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第 110回 八戸市都市計画審議会 

 

 

 平成 30年２月 14日（水）14:00～15:20 

八戸市庁 別館８階 研修室 

 

 

○司会（石橋参事） 

 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。 

 ただいまより、第 110回八戸市都市計画審議会を開会いたします。 

 

それでは審議に先立ちまして、大南都市整備部次長兼都市政策課長よりご挨拶を申

し上げ、会長へ諮問させていただきます。 

 

○大南次長 

都市政策課長の大南でございます。 

本日はお忙しい中、そしてお寒い中、審議会にご出席いただきましてありがとうご

ざいます。 

 本日は３件ご審議いただきます。諮問案件が１件、議事案件が２件、その他に報告

案件が１件でございます。 

 諮問案件につきましては、八戸市決定であります、地区計画の変更でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、諮問を代読させていただきます。 

 

 八戸市都市計画審議会 会長 武山 泰 様 

 八戸市長 小林 眞 

 八戸都市計画の変更について、諮問。 

 都市計画法第 77条の２第１項の規定に基づき、次のとおり諮問します。 

１．八戸都市計画地区計画の変更について（八戸市決定） 

 

 どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

○司会（石橋参事） 

 それでは、改めまして事務局よりご報告申し上げます。 

 本日は審議委員で、青森河川国道事務所八戸国道出張所所長の田中委員と八戸市立

公民館館長会の目澤委員が欠席となっております。また、青森県三八地域県民局地域

農林水産部長の佐藤委員が欠席でございますが、代理で大久保様がご出席でございま

す。従いまして、委員 15名中 13名が出席しておりますので、八戸市都市計画審議会
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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。 

  

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、皆様の机の上に、本日お配りしております次第、席図、委員名簿となって

おります。それから、事前に送付いたしました、議案資料と参考資料もご用意下さい。 

 本日、第１号議案の説明で使用しますパワーポイントの資料もご用意させていただ

いております。こちらのほうになります。 

委員名簿につきましては、委員の変更がございましたので、ここでご報告させてい

ただきます。第４号委員でございますが、青年会議所理事長の前任の工藤委員から田

島委員へ変更となりました。 

以上で資料の確認は終わります。 

お手元に資料のない方は、お知らせ下さい。 

よろしいでしょうか。 

  

本日は議案第１号の八戸市都市計画地区計画の変更につきまして、関係部署であり

ます駅西区画整理事業所の職員も同席しております。それから議案第２号、第３号の

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の策定業務委託業者であります㈱ケ

ー・シー・エスの方もご同席していただいております。駅西区画事業所の職員につき

まして、議案第１号の審議が終わり次第、退席させていただきますのでご了承下さい。 

 

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。また、録音等の行為その他会議の進行の支障をきたす言動・

行動は慎んで下さるようお願いいたします。 

お手元の資料の議案第２号都市計画マスタープランと議案第３号立地適正化計画

につきましては、公表前のものですので閲覧のみとさせていただきます。退出の際は

資料はテーブルの上に置いて退出していただきますようお願いいたします。 

 

それでは会長へ審議の進行をお願いします。 

 

○会長（武山委員） 

 はい。本日お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

ここからの進行、私のほうで務めさせていただきます。えんぶりも近づいて寒い

日々続いてまいりますけども、次第にありますとおり、諮問１件と関連する報告案件

と議事２件ということになりますのでよろしくご審議お願いします 

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が、私のほうから指名さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 

○委員 
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 異議なし。 

 

○会長（武山委員） 

 ご異議ないようでございますので、それでは馬渡委員と田島委員にお願いいたしま

す。 

 お二方、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、審議に入りたいと思います。 

 議案第１号について、まず事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局（大南次長） 

 それでは議案第１号八戸都市計画地区計画の変更（八戸市決定）についてご説明を

申し上げます。 

 資料はお手元のパワーポイントの資料、こちらと同じものになりますのでどちらで

も構いません。見ていただければと思います。 

それでは、八戸市決定の八戸駅西地区の計画でございます。 

 

