます。都市計画マスタープラン及び立地適正化計画で目指す、コンパクト・アンド・

ネットワークの都市構造の骨格となる、地域にとって望ましい地域公共交通ネットワーク

の姿を明らかにするマスタープラン（ビジョン及び事業体系）として、この網形成計画と

いうのは策定していきますよ、ということでございます。 

それから右側の２ページ目、計画の位置付けですが、計画の位置付け図にございますよ

うに、上位計画とか関連計画、それから関連事業と本計画の位置付けを示しているところ

です。先ほど申し上げた第２次連携計画からの基本理念の継承とか、必要な改定といった
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ものもここに記載しているところです。ご覧いただきたいのが、黒ポチの下に２つ米印で

書いてあるところなんですが、１つ目の米印の部分ですね、都市計画マスタープランの見

直し及び立地適正化計画の策定が進められているところなんですが、その策定よりもこの

網形成計画のほうが先に出来あがってきますので、公共交通の計画においてはまず、そこ

との連動、連携を図りながら策定しつつ、将来的に立地適正化計画などが出来あがってき

た際には、必要に応じて公共交通の計画も見直していくということをうたっております。 

続きまして、３ページですが、計画の区域、期間を示しております。計画の区域につい

ては、こちらの八戸市全域となっております。それから計画の期間ですが、こちらは米印

にありますように、基本的には５年間といわれている計画なんですが、八戸市の場合は立

地適正化計画で想定する第１期目の平成３０から３４年の計画期間と網形成計画の最終

年度の整合を図るために平成２８年から３４年までの７年間ということを考えておりま

す。 

次の４ページ以降が、こちらが公共交通の基本的な考え方の部分、基本理念を示してお

ります。ここは第２次連携計画、こちらの緑の概要版ですね、これとほぼ同じものを継承

していくということで、赤字の部分が若干、書き振りを変えていこうと考えている部分に

なります。基本理念の１については、特に立地適正化のほうと関係が深い理念になるわけ

ですが、交通モードを結び付けて市内全体として、使いやすいと感じられるサービスを実

現し、住みよく活力あるまちづくりに寄与するということで、幹線軸というものを明確に

して、そこのサービスを守っていくとかですね、市内幹線軸での、高頻度な運行サービス

をコンパクトなまちづくりと一体となって継続して提供していく。鉄道との連携強化によ

って利便性の向上をさせる。タクシーの活用によって車でなくとも移動できる範囲を拡大

していくという、そういったことをうたってございます。 

次の５ページに基本理念の２つ目、こちらは立地適正化計画というよりは都市計画マス

タープランとのつながりが深い部分になると思うんですが、様々なまちづくり施策との連

携によって、それから多様な主体との協同によって公共交通を育てて、次世代に引き継い

でいきましょうという理念になっております。太字の部分になりますが、例えば沿線の住

民とか、企業、沿線施設との連携、協力とか、教育現場との連携とか、交通モードについ

ても複数モードの連携、まちづくり、観光との連携、といったものによって交流、需要を

作り出して路線の維持、活性化を図っていくという説明になります。 

それからＡ３、６ページをご覧ください。こちらが基本理念に基づいた方針と目標、そ

れから目標を達成するためのプロジェクト案を示した体系図になります。一番左端が第２

次総合連携計画の基本方針、基本目標になりまして、それぞれに対応する形で、現行の連

携計画のプロジェクトを示しております。プロジェクトとしては、①から④までありまし

て、それぞれに事業の１の１から一番下の事業の４の４まであります。この事業にしたが

って、八戸市では様々な公共交通の取り組みを進めていくという状況です。ただ、都市計

画マスタープランと立地適正化計画の動きもありますし、公共交通の環境としても人材確

保が難しい状況であったり、将来的に人口減少、少子高齢化が進んでいくということもあ

って、見直しをここはしようと、プロジェクトについては見直しを図っていこうと考えて

おりまして、その考え方が真ん中の見直しの方向性という部分になります。一番右側が今

回の網形成計画で考えている見直し後のプロジェクトの案でして、主に赤字の部分が現計

画からの変更部分となっております。 
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特に本会議において関係する部分としましては、事業の１の１の市内幹線軸の品質向上

