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  木 村  祐 輔   （都市政策課技師） 

 

  鈴 木  一 真   （都市政策課技師） 
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第 105回八戸市都市計画審議会 
 

 

平成 28年 11月 25日（金）午後 1:30～午後 2:30   

八戸市公民館 ２階会議室          

 

○事務局（石橋都市計画 GL） 

阿部委員がまだお見えになっておりませんが、定刻となりましたので、はじめさせて

いただきます。 

本日は、お忙しい中、またお寒い中、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 105回八戸市都市計画審議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。 

当審議会におきましては、傍聴人の会議での発言はできませんので、ご遠慮くださる

ようよろしくお願いいたします。 

また、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

ださるようお願いいたします。 

それでは、審議に先立ちまして、澤田都市整備部長よりご挨拶を申し上げます。 

 

○澤田都市整備部長 

 それでは、一言ご挨拶を申し上げます。 

都市整備部長の澤田と申します。よろしくお願いします。 

 本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、日頃より当市の都市計画行政にご協力いただきまして、重ねてお礼申し上げま

す。 

 さて、本日の案件は、「八戸市立地適正化計画（都市機能誘導区域（素案））」について

となっておりますので、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（石橋都市計画 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、八戸学院大学の奈良委員、八戸工業高等専門学校の馬渡委員、八戸青年会議

所の庭委員、八戸市立公民館館長会の森委員、八戸農業協同組合の奥田委員におかれま

して、所用のため欠席となっております。また、青森県三八地域県民局地域整備部長の

平山委員もご欠席でございますが、松橋様が代理出席となっております。 

 委員 15名中９名が出席となっておりますので、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。 

 また、本日は案件にあります、立地適正化計画の策定業務を委託しております、株式

会社ケー・シー・エスの担当者も事務局として出席しております。 

 株式会社ケー･シー･エスの佐藤と申します。よろしくお願いいたします。 

 株式会社ケー･シー･エスの佐々木と申します。よろしくお願いいたします。 
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 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。資料は本日お配りしてお

ります、次第、席図、出席者名簿、それから事前に送付いたしました、資料１検討スケ

ジュール等、それから資料２立地適正化計画の素案、また、当日配布資料となっており

ます、Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ、４つあります。この資料になります。それからパワーポイント

の画面の資料のＡ４の横の資料になります。 

本日、こちらのパワーポイントの資料でご説明させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

 お手元に資料のない方は、お知らせください。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、会長に審議の進行をお願いいたします。 

 

○会長(武山委員) 

それでは、進行を私の方で務めさせていただきます。 

本日は、お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

 それでは、まず議事録署名者の選任を行いたいと思います。 

私の方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」～ 

 

異議無いようですので、それでは岩藤委員、古舘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。 

 

 本日の案件ですけれども、次第にあるとおり、審議案件、八戸市立地適正化計画（都

市機能誘導区域（素案））についてということで、これについては先週 11月 18日に策定

委員会を開催して、事務局より説明がありまして、若干の修正意見はございましたが、

概ね了承をいただいたものとなっております。 

その際、いただいた意見を今日までに直せる部分は若干修正した部分はあるかと思い

ますけども、今日、皆様にお配りさせていただいたことになります。 

この計画の策定に当たっては、都市計画審議会の意見を聴取することが必須となって

いることから、本日、皆様にお集まりいただいたところでございます。 

委員の皆様には、立地適正化計画の考え方、特に都市機能誘導区域について、ご意見

をいただきたいと考えておりますので、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。 

 事務局のほうからいくつかに分けてご説明いただきたいと思います。それではよろし

くお願いいたします。 

 