はじめに地区計画について簡単にご説明したいと思います。 

地区計画とは、都市計画法第 12 条の４第１項第１号に定められているもので、地

区または街区の単位で、良好な都市環境及び住環境の形成、保全を図るため、地区の

特性に応じて道路、公園等の地区施設の配置、又は土地利用の建築物等のルールをき

め細かく定めることが出来る制度のことをいいます。 

建築物や敷地に関する主な制限の項目については、ご覧のとおり「あ」から「け」

までございますが、用途、容積率、建ぺい率、敷地面積、壁面位置、工作物の設置位

置、高さ、形態、意匠、緑化率、垣又は柵などの９つのルールを定めることができま

す。 

また、全ての項目を定めるものではなく、その地区にあった項目を定めていくこと

としております。 

現在、八戸市では八戸駅西地区を含みます９地区で地区計画を定めております。駅

西地区と同様の住宅系の地区計画を定めているのは、八戸新都市地区（ニュータウン）

でございます。それと田向地区が同様のものでございます。 

 

次に地区計画の構成について説明いたします。 

地区計画は、どのようなまちづくりを進めていくかを定める、目標でございまして、

その目標を実現するための整備方針を定める、整備、開発及び保全に関する方針。最

後にまちづくりの内容を具体的なルールとして定める、地区整備計画の大きく 3つか

ら構成されております。 
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次に地区計画の効果でございますけれど、建築物等に対する詳細なルールがなけれ

ば、用途地域で許容される範囲内で自由に建築できるため、例えば、①地区にふさわ

しくない建物が建つなど建物の用途の混在化や②敷地の細分化による建て詰まりで

日照不足や防災上の不安など、といった問題が生じる可能性がございます。 

地区計画による詳細なルールを定め、地区に住まわれる皆様にルールをみんなで守

って建築していただくことで、それらの問題を防ぐことができ、それぞれの地区にふ

さわしい住環境の保全や良好な景観形成など、住みよい環境へ誘導することができま

す。また、建物や敷地に関するルールを条例化することで、計画内容の確実な実現が

図られます。 

  

ここからは、本日の案件であります八戸駅西地区の説明でございます。 

地区計画の変更についての経緯でございますけれども、現在、市で施行している八

戸駅西地区土地区画整理事業において都市計画道路３・１・１号八戸駅西中央通り線、

通称シンボルロードでございますけれども、こちらの整備が着々と進んでおります。

平成 30年 10月には供用開始予定となっておりまして、それに伴いまして道路沿いの

敷地が建築可能となります。このシンボルロードの両側の街区は駅西センター地区で

ございまして、商業地域でもございます。現段階では建築基準法第 48 条で定める用

途規制は少なく、比較的様々な用途の建築物の建築が可能な状態となっております。 

先ほど地区計画の効果のところでも説明しましたとおり、詳細なルールを定め、み

んなでルールを守っていくことで、それぞれの地区にふさわしい良好な景観形成など、

住みよい環境へ誘導することが可能ですが、これらの確実な実現のために、条例化を

いたすものでございます。 

 

これが、現在整備を進めております八戸駅西広場の完成予想図になります。 

こちらは駅の西口で、現在ここが 12 月より供用開始していて、こちらが以前の駐

車場であり、これから整備を開始するところでございます。そしてここから延びてい

る３・１・１、通称シンボルロードと呼んでいる道路でございます 

これが、八戸駅西口から延びております、都市計画道路３・１・１八戸駅西中央通

り線の平面図と標準断面図になります。 

延長は 179メートル、幅員 40メートルのシンボルロードとして整備が進められて

おります。ここに標準断面図がございますが、真ん中に幅員 12 メートルの中央分離

帯と両側には５メートルの歩道が配置されております。真ん中の 12 メートルと両側

に各５メートルずつと歩行空間が十分に確保されているのがお分かりになると思い

ます。 

これはイメージパースになります。 

駅前から八戸西高校方面を見たイメージパースでございます。 

こちらは先ほどとは逆に八戸西高校方面から駅方面を見たイメージパースになり

ます。 
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この赤で囲んだ部分の制限についてが今回の主な案件になります。 