プロジェクトということで、新たな幹線軸を設定して、そこのサービス向上を図っていき

ましょうという事業の１の１。それから事業の１の３では、路線バス幹線軸だけでは対応

しきれない部分も多々ありまして、先ほどの資料の本編のほうでもございましたが、幹線

軸の徒歩圏から外れた拠点などもありますので、そういった部分についてはタクシーによ

る交通の確保といったものも考えていきたいということで、事業の１の３に入れておりま

す。 

それから事業の１の４については、中心街のバスターミナルやマチニワ、それから主要

駅、交通部さんの旭ヶ丘営業所、そういったところのターミナル機能の強化を図っていく

ということでございます。その他の変更もありますが、ソフト施策を中心に様々な施策を

のせていくということを考えております。 

最後の一番下の事業の４の５ですが、先ほども少し申し上げましたが、公共交通事業の

運転手の確保が非常に困難な状況が続いておりまして、対策のためのプロジェクトという

のも考えていきたいということでのせております。 

続きまして、次の７ページ、８ページ、こちらがメインの部分になるわけですが、まだ

調整中の部分はございますが、八戸市の市内幹線軸として、今後どういう軸を考えていく

のかというところの設定案になります。左側が現在設定している市内幹線軸、右側が見直

し案の幹線軸になりまして、左側を見ていただきますと、①から⑩までの中心街を中心と

する、起点とする縦方向に向けた幹線軸がございます。その幹線軸そのサービス水準の設

定としましては、一番左下にありますように、幹線においては、平日昼間１０時から１５

時台くらいに、概ね１０分ないし２０分間隔の運行というものを目指す路線です。準幹線

といわれる⑨番、⑩番ですね、ここについては、概ね３０分間隔以上を目指していきまし

ょうということで設定しているものです。それをですね、右上の市内幹線軸の再設定のた

めの方針としまして、今バス事業者さんと何回も打合せ、会議を重ねて、議論をしている

ところなんですが、利用実態に見る事業性確保の領域の評価とかですね、将来人口の状況

とか、都市計画的な位置付けも踏まえながら、再設定を考えておりまして、右側の表の⑪

番、⑫番といった赤字で書いた部分を幹線軸として追加していこうという議論をしている

ところです。①番から⑩番については、基本的に今の幹線軸を維持していこうという考え

です。 

補足させていただきますと、⑪番、⑫番については、現在もかなり本数が多く走ってい

るバス路線でございまして、そのままの状態で幹線軸として設定もできるのではないかと

いうくらいの路線になっております。新たに新路線を走らせるとか、そういうところでは

なく、現行の運行を守っていくという状態で幹線軸の設定ができそうだということで、２

路線を追加しているということです。 

８ページに、イメージ図がございまして、こちらと緑色の第２次連携計画の概要版の裏

面を見比べていただきますと分かりやすいんですが、先ほど申し上げた旭ヶ丘幹線軸と、

田向幹線軸という新たな幹線軸が追加になっていくと、それによって中心街と旭ヶ丘営業

所の交通拠点が結ばれるというような案を今つくっているところでございます。説明は以

上になります。 

 

○事務局（小泉） 
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 ありがとうございます。先ほどお渡しした意見メモなんですけども、電話番号のみ掲載

されていまして、ＦＡＸ番号が抜けてますので、申し訳ありませんけども、記入していた

だければと思います。０１７８－４１－２３０２です。いろいろと申し訳ありません。で

は意見がありましたら、意見メモのほうでいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

 

○会長（武山委員） 

それでは時間も押してきておりますけれども、ただ今の公共交通網形成計画の意見もあ

りました。全て埋める必要はありませんので、何かどういった点でもよろしいので出して

いただければと思います。あと続いて今回の都市計画マスタープランの宿題という感じで、

段々難しくなってきて、答えにくいというところもあるかと思います。今日の説明の範囲

でわかりにくかったところを含めて回答いただければと思います。特に今回冒頭意見、前

回まとめてもらってはいるのですけれども、どのように将来の計画に反映されてくるのか

というところが少し見にくいというところもあります。今日出していただいた意見につい

て、それから達成状況をわかりやすいようにまとめていただきたいということでまた事務

局にお話ししたいと思っていたところです。 

 それで意見メモにしたがって１人２、３分ということになるかと思いますけれども、ま

た発言していただければと思います。最後私まとめるというところもありますので、先生

方に少しお手伝いいただきたいので、後回しにさせていただいて、楢山委員から何かあれ

ば要点を絞った形でご意見いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

○楢山委員 

わかりました。何点かメモしてきましたので、その中から２、３点だけ述べさせていた

だきたいと思います。まず将来人口のフレームについてですが、これはご提案があった方

法で異論は特にありません。この都市計画マスタープランの地域別目標などを書き込むと

きに、おそらくこの現状を設定していて、八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略でのプ

ログラムを一部書き込んでいかないと多分整合しないのかという部分が少しありました

ので、そちらをよろしくお願いをしたいと思っております。 

 あとは立地適正化計画の誘導区域の考え方の部分でございます。まず災害リスクの関係

で津波浸水、河川の浸水、土砂災害のエリアを居住誘導から外していくということになる

と、現状の集積されているエリアが使えないということになりますので、そこについては

いろいろなソフト対策を講じることを前提とした居住誘導ということができないのかと

いう提案でございます。 

 あとはもう１つは資料の中で徒歩圏内の施設ということで一覧があるのですが、教育機

関の大学であるとか、それから文化教育の施設関係です。こちらは公共交通が確保されて

いて、到達可能なのではないかという部分があります。評価の方法を検討していただけれ

ばと思っております。 

 あともう１つ懸念していることは、地域コミュニティの維持という観点でのお話です。

具体には豊崎地区であるとか南浜地域、こちらの地域のサービス拠点、公民館であるとか

サービスセンターが配置されているのですけれども、ここのところも人口が減少していく
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とそのコミュニティとして多分成り立たない。これは多分今の都市計画マスタープランで