○事務局（大南次長） 

 それではご説明申し上げます。 

まず、はじめにでございますが、検討スケジュールについてご説明をいたします。 

資料１をご覧ください。 
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Ａ３判のものになります。 

資料の左側になりますけども、立地適正化計画の策定は都市計画マスタープランの見

直しとともに平成 27 年度から平成 29 年度までの３箇年で検討を行うこととしておりま

す。 

今年度は、真ん中あたりにピンク色で色をつけたところがございますが、９月の下旬

から 10月の上旬にかけまして、19箇所延べ 20回開催いたしました、市民まちづくり懇

談会や南郷のまちづくりに関する３回のワーキング会議で市民の皆様からご意見をいた

だいております。 

資料の右側のほうになります、策定委員会における検討内容でございますが、平成 27

年度には３回の会議を開催しております。 

今年度は、６月に第４回の委員会を開催し、立地適正化計画の課題、方針、考え方に

ついての検討を行い、先ほど武山会長からもお話がありましたとおり、先週 11 月 18 日

に第５回の検討委員会を開催し、都市機能誘導区域の素案を審議していただきました。 

そして、本日の都市計画審議会で、皆様からご意見をお伺いしたいと思います。 

今後の予定でございますけども、12 月下旬から来年１月下旬にかけまして予定してお

ります、パブリックコメントを経まして、いただいたご意見を参考に、検討・修正いた

しまして、今年度中の設定・公表を予定しております。 

都市計画マスタープランの見直しにつきましては、全体構想などについて引き続き検

討して参ります。 

検討スケジュールにつきましては以上でございます。 

 次に、八戸市立地適正化計画、都市機能誘導区域の（素案）につきましてご説明いた

します。 

資料２をご覧ください。 

表紙をめくっていただきますと、目次となっております。 

説明が少し長くなりますので、３つのパートに区切って説明と質疑応答を行いたいと

思います。 

 はじめに１の八戸市立地適正化計画とは、２のまちづくりの課題、３のまちづくりの

方針等までご説明いたします。 

次に４番、５番。 

そしてまた一回区切って最後、６番、７番と説明と質疑応答を繰り返していきたいと

思っております。 

 それではパワーポイントのほうに要点を抜き出しております。こちらを中心に説明し

て参ります。 

 まず、パワーポイントの右上のほうには、資料２のページを振ってございます。 

この部分は資料２でいきますと、ページの２ページ、３ページに当たる部分でございま

す。 

 まず、最初に計画の背景でございます。 

計画の背景といたしまして、人口減少による市街化の人口密度の低下により、生活を

支えるさまざまなサービス機能やインフラ、また公共交通サービスなどの維持ができな

くなってしまうことが想定されます。 
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また、高齢化の進展などを背景に自家用車を利用しにくい市民が増加していく可能性

がございます。 

また、アクセスしにくい郊外部への大規模商業施設等の流出が進んでいった場合、中

心市街地の衰退にも拍車がかかり、結果として自家用車を利用しにくい市民の皆さんの

生活がよりいっそう不便になっていくことも考えられます。 

本計画は、都市機能や居住の適正な立地を促進することで、コンパクト＆ネットワー

クの都市構造の構築を進め、望ましい人口密度や生活を支える様々なサービスが維持さ

れた、誰もが住みやすい、住み続けられるまちづくり、また、中核市に相応しい活力・

魅力があるまちづくりを推進していくことを目的とするものでございます。 

 次に、立地適正化計画の制度の概要でございますが、この計画に記載する事項といた

しまして、まず１）住宅および都市機能の立地の適正化に関する基本的な方針、２）居

住誘導区域および居住を誘導するための施策、３）都市機能誘導区域、誘導施設および

誘導施設の立地を誘導するための施策、４）誘導施設の立地を図るために必要な事業等、

５）誘導施設や居住の立地を適正化するための施策、またはその事業等の推進に関して

必要な事項、６）その他必要な事項、の６つとなっております。 

ここに示しております図は、立地適正化計画のイメージでございますが、市街化区域

の内側に公共交通ネットワークを軸として、その周辺に居住誘導区域を設定し、さらに

その内側に都市機能誘導区域と誘導施設を設定していくイメージとなっております。 

こちらは、立地適正化計画の位置付けでございます。 

最初に根拠法でございます。 

この計画は都市再生特別措置法第 81条の規定による、住宅および都市機能増進施設の

立地の適正化を図るための計画として定めるものでございます。 

次に、計画の位置付けでございますが、図にありますように当計画は、八戸市総合計

画や県で策定しております、八戸都市計画区域マスタープランに即するもので、現在見

直しを進めております、八戸市都市計画マスタープランと調和を保ちながら、一体とな

って運用していくものでございます。 

また、右側、ピンクのところにございますが、八戸市地域公共交通網形成計画などの

各計画と連携・整合を図って参ります。 

さらに、都市計画マスタープランに基づいて、緑の基本計画や中心市街地活性化基本

計画などの個別計画が位置付けられ、区域区分など各種の都市計画決定や地区計画など、

身近な地区でのまちづくりが進められていくことになります。 

 次は、立地適正化計画の前提となる対象区域と目標年次でございます。 

対象区域は都市全体を見渡す観点から、原則として都市計画区域全域とすることが基

本となるため、本市におきましても八戸都市計画区域の全域、詳しくは旧八戸市の区域

21,425haを計画対象区域といたします。 

また、目標年次は、現在見直しを進めている八戸市都市計画マスタープランと同じく

おおむね 20年後の、平成 50年（2038年）といたしまして、計画期間内におきましても、

おおむね５年ごとに施策の実施状況などを評価し、必要に応じて見直しを行うこととい

たします。 

 ここからは、まちづくりにおいての課題でございます。 
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この図でございますが、八戸市の人口の推移と将来の予測人口でございます。 