 

ここからは、地区計画の具体的な変更内容について説明いたします。 

変更点は３つございまして、１つ目でございますが駅西センター地区における建築

物等の壁面の位置の制限、２つ目に先ほど簡単にご説明いたしましたけれども、条例

化に伴いまして建築条例と地区計画とでの整合を図るための記述の修正でございま

す。３つ目は引用法令（建築基準法）の一部改正に伴う修正でございます。 

こちらは今回の地区計画の変更概要になります。 

変更内容の説明は、こちらのスクリーンを用いて行いますが、参考資料が皆様のお

手元にあると思います。資料の 15 ページ、16 ページにも地区計画変更の概要が A3

版で綴じてあります。その部分の赤色・青色・緑色部分が今回の変更になります。 

説明はこちらのスクリーンを用いますので、こちらを見ていただければと思います。 

 

それでは、最初に駅西センター地区の壁面の位置の制限について説明いたします。 

現在このセンター地区では建物の壁面線の統一や歩行空間の確保を目的として制

限を設けております。 

このスクリーンにあるのは、現在の制限の内容ですが、シンボルロード沿いの建物

につきましては１階部分の奥行きについては道路境界線から２メートル、２階までの

高さを 3.5メートル以上とする。そして、２階以上の壁面線については道路境界線上

に揃える。それから仮に１階部分に柱を設置する場合には道路境界線から 0.5メート

ル以内といった制限がございます。 

１階部分を吹き放ちにしたような構造で、細かなルールを定めておりました。 

これが今現在のところでございます。 

この制限を、変更案でございますけれどもイメージ図のとおり３・１・１側の道路

境界線より 0.5メートル以内といたしました。その他の道路境界からは１メートル以

上となります。こちらについては、変更はございません。 

先ほど、こちらの駅西センター地区においては、建物の壁面線の統一ですとか、歩

行空間の確保を目的として制限を設けていると説明いたしましたが、現在、整備が進

んでおります、シンボルロード（３・１・１）の歩道の幅員が５メートルとかなり余

裕がございますので、十分な歩行空間を確保できることなどを理由に建築物の窓のサ

ッシですとかダクトなどの建具の設備であったり、看板などといった外壁面の起伏を

許容した内容に変更するものでございます。 

 

続いて、先ほどの参考資料の 16 ページのイ号からハ号のところに記載しておりま

す中段にあります赤色で示している「イ」から「ハ」のところの、0.5メートルの制

限を適用しない場合についてご説明いたします。 

まず、イ号.地階を除く階数が２以上の建築物について平屋建て部分を除く１階部

分について、でございますけれどもこちらイメージ図になりますが、一部２階建ての
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建築物で、２階がある部分について１階部分の制限はございませんが、平屋建ての部

分もしくはそもそも平屋建て（１階建て）の建築物については 0.5メートル以内の制

限が適用されます。２階があるものについては１階の制限がないということです。 

この規定により、現地区計画と同様に２階以上の建築物について、１階部分を吹き

放ちにした構造の建築が可能となります。 

次に、ロ号．建築物に附属する自動車車庫について、でございますがお配りしてお

ります、参考資料 15 ページに記載しております、土地利用の方針、こちらの①駅西

センター地区の項目に基づきまして、都市計画道路３・１・１（シンボルロード）よ

り車両の乗り入れができないことになっています。このことから、建築物に附属する

自動車車庫をシンボルロード側に建築することが不適切であるため、このような規定

を設けました。 

なお、独立自動車車庫（立体駐車場等）につきましては、地区計画の建築物等の用

途の制限により建築することは出来ません。 

最後に、ハ号の床面積の合計が 50 平方メートル以内の平屋建ての附属建築物につ

いて、でございますけれども床面積 50 平方メートル以内の附属建築物ですと、例え

ば物置、駐輪場、管理室などが想定されます。 

これらにつきましては、室外設備と同様に、なるべく公共空間から目立たない場所

に設置、又は周囲の環境と調和するように修景措置に配慮して建築することが望まし

いと考えることから、このような規定を設けております。 

 