はなくて、将来的にその45年というスパンを考えたときにはおそらく居住者がいない設

定になるエリアでしょうということがある。そういう施設が既に張り付いているところの

徒歩圏内、具体には800メートルとか500メートルのエリアでの、いわゆる市街化調整区

域の制約。これを緩和する方法を提案できないのかということが１つでございます。 

 それとあともう１つは将来的な都市構造のところで、これは地域公共交通のほうとも少

し関わる部分にはなります。現状の公共交通のルートといいますか幹線軸が先ほど言いま

したその生活サービス拠点、これらを連結していない部分になっているということがあり

ます。元々そういうニーズがないのでルートが設定されていないのか、需要がないから成

り立たないのでそういう設定でしたとなっているのかわかりませんが、将来的にはそうい

うところを結んで都市の中心部と連結をさせていかないと、公共交通で行けないところが

出てしまうということが懸念されるので、そこも少し検討が必要ではないでしょうかとい

うことでございます。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した。それでは続いて丹藤委員、お願いします。 

 

○丹藤委員 

青森運輸支局丹藤と申します。実はこの資料を見たのは今日ここに来て初めてでした。

先週10日くらいからずっと外回りばかりしていました。昨日も実はこちらの公共交通会

議に来て、そんなことで昨日の会議、本日の説明を受けて若干気になっているところ、気

になっていたところを少しお話したいと思います。 

 拠点の考え方とか、そこをネットワークでつなぐとか、基本的な部分としてコンパクト

プラスネットワークとうたっているわけなのですが、はっきり言ってよくまだ見えない。

具体的にどういったコンパクトなまち、その地域の特徴を生かしながらなど、そういった

ことからどのようなコンパクト、そしてどのようなネットワークなのかよく見えてこない

というのが本音です。そしてこの公共交通網形成計画については今年度作成。そして29

年度に立地適正化計画、都市計画マスタープランを策定するということです。先に公共交

通網形成計画をつくるということになって、ただ見直しをしますという先ほど説明があり

ました。その前の説明の中で都市計画マスタープランのところで立地適正化計画などにつ

いては市内幹線軸とか、そういったところも踏まえながら既存の都市機能、施設などを見

ながら策定していく方針など、そのようなこともお話していました。それではどちらが先

かというところもあって、そこもよく見えない。いずれにしても最終的には整合性をとる

ということですから、合わなければ合うように変更をかけていく、その視点が大事なのだ

ろうと思っています。 

 それと最後に１つ。この八戸、青森県でいえば青森も弘前も八戸もそうなのですが、要

するに八戸については買い物の利用が多いということで、バス利用者についてもそうなの

ですが、実際にどういった層、利用者をターゲットにするのか。何を言いたいのかといえ

ば、観光客とかそういった視点も当然のことながら重要だということになれば、観光客も

どのような層を対象にするのか。そしてどのように回って行くのか。そして幹線軸だけで

は足りない部分をどのようにもっていくのか。そういったところも踏まえて公共交通網計
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画の中にはバスだけではなくて、タクシーの活用なども言っていますが、そういうことも

踏まえながら、そういったいろんな視点でつくっていただければと思っています。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した。続いて本日代理出席ということですけれども、県の佐

藤委員。 

 

○中野委員（代理 佐藤） 

青森県都市計画課の佐藤といいます。どうぞよろしくお願いします。私から意見を申し

上げる前に、全国の状況をご紹介したいと思います。実は昨日２月15日付けで大阪の箕

面市というところで立地適正化計画の策定が行われました。そこが日本で一番早くつくり

上げたところです。そこの箕面市のほか、今年度内では札幌市と熊本市で策定するという

予定になっております。皆様にご議論いただいている都市計画マスタープランと立地適正

化計画。特にその立地適正化計画のでき上がりの状態が少し見られます。まねしなさいと

いうことでは全然ないのですけれども、参考になるのかと思っておりますので、ご紹介の

意味で申し上げました。 

 意見のほうなのですが、私から本日の検討事項に関しては特に意見というものはござい

ません。少し申し上げておきたいのは、先日国の方を招いて市町村の研修会をやったとき

も、国の方がおっしゃっていたことです。あと第１回のこの委員会で河村先生がおしゃっ

ておりました。また私も常々思っていることなのですが、やはりこういった計画をつくる

にあっては人口の減少対策というものがベースになっているので、いかんせん暗くなりが

ちということがあります。やはり明るくなるような計画を是非考えていただければと思い

ます。若い人たちが未来にはすごくいい都市になるのだというような計画であれば、自然

とその人々の活動も活性化して元気なまちになり、動くような人があれば交通網もいいも

のになると思いますので、その辺を意識しながら今後の地域別懇談会など、そういったと

ころにいっていただければと思っております。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、お願いします。 

 