八戸市の人口は戦後一貫して増加して参りましたが、平成 12年を境に減少傾向に転じ

ております。 

また、人口は今後も減少することが予測されており、20 年後にはおおむね３万人程度

減少することが考えられます。 

 なお、この人口予測は、八戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、出生率の

向上や平均寿命の延伸、人口流出の歯止めといった人口減少克服に向けた取り組みを進

めることを念頭に、将来人口を予測したものになります。 

 次に、この資料でございますが、市街地の面積と人口密度の推移でございます。 

緑色の部分が市街地の面積でございますが、八戸市の市街地は人口の増加にあわせて

急速に拡大してきましたが、このままの形で人口減少が進んだ場合、市街地内の人口密

度が大きく低下していく可能性があります。 

例えば、スーパーマーケットなどの生活を支える身近で基本的な都市機能は、ある程

度の人口集積により成り立っている部分があるため、人口密度の低下によりこれらの機

能を維持することが困難になる可能性があります。 

また、公共交通においても利用者の減少によりサービスを維持していくことができな

くなる可能性があります。 

このようなことから、安心・快適に暮らし続けることが困難になっていくことが懸念

されます。 

 ここからは、まちづくりの課題２－１ということで、人口密度の状況を示している図

でございます。 

平成 22年と将来予測として平成 50年の人口密度を比較しております。 

この図は平成 22年の状況でございますが、人口密度が 40人/ha以上のピンク色と赤色

の部分のエリアが市街地全体に広がっているのがわかります。 

こちらは将来、平成 50年の人口密度の予測でございますが、この図では 20人/ha以上

の薄いピンク色とオレンジ色のエリアがかなり増えており、先ほど多かった 40 人/ha 以

上のピンク色、赤色のエリアが少なくなっているのがお分かりになると思います。 

この図は、現在の商業施設と医療機関の分布状況でございます。 

現状では市街地内に広く立地しておりますが、人口密度の低下によりこれらの商業施

設や医療機関が撤退するなど、機能の維持が困難となる可能性があります。 

また、大規模な商業施設が郊外部などへ分散立地が進んだ場合、自家用車を利用しな

いと生活しにくい状況に拍車がかかる可能性があります。 

今後は、中核市移行により圏域の中心都市としての役割がより大きなものになると考

えられ、これまで以上に魅力や活力を高めていくことが求められます。 

こちらはコンパクト＆ネットワークの都市構造の必要性について、概念図としてまと

めたものでございます。 

コンパクト＆ネットワークは市街地をできるだけコンパクトにして、人口密度を高め

ることで生活を支えるサービスや地域のコミュニティを維持していくこと、大規模商業

施設や大きな病院などにつきまして、市の中心部などの拠点にできるだけ集めていくこ

と、さらには市内の各所と拠点、拠点と拠点などを結ぶ利便性の高い交通ネットワーク
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を構築すること、この３つを連携させていくことでみんなが住みやすい、住み続けられ