次に、２つ目の変更点であります地区計画と建築条例との整合性を図るための修正

について説明いたします。 

建築条例は建築基準法に基づき地区整備計画に定められている事項について条例

に定めることが出来ます。 

これまで、八戸駅西地区については地区計画が条例化されていなかったため、届出

制度により都市政策課で地区計画に適合しているかどうか審査を行ってまいりまし

た。 

地区計画が条例化されると、建築物を建築する際、確認申請にて建築主事もしくは

指定確認検査機関が地区計画に適合しているかどうかを審査することになり、適合し

ていない場合、確認済証の交付ができないことになります。 

この修正は、地区計画が条例化された際、地区計画に適合しているかどうかという

審査を行う機関が変わることから、運用上支障が生じないよう記述の統一であったり、

補足を加えるものでございます。新たに制限が加わるものではなくて、制限の内容が

変わるものでもございません。 

なお、具体的な修正箇所につきましては、配布資料の 16 ページの緑色の文字で表

している部分になります。 

 

次に、３つ目の変更点でございます、引用法令の一部改正に伴う修正について説明
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いたします。 

地区整備計画の建築物等の用途の制限について、建築基準法の規定を引用し定めて

おりますが、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、都市計画法、

建築基準法についても一部改正されます。 

改正の主な内容といたしましては、現在 12 種類ある用途地域について、都市農地

の保全・活用の観点から、農地と調和した低層住宅に係る良好な住環境の保護を目的

とし、新たに田園住居地域が創設されます。 

ここで、田園住居地域について補足の説明をさせていただきます。 

田園住居地域とは、農業の利用の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅にかか

る良好な住環境を保護するために定める地域であり、住宅系用途地域の一類型として

創設されます。 

良好な居住環境と営農環境を形成している地域をあるべき市街地像として都市計

画に位置づけ、農地の開発規制であったり、農業用施設の立地を限定的に許容するな

ど、開発規制・建築規制を通じてその実現を図っていくものです。 

なお、当市においては農地のほとんどが市街化調整区域であり、市街化区域内にま

とまった農地が見受けられないことから、現段階では田園住居地域の指定を行う予定

はございません。 

ここから本題にもどりまして、先ほど説明いたしました田園住居地域が新たに創設

されることによりまして、地区整備計画で引用しております建築基準法別表第２（ち）

といたしまして、田園住居地域内に建築することができる建築物が加わりまして下の

項目がずれてまいります。参考資料 16 ページの左側、建築物等の用途の制限の⑤工

場のところで建築基準法別表第２を引用し定めておりますが、青字で表記しておりま

す「ぬ」、「る」に修正するものです。修正前は「い」、「ぬ」であったものを、「ぬ」、

「る」に修正しております。この修正についても、２つ目の変更点であります建築条

例との整合を図るため修正と同様に、新たに制限が加わるものではなく、また制限の

内容が変わるものでもございません。条項がずれたという事でございます。 

 

最後に今回の都市計画変更のこれまでの経緯と今後の予定について説明いたしま

す。 

本日ご説明した変更案については、昨年９月 15 日に地域住民を対象に説明会を行

い、その後の２週間で条例に基づく縦覧及び意見書の受付を行いました。 

これについて、大きな意見や意見書の提出はございませんでした。 

その後、11月 15日に県への事前協議を終えております。 

また、１月 18 日に全市民を対象に説明会、その後の２週間、法に基づく縦覧を行

いましたが、こちらも大きな意見や意見書の提出はございませんでした。 

そして本日の八戸市都市計画審議会での審議を経た後、４月１日の決定告示をした

いと考えております。 

以上で、八戸駅西地区計画の変更案の説明を終わります。 
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○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。ただいまの説明についてご意見、ご質問等がござ