○石橋委員 

連合ＰＴＡからまいりました石橋と申します。非常に内容が難しくなって、意見メモを

埋めていくことも困難になってきました。意見というものはないのですが、ＰＴＡの立場

として感じたこと、感想になるのですが、2050年に今から人口が約２割減るというもの

を見まして、かなり少なくなるということ。それもただ２割減るのではなくて、子どもの

数というものが非常にますます少なくなっていくのだろうと思います。その中で出生率の

向上ということも非常に大事な問題だと思うのです。先ほど出されました地域別カルテ、

こちらも地域のコミュニティの核になっている公民館、そして小学校ではやっている中学

校の統廃合というものもこれからますます進んでいくと思います。子どもが少なくなって

いく中では、そういった小中学校の統廃合に伴って地域別の意味合いというか、求められ
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る部分というものも変わってくるのではないかと感じました。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。続いて泉山委員。 

 

○泉山委員 

私からは２点お話したいと思います。まず１点、学術拠点として、おそらくこれは大学

の機能だと思っているのですけれども、非常に大学というものは若い人が集うところであ

りますので、今こうして見ると、やはり少し離れていると感じます。一部の授業、講義だ

とか、一部の取り組みとしてある程度市内中心街に近いところで、何かしら大学生が集ま

るような取り組みが必要なのではないかと思います。非常に若い人たちの力というものは、

まちの活性につながると思います。 

 もう１点、公共交通に対してです。今我々の会社でホームページなどを持つときに、や

はり半分以上はスマートフォンでのアクセスが増えています。そういったところでいきま

すと、今八戸市の市営バスのホームページというものがスマートフォンでは非常に使いに

くいと思っておりました。一番使いにくいと感じるのは出発地、目的地、これを入力して

経路、時間、料金がわかる。これが今電車とかその他の交通網を使う上での基本的な使い

方になっているはずですが、現状八戸市のページはそのようになっていないため、非常に

使いにくいものになっておりました。その辺を改善すれば初めて来た人でも使えるような

交通網になっていくと思います。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。それではこちらのほうに回っていただいて、犾守委員

お願いします。 

 

○犾守委員 

南郷の犾守です。すごく難しくなりすぎて、意見を述べることはないです。やはり小中

学校の統廃合が今南郷にもありまして、その跡地があります。やはりなくなると、そこの

地域が活性しなくなるということが何となくあるので、子どもたちと老人たちとの交流の

場などがあればとか、ちらっとそういうことだけ考えていました。やはり小学校が統合さ

れるので、徒歩では行けなくなる小学生、中学生が多々いてやはりバスになってしまうの

です。そうなると今度、子どもたちの声が道路から消えるのかということを少し想像して

いました。意見というか、何も述べられません。思ったことでした。すいません。 

 

○会長（武山委員） 

それでは続いて於本委員、お願いします。 

 

○於本委員 

医師会の於本です。前回は所用で欠席をさせていただきまして申し訳ございませんでし

た。 

 前の委員と同じで大変難しい内容になってきたので、医師会の人間として全くわからな
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い状態ですが、１つだけ医師会の立場として申し上げれば、田向地区は今市民病院を核と

して発展しており、今後総合保健センターが整備されるということになりますので、保健

医療、福祉の拠点として発展していくであろうということは随分期待しております。それ

から先ほどの説明で本編の31ページだったと思いますが、日赤病院、市民病院、労災病

院がバス停から500メートル圏内であるのでとてもいいみたいなお話がありました。それ

は現実的ではございません。この３病院に関してはいつでもどこでも診てもらえるという

病院ではなく、急性期の病院です。徒歩で具合が悪くなっても診てもらえるという場所で

はないので、その辺の認識は改めていただきたいと思います。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。続いて馬場委員、お願いします。 

 

○馬場委員 

社会福祉協議会の馬場です。本当に中身に関して高度になってきて、難しくなってきて

いるということがはっきり言った感想でございます。私も福祉の観点からということにな

ってしまいますが、皆さんの資料で行きますと参考資料の１の52ページを見ていただき

ますと社会福祉の施設分野、子育て関連からはじまって、高齢者、障害者、どちらかとい

うと我々はこの辺に関わります。下の数を見るとすごく施設が多いように感じられるかと

思います。これも現実的に現在高齢福祉施設に関しては、有料老人ホーム等を含めた中で、

中心街というか外れたところにお住いの方々にも実際にサービスが行き届いているかと

いうとそうとは限らないです。実際に先ほども出てまいりました徒歩圏ということで500

メートル、800メートル、高齢者が500メートルということもございました。実際に少し

離れたところでいえば、その徒歩圏のところに関係のものがないということで、在宅のお

年寄り等も含めたらかなり大変な場所に住んでいる方などは、なかなかそういうところの

利用も含めて難しいと思います。これから細かい計画は立てていくでしょうけれども、そ

ういう在宅で住まわれている高齢者であったり、障害者の方にもいい方策をこれから考え

ていけたらと思います。すいません、中身のうまい説明ができなくて申し訳ございません。 

 

○会長（武山委員） 

それでは石亀委員、お願いします。 

 