るまちづくり、中核市に相応しい魅力と活力のあふれるまちづくりを進めていくもので

す。 

本市の人口は今後も減少していくことが予想されることから、このコンパクト＆ネッ

トワークの都市構造の形成をまちづくりの最重要課題の１つとして、これまで以上に協

力に推し進めていくことが大切であると考えております。 

まちづくりの方針でございますが、図にありますように高次都市機能が集積する拠点

の形成、適切な人口密度を持った市街地を維持、そして利便性・持続性の高い公共交通

ネットワークの構築を一体的に進めていくことで、コンパクト＆ネットワークの都市構

造の実現を図って参ります。 

 次に、公共交通ネットワークの考え方でございますが、八戸市地域公共交通網形成計

画の中で市内 12のバス路線、この図の太い線の部分でございますが、12のバス路線を将

来的にも高品質のサービスを維持する市内幹線軸として位置づけ、鉄道との連携により

相互の利便性向上を推進することとしており、立地適正化計画においてはこの幹線軸を

基本に検討していくことになります。 

 高品質のサービスとは高頻度・等間隔運行の導入に加え、交通拠点での情報・案内基

盤の充実を図ることなどにより、市民や利用者に信頼される路線バスサービスでござい

ます。 

 そして、都市機能について２つの考え方を示しております。 

１つは施設周辺の居住者の利用が中心となる施設でございまして、これにつきまして

は周辺の人口密度を維持していくことで施設を維持できると考えられ、市街地に分散し

て立地することが妥当と考えられます。 

 もう１つは、市全域やさらに広域からの利用が見込まれる高次都市機能に該当するよ

うな施設につきましては、自家用車を利用できない人も含めて市内各所や近隣市町村な

どからも利用しやすい場所に立地していることが望ましいと考えられ、当計画ではこち

らを対象として検討し、都市機能誘導区域を設定して、誘導していく方針といたしまし

た。 

ここで、いったん説明を終わらせていただきます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。ただ今立地適正化計画の前段となる、目次でいうと

１、２、３の部分です。13 ページの説明をいただきましたけれども、この部分に関して

質問、コメント、ご意見等があればお受けしたいと思います。何かございますか。よろ

しいですか。 

 

○岩藤委員 

今、事務局から説明いただいたのですけれども、立地適正化計画の中で高齢者でも安

心できる快適な生活環境を実現して、なおかつ子育て世代の若年層にも魅力的なまちに

することとあります。私も全体的に計画のことは具体的にわからないのですけれども、

今自分の住んでいる環境にうまく合致しているかどうかと考えたときに、自分が今住ん
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でいるところはそれなりに自分自身では満足しているところなのです。そんな人たちに

おいても、例えば立地適正化計画の中で集合的な住宅などを検討しながら、移行してい

ただくということについて、それはそれなりに移動していけばいいのでしょうけれども、

少しどうかということ。例えば移動するにしても、今住んでいる自分の置かれている環

境、お年寄りと生活しているとか、まちに行きたいのだけれども今住んでいる資産だと

か、その土地を活用するにあたってそれを処分しないとなかなか次のステップが踏めな

いのかと思ったりもしています。 

多岐にわたるのですけれども、公共交通機関などで今 12路線あるのですけれども、例

えばさらにこれを増やすことになると、さらにまた市の財政の圧迫ということになるの

でしょうけれども、そういったところも少し懸念されます。計画的にはすごくいい計画

だと思うのですけれども、１つ１つ具体的に検討していければ、もっと住みよいコンパ

クトシティを目指していけるのかと思っております。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。事務局から何かありますか。 

 

○事務局（大南次長） 

現在、それぞれの方々が生活をしているわけでございますので、それを一気に今のご

自分の資産の処分だとか、そういうものが進むということはなかなか難しいところがあ

ります。この計画そのものが時間をかけながらゆっくりということであり、また強制的

なものでもございませんので、その辺は少しずつ自分の生活と照らし合わせながら進ん

でいければと思っております。将来を考えた場合には今ある計画の方向へ向かっていか

ないと、なかなか厳しいものもあるという全体のところを示したものでございます。 

また公共交通につきましても、今以上に増やすということはかなり難しい部分がありま

すので、先ほど説明いたしました 12の幹線軸については何とか維持していきたいという

ところでございます。以上でございます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、それでは。 

 

○菊地委員 

先ほど公共交通ネットワークのご説明がございました。この図を今拝見しているので

すけれども、結局中心街から放射状に延びているわけですよね。例えばニュータウンに

お住いの方は市民病院にバスで行きたいと思っても、結局１回中心街まで行って、また

別の路線で市民病院まで行くということもあり得るわけです。路線数は増えますけれど

も、ニュータウンから真っすぐの道が市民病院までできております。そういった環状型

のネットワークも必要だと思うのです。今までの放射状のものが地図に出ていますけれ

ども、いわゆる放射環状型のネットワークも少し考えてほしいと思います。以上でござ

います。 
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○会長（武山委員） 

はい。事務局から何かコメントがあればお願いします。 

 