いましたら挙手をお願いいたします。本日諮問された内容ですね、八戸都市計画地区

計画の変更ということについて説明いただきましたけれども、質問、コメント等あれ

ば。 

はい、岩藤委員、お願いします。 

 

○岩藤委員 

はい、よろしくお願いいたします。八戸地区では現在９箇所の地区計画が行われて、

今３つ目ということでございますけれども、この中で今シンボルロードとかいろんな

ことが重要課題として整備していくのでしょうけれども、シンボルロードのとこでの

例えばバリアフリー化だとか、そういったところのイメージというものはあるのでし

ょうか。 

歩道なども結構広いし、両側も十分に取られている。八戸市の玄関としてこれから

いろいろな意味で、奥のほうにはこれからスケート場も建設される予定だと聞いてお

りますけれども。 

そういった意味で、例えば駅に降りてそこまで車椅子でいかれる方だとか、そうい

った方たちの整備ということについては何か配慮しているところがございますでし

ょうか。わかっている部分でよろしいかと思います。 

 

○会長（武山委員） 

はい、お願いします。 

 

○事務局（三浦参事） 

駅西区画整理事業所の三浦と申します。シンボルロードのバリアフリーに対する説

明をいたします。歩道の幅員が５メートルあるのですが、勾配は１パーセントで行動

円滑化基準等に合っている１パーセントでございます。これは下のほうが排水性舗装

になっておりまして、非排水だと２パーセントくらいとらないと水はちゃんと流れな

いのですけれども、排水性舗装をとったことによって横断勾配を１パーセントという

ことにしております。こういう１パーセントにすることによって歩行者が歩きやすい

ということです。 

あと、脇のほうに点字ブロックを入れておりまして、色弱の方に対応しているとい

うところが主なバリアフリーの対応になります。 

以上でございます。 

 

○会長（武山委員） 

よろしいでしょうか。続けて。 
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○岩藤委員 

ありがとうございます。そうすれば５メートルということですから、１パーセント

だと１メートルで１センチメートルですか。それくらいやさしい勾配だとすればバリ

アフリーとすればそれなりの効果があるのかと思っています。 

照明などはどうなのですか。ここの照明はデザイン的には見えているのですけれど

も、ここのところは多分 24 時間ついたままの照明として整備されるのかと思うので

すけれども、その辺は。 

要するに弱者に対するメリットであればやさしい照明だとか、そういうところがあ

ればありがたいのかと思っていました。その辺をまたお聞かせ下さい。 

 

○事務局（三浦参事） 

照明についてご説明いたします。照明は連続照明になっておりまして、交差点のと

ころは交差点の照度を確保と、それから沿道についても、数字を忘れましたけれども、

いわゆる歩道における照度の基準を満たしております。 

そして、色なのですけれども、電球色の照明で、皆様、駅広の一般車両のシェルタ

ーの照明を見ていた方もいらっしゃると思いますけれども、電球色の色合いで照明を

計画しておりました。 

 

○岩藤委員 

はい、ありがとうございます。それと、このパースというかイメージ図を見ると、

９ページなどを見ているとすごくにぎわいがある。 

ここのところにはバス停も設けられるのですか。それとバス停が設けられるのであ

ればお年寄りにやさしい雨風の当たらない、そういった待機する場所があればこれか

らの施設としてすごく喜ばれるのではないかと思います。 

その辺はどうでしょうか。 

 

○事務局（石橋参事） 

その場所はバスの停留所を設けられる場所ではないです。歩行者のみということで。 

 