○石亀委員 

八戸市交通部の石亀です。まず都市計画マスタープランの地域別課題について２点ほど

お話させていただきたいと思います。各地域の公共交通の課題についてということで何箇

所か、何地域かについてはバス交通のサービスレベル維持という表現が見られています。

これはもしバスに固執するものでなければ、公共交通のサービスレベル維持としておいた

ほうがいいのではないかなと。要はその移動のための手段は確保されるということがまず

大事だということだと思いますので、そのためにバスにこだわらなければ幅広に公共交通

として、そのようなサービスを提供していくという考え方のほうがいいのかと思います。 

 あと少し細かい話になってしまうのですけれども、中心部で従業者の数が減っていると

いうデータがあります。確かに平成21年までのデータではそのように100人単位で減っ
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ているという結果になっているかと思います。現状で見ると十三日町付近での従業者は数

百人規模で増加している。こういうことを踏まえると、例えば本編の18ページの中心地

域（中心市街地）の産業にあるような求心力回復という段階は脱しつつあるのかと。先ほ

どほかの委員の方の話では、少し明るい計画というお話もありましたけれども、求心力回

復という表現よりは、例えば魅力増大という表現のほうがよろしいのではないかと思って

おります。 

 あとこれまでの分析、今度はそうなったらということになるのですけれども、これまで

の現状分析ということではこれらの資料でよろしいのかと思います。今後どうなっていく

のかということを検討するにあたっては、平成29年に八戸第二養護学校が旧南高校跡に、

高等部ですけれども移転するということがもう決まっております。その辺も少し意識しな

がら、今後どうあるべきかというお話をしていったほうがよろしいのかと思います。 

 少し交通部からのＰＲということになるのですが、先ほど市営バスのホームページがス

マホに対応していなくて見にくいというお話をいただきました。バスの接近情報というこ

とで、バスロケーションシステムを使って、例えば三日町のバス停へあと何分後にどこ行

きのバスが来るという情報を、これまではパソコンとか携帯電話で見られるようなサービ

スを提供しておりました。スマホでもパソコン用のホームページの画面としては見られる

ということで提供してきましたけれども、今システムの変更をちょうどやっておりまして、

今月の下旬からはスマホ画面にも対応した表示がされるということです。是非スマホでも

見やすくなりますので、どんどん活用して、それが待合環境といいますか、バスの待ち時

間の１つの目安として、今までは時刻表を目安にしてバスを待っていただいていたかと思

うのですけれども、例えば遅れるということもあったりしますので、その到着予想時間に

合わせてバス停に行かれると待ち時間も短縮されるということです。もっと使いやすくな

ると思いますので、市営バスのご利用をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、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の古戸です。やはり資料の量が大変多くて、なかなかここ１週

間ほどで全部に目を通すということが難しくなってきていますし、内容も大変濃いので、

ようやく何とかこの意見メモに書かなければいけないという義務感に駆られて何とか埋

めてきました。お話しできるような内容ではなくて、無理やり書いてきたところがあって

少しお恥ずかしいところがございます。 

 やはり私からの意見としては居住誘導区域の検討の方法ということで、除外されている

のは市街化調整区域が望まれているという点に関して、当初から調整区域の扱い方という

ことをお話してきています。例えば全域の地図で見ると市街化調整区域というものが非常

に多くて、29ページの表で言うとこれは八戸駅周辺と中心地域と根城、田面木の辺りだ

けがほぼ市街化区域。そのほかのエリアというものが、おそらく半分からそれ以上は調整

区域を含んでいる地域になってきていると思います。やはりそういったところで調整区域

の都市の中での扱い方というものを、本当に緩やかにしていかなければ、どんどん廃れて

いってしまうというところ。あとはやはり今既存の人口が集中しているところを居住誘導
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区域に定めていかざるを得ないような表を見ていくと、その地域はやはりそれなりに土地

の値段も高いし、人口も密集している。それをどのように振り分けていくのかというとこ

ろに疑問を感じた次第です。 

 あとは（４）の都市の構造のところです。いろいろイメージというところで感じてきた

ところです。やはりその人口が少ないところですね。そういうところで生活拠点となるよ

うなところは１箇所で何かの用事が済ませられるような工夫をしていただけると、利便性

も高まっていくのかと思いました。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。それでは続いて慶長委員、お願いいたします。 

 

○慶長委員 

はちのへ男女共同参画推進ネットワークの慶長と申します。先ほどみなさんのご意見と

様子をずっと眺めましたが、なかなかこの意見メモというものが大変でした。最近バスの

事故などが結構ありまして、八戸市の交通について先ほど運転士不足という説明がありま

した。そのように考えるとやはり運転士の確保というものは大事なのかと思いました。や

はり市内でそのような事故のないようにするために、是非運転士を確実に確保していただ

いて、安全な交通機関になってくれるといいと思いました。 

 それから高齢化社会に向けて、どうしても交通弱者が増えていくと思われますので、是

非その辺をご検討いただければと思います。今のバス路線は中心街発着というか、通るこ

とが多いので、中心街に用事があるときにはとても便利ですけれども、それ以外のところ

に行くのが意外と不便かと感じています。これから観光客に来てもらおうと思ったら、先

ほど委員の方がおっしゃったように、観光地と公共交通を簡単に検索できるようなシステ

ムをつくっていくことが必要なのではないかと感じています。 

 それから立地適正化計画でこちらの地区でいえば豊崎地区とか南浜地区とか南郷地区

というものが段々厳しくなってくるのかと思うのです。でもその方たちはそこに先祖代々

の土地などがあるかと思うので、なかなか移動するということは難しいのかと思う。やは

りその地域の特徴を生かしたまちづくりというところで、やはり行政と住民たちが真剣に

話し合って、その地域の特性を生かした個性豊かな地域づくりということもこれから大事

になってくるのではないかと感じました。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。続いて橋本委員、お願いします。 