○事務局（石橋交通政策 GL） 

今のご質問に関してです。まずお話があったように八戸の場合は中心街を起点にしま

して、放射状に路線が延びているということが図面にあるとおりでございます。これは

放射状に延びている沿線に住宅とか公共施設等がありまして、利用者が多い区間を幹線

軸としております。先ほどからお話ししているように、20 年後もこの路線を維持してい

くのだということがあります。これは各バス事業者の採算性とか、あと今は乗務員がか

なり不足している現状がございます。今までは利用者が減ってくればバスの路線を切る、

やめるということが事業者としての考え方だったのですけれども、そうではなく市の交

通行政と一緒になって路線を守っていく、利用者の足を確保していこうということで最

低限これは守る。それが 12の幹線軸の前提でございます。 

確かに今、市内各地にいろいろ家が張り付き、あとは道路等も整備されまして、放射

状ではなく環状型の路線もという声を多くいただきます。そういうご要望はわかるので

すけれども、まずはこの幹線軸を将来的に守って、立地適正化計画と公共交通をリンク

して進めていくということが大前提にあるということです。まず事業者にもそのような

ご要望があったということをお伝えはしますが、いろんな採算性や乗務員の数等々があ

りまして、いろいろ検討はしているのですけれども、なかなか実現までは難しいという

ことをご理解いただければと思います。ただ事業者にはその旨お伝えしておきますし、

もしそれで事業者がいけるとなるかもしれませんけれども、ここでは幹線軸を維持して

いくのだということが前提にあるということで、すいませんがご理解をいただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

○会長（武山委員） 

そのほかよろしいでしょうか。はい。 

 

○阿部委員 

中心街にどのバスも集まって、そこから行くということですけれども、今、中心街に

行ってみますと、本当にがらんとしてあまり人がいないのです。 

そうするとどこに行っているのだろうと思って、私はあまり行ったことがないのにこ

の間行ったのですが、ラピアとかピアドゥとか、向こうの商店が混雑しているのです。 

そうすると何のために中心街を通って行くのだろうという気がするのです。ただこの

図を見れば中心街に一番バス路線が多いわけですから、そこをどのように中心街へ商店

を持ってくるかではなく、商店をこっちへ持ってきたいという気はないわけですか。今

あるのは三春屋とさくら野です。さくら野は少し人がいましたけれども、三春屋のほう

は本当に人がいなかったのです。 

 

○会長（武山委員） 

その辺りは次の説明の都市機能誘導というところも関連しますので、このあとまた意
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見をいただければと思います。よろしいですかね。また戻ってもらっても構わないので

すけれども、次の都市機能誘導区域の考え方のところについて説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大南次長） 

 それでは説明を続けさせていただきます。ここからは都市機能誘導区域に誘導する施

設というものの説明になります。 

都市機能誘導区域に誘導する施設でございますが、自家用車を利用しなくても住みや

すい、住み続けられるまちを目指すとともに、中核市への移行を受けて圏域の中心都市

として魅力・活力の向上を図っていくことなどを念頭に、検討しております。 

 具体的には、この表にありますように店舗面積 10,000㎡以上の大規模商業施設や一般

病床数 200 床以上の病院や医療・保健・福祉などの複合的な機能を有する床面積 3,000

㎡以上の施設、そして、その他集客施設として興行場法に定義される興行場またはこれ

に類する施設で客席面積が 200 ㎡以上の施設、あるいは図書館・博物館・美術館などの

文化施設などの３つを設定しております。 

当日配布資料Ｄの誘導施設の定義の詳細案というところにもう少し詳しいものを示し

ております。 

大規模商業施設、大規模病院等、その他の集客施設というものでございます。 

これらを都市機能誘導区域に誘導する施設として定義しております。 

 次に、都市機能誘導区域の設定につきましては、すでに様々な施設等が立地・集積し

ており、また公共交通の利便性も高い中心街への誘導を基本として考えます。 

ただし、誘導する施設・機能によっては、その特性に応じた条件なども考慮する必要

があります。 

大規模商業施設につきましては、高齢者も含めた市民の利便性などから中心街への誘

導を考えて参ります。 

大規模病院等につきましては、中心街に加えまして救急搬送や近隣市町村からのアク

セスなども考慮し、環状道路などの環境が整っている田向地区への誘導を考えて参りま

す。 

その他集客施設につきましては、広域からの集客が見込め、かつ、短時間に多くの人

が入退場する施設につきましては、広域的な公共交通の利便性の高い場所に配置するこ

とを考える必要があり中心街に加えて、新幹線・在来線が乗り入れるターミナル駅であ

る八戸駅周辺地区への誘導を考えて参ります。 

都市機能誘導区域の設定と誘導施設を表にまとめますと、ご覧のとおりのものになり

ます。 

中心街地区は大規模商業施設、大規模病院等、その他集客施設。田向地区は大規模病

院等、そして八戸駅周辺地区はその他集客施設というような設定でございます。 

都市機能誘導区域の範囲を赤いハッチで示しております。 

中心街地区、田向地区、八戸駅周辺地区、この３箇所を赤い色で示した部分が都市機

能誘導区域の範囲となります。 

少し細かく見ていきますと、まずは中心街地区でございますが、面積は約 176ha とな

ります。 
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区域設定につきましては、当日配布資料のＡをあわせてご覧いただきたいと思います。