 

○橋本委員 

橋本です。皆さんと同意見で考え方が非常に高度になっているということが第一に感じ

られました。ただ中心部は地価も高いし、固定資産税その他いろいろ考えると、当然地価

の安い、それから身内から相続できるようなところに拡散して住宅が今までずっとできて

きましたので、それが高齢化、結局築50年、60年以上の住宅も多くなっておりますし、

これは国の施策と相まって空き家対策と同時に、65歳上の高齢者一人暮らしの場合はど

こかに移り住みたいと思っても、現在自分が所有する住宅の処分も困る。そういうことを
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兼ね合わせると、低廉な住居というものをこの居住区域内にもしできるのであれば用意を

して、そしてそちらのほうに誘導をする。お勧めをする。そしてご自分の持っている土地

の処分もまた何か行政の支援があれば、それで処分していただくということをしていかな

いと、自分が現在住んでいるところから移動ということは、なかなか高齢者は大変なこと

だと思います。そういう物理的に自分でも自分の敷地を管理できないような状況になって

はじめてどちらかにという、その施設に入るかホームに入るか、そういうことを考える時

期になりますので、そのときに移動できるような居住を、何か居住区域内につくれたらい

いと思います。それといったん自分が住んでしまうと特に移動が大変だと思いますので、

若い世代が最初から今の居住区域内に低廉で住めるような住宅の供給を。国の支援をどの

くらい受けられるのか、市町村独自の支援ができるのか。グランドホテルの斜め向かいに

できました、１棟。ああいうものがもう少しどんどんできるのであれば、最初から若い世

代を勧誘していくということも必要かと思います。 

 先ほど市民病院、労災病院、日赤、確かにいくら病院が近くてもすぐ行ける病院ではな

いものですから、もっと個人の開業医の病院を少し身近に感じられるように、せめてその

病院の近くをバス路線が通るということが、例え500、800と言わなくても、離れていて

もそのバス路線がそこを通っていれば十分に活用できると思います。自分の居住地域で子

育てのための保育園とか幼稚園に歩いて通えるくらいが理想ですけれども、自分の働く職

場と住宅の沿線の中にあれば、それはそれでほとんど今の若い方々はマイカーで子どもた

ちを送り迎えしている方が多いものですから、それも解決するのかと思います。交通弱者

の高齢者の足というものは、皆さんからもご意見出ていますけれども、一番真剣に考えて

いかなければならないものかと思います。 

 あと皆さんも同感でしょうけれども、市川とか豊崎とか南浜、どうしてもこれは地域的

に過疎地にならざるを得ないところがあると思います。そこの中心を少し何とかしていた

だければ、そこはそこでできるのかと思います。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

続いて河村委員、お願いします。 

 

○河村委員 

大分皆さんのほうからご意見出た部分を外して、少し大事なことを言わせていただきま

す。縮小するような計画を考えなければいけないときというものは、やはり話が難しくな

ればなるほど生活感からのリアリティーというところのイメージであるとか、それからそ

こで抜け落ちてしまう。例えばやはり私が一番心配なのは集中させた以外の空間はずっと

あるわけで、そこが荒廃してしまわないかということが今おっしゃっていただいた部分に

あったかと思われます。その辺が心配なところです。ますます生活感からのリアリティー

が必要なのかと思っております。方向としてはそのような考え方、まとめ方で分析される

方向はいいとして、少しやはりリアリティーに乏しいと思うのは、例えば先ほど学校が郊

外にあってという話がありました。 

私は明日のえんぶり、早朝学生を下に集合させてあるのです。５キロメートルあるので

すけれども、どうやって来るかを見るのが楽しみであります。車で保護者に送ってもらっ

たり、いろいろあるのかもしれません。結構うちの学生はお金がないと歩いて５キロメー
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トルくらい平気なのです。そうすると若い連中で健常者であれば、それはそれで３キロメ

ートル、５キロメートルくらいであれば歩き出せば歩いているのです。ニュータウンのス

ーパーまで２キロメートルくらいぶらぶら日常的に買い物に行っています。それと高齢で

動けなくなった方の距離感というものをもっと弾力的に、ただ一律に１キロメートル徒歩

圏とかそういうことだと、おそらくかなりステレオタイプなイメージしかやはり出てこな

いのですが、私はさらに自転車を使うこともあって、どうしてもバスと徒歩の間の距離感

の違いというか、その辺が気になってしょうがない。その辺が実際になったら、電動アシ

スト付きなども随分発展してきていますし、もう少し縮んでくる段階になったら人は埋め

ようとするのではないかと思うのです。そういうこともイメージしながら本当にどのよう

に縮んでいくのだろうと考えないといけないのかと。先のゾーンが私自身もやはりまだま

だ見えなくて、でもいろいろイメージするときにはあくまでこういうたたきとしての分析

的な資料というものは参考にしつつ、自分たちがどのように生活していくのかということ

をより皆さんのお話を聞きながら、リアルに考えていきたいと考えております。 

 

○会長（武山委員） 

ありがとうございます。それでは吉田先生、お願いします。 

 

○吉田委員 

あまり時間もありませんので手短にします。本編の30ページと31ページをさっきから

ずっと眺めていたのですが、本編の30ページ辺りというところが、いわゆる居住を誘導

する区域を決めるときに、どうすればいいのかというところでいろんな形でレイヤーとい

うのですけれども、施設とかバスの幹線軸とかを重ね合わせていく地図ですよね。やはり

居住誘導区域を設定する上で１つ、やはり大事になってくるのは住宅ストックというもの

をどう考えていくのかという視点が今日のところから抜け落ちている気がしています。基

本的に都市機能誘導とかをなぜやっていくかというと、これは全部、例えば国だとか自治

体の財源を使ってやっていくということになるわけですが、当然リターンも必要なわけで

す。そのためにはちゃんと納税していただくとか、それからちゃんと地価が上がって固定

資産税がちゃんと取れるとか、やはりそういう環境になっていかないと地域経済は回って

いかないわけです。ただそのときに先ほどから声を聞きますように、では人はどこに住め

ばいいのだというところの疑問というものが常に湧いてくるわけです。先日も国勢調査の

速報値というものが出ていました。八戸市に関して人口はやや減りましたが、世帯数に関

してはまだ増なのです。ただ青森市は既に世帯数に関しても減っているというわけです。

逆にいうとこれから空き家がどんどんできてくるという事態になる。そうすると八戸も多

分早晩そのような状態になるはずです。そうすると、例えば郊外にあるような幹線軸から

あえて外れてあるのですが、是川団地だとか、そのような従来からある比較的大規模な団

地にあるような住宅ストックというものをどう使っていくのか。逆にそういうところと公

共交通が軸となって結んで、いろんな施設に行き来することができるという環境づくりを

していくことが大事なわけです。やはり住宅ストックや居住の問題というところを抜きに

して、多分居住誘導区域というものは語れないのではないかと思っています。 

 もう１つはこの30ページと31ページを比較すると、生活圏というサイズです。これを

どうとらえるのかというところに結び付いてくると思うのです。例えばかかりつけ医だと
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か、ちょっとしたお店だとか、小学校というものは、やはり自分の本当に身の回り。例え

ば本当に食料品を買うために、毎日わざわざバスに乗って30分揺られて行かなければい

けないとなると、これはえらいことになるわけです。やはり居住誘導区域というところの

中であるのであれば、そういうところがちゃんと身近に整っているようにしなければいけ

ない。でもそこで整っているものは本当に日常最低限のものであるとすれば、より高度な

医療サービスだとか、高等教育を受けるだとか、そういったようなものについては31ペ

ージにある施設数自体が限られてくるわけです。だからそういうところをきちんとした公

共交通網で結んであげるということが重要になってくるはずです。そうすると居住誘導と

都市機能というところの分担関係というところも、見えてくるのではないかと思います。 

 最後に１点だけです。これは将来像ということになります。おそらく今ここに幹線軸と

書いてあるところは、多分バス路線は生き残っていけるだろうと思っています。そのため

に我々も最善の努力をしていかなければいけないと思っているのですが、それ以外の地域

については極めて厳しい状況にならざるを得ないだろうと思います。隙間、ニッチが広が

るのです。これは公共交通の幹線軸を設定するということもそうですし、居住誘導や都市

機能誘導という誘導していくというところについてもそうなのですが、そういうことを戦

略的にやっていけばやっていくほどニッチ、隙間というものが広がってくるわけです。で

もそこにはまだ生活している人はたくさんいるし、従来からの集落というところもたくさ

んいて、まだそこを終の棲家にする人たちもいるわけです。そうなってくるとその隙間、

ニッチに対するセーフティーネットというものをどう考えていくのかというところを両

輪で考えていかないと、結局は従来のままでいいのではないかということで終わるのでは

ないかという気がしています。その辺のところが突き詰められればいいのかと思います。

私からは以上です。 

 

○会長（武山委員） 

ありがとうございます。樺委員、お願いします。 

 