当日配布資料Ａの社会資本総合整備計画「都市機能を再構築する八戸市中心拠点地区整

備計画」、これの赤い破線で示したエリア、これを基本にして都市機能誘導区域を設定し

ておりますが、この資料と見比べまして、柏崎１丁目付近でございますが、若干エリア

が増えているところがございます。 

区域界を明確にするため国道 45号およびＪＲの八戸線、そこまでを含んだ区域に設定

しております。 

次に、田向地区、および八戸駅周辺地区でございます。 

田向地区は面積が約 26haでございます。 

当日配布資料のＢのほうもあわせてみていきたいと思います。 

資料Ｂのカラーの部分になりますが、青色で示しました、公共公益施設地区、その中

でも向陵高校が立地する地区は除きますが、公共公益施設地区と、オレンジで示してお

ります、沿道地区（１）、そして赤色で示しております沿道地区（３）この範囲を基本に

設定しております。 

次に、八戸駅周辺地区ですが、面積は約 30haとなります。 

当日配布資料Ｃの裏表紙を一枚めくっていただきますと、八戸駅西地区ゾーニングと

いうページがございます。 

そちらとあわせて見ていただきたいと思います。 

八戸駅周辺地区、面積は約 30haで、八戸駅周辺は東西の商業地域の範囲を基本に都市

機能誘導区域を設定しております。 

ただし、八戸駅西側につきましては、先日新聞等にも完成予想図が掲載されておりま

したけども、駅から伸びる街路付近が商業地区でございまして、その先にあります「集

ゾーン」と呼ばれている区域がございます。 

近くから遠くからたくさんの人を集めることを狙った核となる文化、施設ゾーンでご

ざいますが、その区域とそれに隣接する公園予定地までを区域に含んでおります。 

そして、次に都市機能を誘導するための施策の考え方になります。 

１つ目は、誘導施設の整備等でございますが、国の支援策なども活用しながら、誘導

施設に該当する公共施設を整備（更新）・集約化していくことで、都市機能の集積や高度

化を図るというもの。 

２つ目は、その他の都市機能の整備等ということで、誘導施設には該当しないものの

誘導区域の機能や魅力・利便性の向上につながる公共施設について整備（更新）してい

くことで、多様な都市機能の立地・集積を促進していくというもの。 

３つ目は、直接的な誘導施策の実施では、民間事業者が行う誘導施設に該当する施設

の整備に対しまして、直接的な支援策等を実施することで、都市機能の立地・集積を図

るというものでございます。 

４つ目の、間接的な誘導施策の実施は、都市機能が区域内に立地しやすい都市環境を

形成・維持することで、誘導施設をはじめとする多様な都市機能が立地・集積しやすい

状況を整えていくというものでございます。 

 以上の４つに整理しております。 

 次に、こちらは都市機能を誘導するための施策でございますが、①誘導施設の整備等
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では、新美術館や屋内スケート場、総合保健センターの整備など、具体的に事業化され、

進んでいる施策をあげております、②その他の都市機能の整備等では、国・県等広域行

政機関などへの働きかけなどがあげられます、③直接的な誘導施策では、税制上の特例

措置や、民間都市開発推進機構による金融上の支援措置など国が直接実施するものと、

今後検討していくものとして、民間事業者等による誘導施設の整備に対する支援や、市

が保有する不動産の有効活用などがあります、④間接的な誘導施策の実施では、都市機

能の維持・充実、利便性の高い公共交通ネットワークの維持・充実などがございます。 

 ここでまた、いったん説明を終わらせていただきます。 

 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。ただ今資料でいうと 19ページです。都市機能を誘導

するための施策のところまで説明をいただきました。ここまでの部分でご意見、コメン

ト、質問等があればお受けしたいと思います。はい。 

 