○樺委員 

私もすいません、これを今日になって読んだのです。一番引っ掛かっているのは一番後

方になります人口推計のところです。すいません、細かい話はしませんけれども、少し甘

いのではないかということが正直な感想としてまずあります。人口推計はテクニカルな話

をしてもしょうがないのですけれども、特に日本全体の人口推計を考えるよりも、青森県

の人口推計を考えるほうが難しい。八戸市の人口推計を考えるのはさらに難しい。もっと

言ってしまうと、それも地域別の人口推計を考えるのはもっと難しいです。実は私、公共

下水道の基本構想検討委員会をやって、こういう話が出てきました。どこに公共下水道を

整備するかという話をずっとやってきたのですが、その人口推計というものはもちろん推

計でしかないので、すごく難しいところはあるのですけれども、もう少し精緻化して考え

る。特に地域別のところはできるのであれば精緻化して考えたほうがいいということがま

ず感想としてございます。 

 それで居住誘導区の検討の考え方についても、結局そのことであります。将来の人口を

見据えて考えていく必要性がある。先ほど吉田先生がおっしゃられておりましたけれども、

その公共下水道を考えるときに出てきたのは、今現状人口が多いところは、特に八戸市を
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見たら高齢化が進んでいます。一方で人口が少ないところに若い人が住んでいる。そうい

うところが実はどうなっているかというと、インフラが未整備なのです。これが実は非常

に効率がよくないのです。これからの都市を考えるときには、これは正直、当然市レベル

でできる話では残念ながらないのですが、空き家の再生とか、そういうある種私有財産の

ところの権利関係も含めて、本当に考えていかないとすごく難しいと私個人的に思ってい

ました。 

 あともう１つ、都市機能誘導区域の検討の考え方について。これはまだまだこれからと

いうことなのですが、現状の１つで中心街ということです。私が１つでいいですかという

ことを提言したいと思います。つまりコンパクト&ネットワークなわけなのですから、都

市機能の誘導区域は１つである必要性はないのかという気がしています。そういうところ

も含めて考えていくといいのかと思います。 

 あと最後になりますけれども、何人かの委員の方もおっしゃられていましたが、外から

来る人を意識しないとよくないと思います。当然外からいかに人を呼び込んでくるかとい

うことが都市の魅力を高めたり、都市の生命力が決まってくるわけなので、そういうとこ

ろも考えて。公共交通網などもそういう話、若干今までと比べれば改善されるところもあ

るので、そういうところが大事なのかと思いました。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した。少し時間を過ぎていますけれども、私がまとめ的に言

うと、その人口フレームをどこまで重視するかというところもあるかと思います。かつて

八戸市も40万人を目指すとか、そういうときもありましたけれども、あの辺を見てみる

とどの市も増える増えるで、日本全国そんなに増えるわけがないだろうとみんな思ってい

たと思います。今度は日本全国減るのは間違いないので、だからこのひと・まち・しごと

のほうが、点線より上ということは、八戸市はそこまで下がらないということなのかもし

れないですけれども、結構みんなよそでもこんなことを言っているわけで、ここが担保で

きるのか。あるいは固執しなくてもいいのかと。あるいは別な積み上げが必要かという辺

り。逆を言うとあまり重視しなくてもというか、がっちり抑えることもないのかと。その

辺りを見てもらえたらいいのかと思います。 

 あとは地域の決め方の中で、今日の話を聞いていると追認というか、これまでやってき

たもので補うというか、重ね合わせて濃いところを選んでいこうとなっていて、それでは

やはり計画ではないのかと。減っていく中では難しいのでしょうけれども、これからどう

やっていくのかというところ。特に機能別とか、あるいは今日の中でも移動困難といって

もいろんなレベルがあるでしょう。その辺りを最終的にもう少し細かく見ていく必要があ

るのかと感想としては持ちました。 

 あとは箕面市ですか、札幌などがつくるということがあるというお話でしたので、少し

批判的に見て、よそではこのようにやっているけれどもどうなのかと。あとはアウトプッ

トのイメージもそこにとらわれることはないのでしょうけれども、大いに参考になること

もあるかと思います。その辺りを研究していただければと思っていたところでした。 

 あとは少し細かい部分もありますけれども、あとでまたメモとして渡したいと思います。 

 全体を通して何かよろしいですかね。前の時間が押してしまって、十分ご意見をいただ

けないところもあったかと思いますけれども、次回に向けては今の意見をこういう形で反
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映できるとか、これは都市計画マスタープランとは関係ない。ほかの部局につながるとい

う辺りも含めて、少し整理していただけるともう少し意見が言いやすくなる部分もありま

すので、その辺りの整理をお願いしたいと思います。 

 それでは特になければ、以降の進行を事務局へお返しいたします。 

 

○事務局（石橋GL） 

 委員の皆様ありがとうございました。ここでちょっとお知らせがございます。 

 

○事務局（木村） 

 すいません。お時間いただいてありがとうございます。皆様のお手元にカラーのものが

あるかと思うんですけれども。ワーキング会議というものが３月１２日、土曜日に開催い

たしますので、皆様の身近な方にお知らせ、あるいは興味のある方にお知らせしていただ

ければと思います。以上です。 

 

○事務局（石橋GL） 

先ほど皆様からいただいた意見のほうですね、意見メモのほうについても、ご記入であ

ればですね、帰る際に入口の受付の所に提出していっていただければと思います。 

次に、先ほど説明の中にもありましたとおり、第４回目につきましては、来年度の５月

から６月くらいに開催したいと考えておりますので、日程など決まりましたらまた改めて

お知らせいたします。 

 それではこれをもちまして、第３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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