○菊地委員 

質問でございます。 

確か前に頂戴した資料、第４回の策定委員会です。そのときのプランによりますと、

都市機能誘導区域が４つあったはずです。 

中心街と八戸駅周辺、沼館、それから田向。それは新聞にも発表がありました。その

ように記憶しているのです。 

今回の資料を拝見しましたら３箇所になっていました。沼館がなくなっていますけれ

ども、そのなくなった経緯をお知らせください。以上です。 

 

○会長（武山委員） 

事務局からお願いします。 

 

○事務局（石橋都市計画 GL） 

沼館を今回載せていなかったのですけれども、前回の策定委員会が終わったときに委

員の皆様の中からも沼館地区については、都市計画上そもそも用途地域がございます。 

沼館地区が実は工業専用地域でございまして、民間の土地利用の結果としてあのよう

な大規模な集客施設ができたということです。例えば 20年後、30年後にそれがなくなっ

たとき、住宅系ではなくて、そういったところにあえてそういう大規模集客施設のよう

なものを誘致するのかというお話になりました。 

その後事務局で揉んで、やはり本来の都市計画上の用途地域といったものにきちんと

立ち戻ってそれに見合った建物、あるいは都市機能誘導区域の設定の考え方といったも

のも検討していきましょうということで沼館地区を外すべきだという結論に至りまして、

今回は沼館地区を外した格好で皆さんにご提示しております。 
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○会長（武山委員） 

そのほかございますか。 

 

○楢山委員 

２点ほど施設の計画についてご質問でございます。１つは八戸駅の西地区の施設の関

係です。これは具体的なイメージがあるのでしょうかという質問が１つ。 

駅西地区と田向地区についてなのですが、誘導施設をそこに立地させた場合に、これ

が核となって期待する施設、集客につながる商業施設であるとか、あるいはそういう施

設が入ってくるでしょうということになっているわけです。具体的にはどういうイメー

ジで広がっていくのかというところが資料の中で読み取れない。 

特に田向地区については保健施設、病院があって、商業施設は現在貼り付いているけ

れども、本当にこれ以上入ってくるのかということにすごい疑問があるのです。そこが

さらに地区の核となって居住誘導もされていくという形になり、今回の計画の中ですご

い位置付けのある場所になっていくわけなのですが、そこのところがどのようになって

いくのかというところで、もう少し肉付けをした説明をいただけないかというところが

ございます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、何か事務局の方で。 

 

○事務局（石橋都市計画 GL） 

駅西地区については、具体的に何を建てようかというお話にはまだなっておりません。

ただ駅西地区には保留地がありますので、それらの有効利用といったものを検討してい

きましょうということで、一旦載せさせていただいております。 

 それから田向地区につきましては、現状で商業施設も建っているのですけれども、そ

れらも一体として将来そういうものがいなくなった場合、撤退した場合には商業施設で

はなくて、やはり周辺と調和させた医療福祉といったところの拠点として、まちづくり

を進めていきましょうという方針としております。現状の施設を否定ということではな

く、いつかなくなった場合、撤退したときには次に何をどうしましょうかといったとき

には、医療関係の施設を持ってきましょうという考えで検討しております。 

 

○会長（武山委員） 

そのほか何かありますか。先ほど阿部委員のお話で、中心街にはあまり人がいなくて、

ピアドゥとかそちらにいるという話がありました。先ほどの説明で、あそこは都市計画

的には少しまずい。工業専用のところに商業施設が建ってしまった。その結果、そうゆ

うものがまた誘導するという形で幾つか集積が始まっているということがある。ここに

書いてありますけれども、例えば田向に医療機関を限定で集積が始まっている。そうい

う意味で中心街にもう１回戻るということは、なかなか難しい部分はあるかと思います

けれども、誘導施設を誘導すればある程度それにつられて立地してくるものがあるかと

思います。その中で郊外型というよりは、公共交通を充実して中心街に人を呼び込む、
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全体としての計画になっているとご理解いただければと思います。 

 ほかにご意見、コメント等あればお願いします。ではまた最後に全体をまとめてとい

うことでお伺いしますけれども、残りの部分を事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局（大南次長） 

 それでは、ここからは届出制度についての説明をいたします。 

これまで説明して参りましたが、都市機能誘導区域の外側で開発行為や建築行為を行

う場合、その行為着手の 30日前までに市長への届出が必要となります。 

 開発または建築行為の区域・敷地の全部または一部が都市機能誘導区域の外にある場

合、届出の対象となります。 

 届出が必要となる施設は、大規模商業施設、大規模病院等、その他集客施設といった

誘導施設となりますが、備考欄にありますように中心街、田向、八戸駅周辺地区に定め

る誘導施設は届出が不要となります。 

 届出書および添付書類でございますが、開発行為の場合、建築行為の場合、届出内容

を変更する場合に提出する届出書と添付書類でございますが、届出書の様式につきまし

ては、資料２の 26 ページから 28 ページに載せております。様式のほうは資料２のほう

をご覧いただければと思います。 

 書類の提出から勧告・あっせん等までの流れでございますが、届出内容等が当該区域

外への影響が生じる可能性がある場合において、必要があるときは市が勧告する場合が

あります。 

また、その場合において、あっせん等を行うことがあります。 

この届出制度には、届出を怠った場合や、虚偽の届出を行った場合には、30 万円以下

の罰金に処する罰則が設けられております。 

 最後になりますが、こちらは居住誘導の基本的な考え方（案）になります。 

 まず、誘導の対象となる住宅開発ですが、１つ目は、３戸以上の集合住宅や宅地分譲

などの住宅開発。２つ目は、１戸または２戸でも区域・敷地の規模が 1,000 ㎡以上の住

宅開発などとなります。居住誘導区域設定の考え方ですが、公共交通ネットワークの考

え方にあります、市内幹線軸と位置付けている 12のバス路線、これを基本に検討して参

ります。また、都市機能誘導区域についても、自家用車を利用できない方も含めて、市

内各所・近隣市町村などからの交通の利便性を考慮し、居住誘導区域および幹線軸と整

合を取って参ります。 

 居住誘導区域の具体的な設定につきましては、市内幹線軸のバス停、および鉄道の駅

からの距離に着目して、市内幹線軸のバス停から半径 300m、八戸駅を除きます鉄道の駅

からは半径 500m、新幹線の駅でもあります八戸駅は半径１kmの範囲を基本に設定してお

ります。この図の色のついた部分がそれぞれの半径 300m、500m、そして八戸駅は半径１

kmでエリアを書いてみますとこのような形になります。 

なお、工場が集まっているエリアなどは除外いたしまして、今後、災害の危険性など

も考慮しながら、具体的な区域設定を検討して参ります。 

 説明は、以上となります。 
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○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。全体にわたって今ご説明いただきました。特に最後

の届出制度、居住誘導の考え方、前に戻っていただいて構いませんので、全体にわたっ

て質問、ご意見、コメント等あればお受けしたいと思います。はい。 

 

○楢山委員 

居住誘導の考え方についての意見でございます。案ということで出されているので、

これからの種々の手続きの中でこの考え方自体が変わっていくというか、合意を得られ

る数字に変わるのかとは思っております。 

ただ１つ、居住ということですから、そこに人が住んで公共交通に乗るために移動す

るということで、新幹線に乗るために１km歩ける人が、バスに１km歩いて乗れないかと

いうと、これは違うわけですよね。同じ人が乗るわけですから、そこのところで説明を

求められたときに、なぜそのような数値的な違いを設けたのかということを説明できな

いとお手盛りの計画だと言われる可能性がある。そこのところはきちんと数値的な考え

方を設定していただければと思います。 

 また、そこを回避するのであれば、一定の 500mというような数値での提案をして意見

をいただいた上で、成案とするとしたほうがいいのではないかという意見でございます。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございます。そのほか、質問ありますか。全体にわたってでも構い

ません。よろしいでしょうか。 

特にないようであれば、私のほうでまとめさせていただきたいと思います。都市機能

の誘導のところの考え方の部分で質問をいただきました。その辺りを明確にしていただ

くというところが必要だということ。 

あと、沼館地区が検討から外れたというところは御了解いただければと思います。 

都市機能誘導区域について大きな反論的な意見はないということで、まとめさせていた

だいてよろしいでしょうか。また最後、居住誘導が載って来年度も検討が続くというこ

とで、300mとするか 400mとするかなど、意見が出されていた部分もあります。今のご意

見のように、どうしてこの値にするかというところを含めて、また今後検討を進めてい

ければと思います。 

それでは案件に対しては当審議会として素案に対し、意見なしということでよろしい

でしょうか。 

 

～異議なし～ 

 

それではそのようにしたいと思います。以上で審議は終了とします。それでは進行を

事務局にお返しします。 

 

○事務局（石橋都市計画 GL） 

委員の皆様ありがとうございました。 
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次回の都市計画審議会は２月の下旬頃を予定しております。 

日程等決まりましたらまたご連絡差し上げますので、その際は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 105 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。



 

 



 

 

 