○岩藤委員 

はい。そうすれば、ここの空間というものは日常的には憩える空間として整備され

るのでしょうけれども、あとは見ている限りだと樹木がありますけれども、例えばベ

ンチとか、シンボル的な噴水のようなものなど、そういったことを設置するというこ

とはございますか。教えて下さい。 

 

○事務局（豊川副所長） 

駅西事業所豊川と申します。 
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シンボルロードにつきましては、一応歩いて楽しい空間ということで、両側歩道５

メートル、中央分離帯 12 メートルという、歩いて楽しめる空間として整備をしてお

ります。 

このイメージパースだと木をかなり植えているという状況になっていますけれど

も、あくまでイメージですので、実際はもう少し木が少ない状況になっております。

奥のほうに向かって緑を多くするという形で整備をしております。 

それと付属施設になりますけれども、一応道路法上の関係でベンチのみということ

で、テーブルなどは一応付けない。あとは噴水とかモニュメント等も付けないという

形になっております。 

平面図をお願いできますか。その代わりにこの多目的スペースのような 10 メート

ル×10 メートルといったイベントスペース的なものを設けて、ここでいろんなイベ

ントをしてもらうという形で計画をしております。 

以上でございます。 

 

○岩藤委員 

ありがとうございました。要するにこの駅西地区、東地区もそうでしょうけれども、

八戸市駅の玄関口、東西あるわけで、せっかく整備するのであれば皆さんが来て、夏

でも駅西に行ったらやすらげる空間がある。今でもそうなのですけれども、東口に行

ったらそれなりにやすらげる場所があるといった付加価値のあるような駅にしても

らえれば、八戸市ももっとアピールしていけるのではないでしょうか。そしてまた人

に集まってもらえればより活性化につながっていくような気がしております。 

以上です。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございました。そのほか質問、ご意見等あればお願いいたします。

何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

それでは本日市長から諮問いただきました議案第１号につきまして、当審議会とし

て、提案に対し意見なしということで答申してよろしいでしょうか。 

 

○委員 

はい。 

 

○会長（武山委員） 

では異議なしということで、そのようにさせていただきます。 

それではここで議案第１号に関連して報告案件ということになりますけれども、八

戸都市計画地区計画の改正についてということで、事務局から説明をお願いします。 
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○事務局（大南次長） 

それでは報告案件ということで八戸都市計画地区計画の改正についてご説明いた

します。 

まず今回改正する地区の場所についてでございます。 

お手元の参考資料の 19ページをお開き願います。 

今回の改正する地区の場所ですけれども、沼館地区と沼館第二地区の２箇所になり

ます。 

次に改正の内容でございますけれども、同じく参考資料 22 ページをお開き願いま

す。 

 

最初に沼館地区の説明をいたします。 

地区計画の新旧対照表になりますけれども、赤字部分が改正の箇所でございます。

区域の場所、面積、また、新たに再開発促進区を定めたものではなく、後ほど説明い

たします、同様の地区計画を定めている「沼館第二地区」と表記をあわせた内容にな

ります。 

23ページをお開き願います。 

こちらは地区整備計画の建築物の用途制限の部分になります。先ほど駅西地区計画

の説明でもありましたが、都市緑地法等の一部を改正する法律（４月１日施行）でご

ざいますけれども、これにより都市計画法、建築基準法について一部改正されます。

その際に地区計画に引用している建築基準法別表第２の用途地域等内の建築物の制

限について、新たに田園住居地域の制限（ち）が設けられることから条項にずれが生

じてまいります。それによって表にあります（ぬ）であったところが（る）に改正さ

れるものでございます。 

建築物の用途の制限の内容に変更があるものではございません。 

 

続きまして 27ページをお願いいたします。 

こちらは沼館第二地区になります。先ほど、沼館地区の名称、位置、区域、面積、

再開発等促進区の欄の表記は、こちらの沼館第二地区に合わせたものになります。 

28ページをお願いいたします。 

こちらは地区整備計画の建築物の用途制限の部分になります。 

先ほど沼館地区で説明しましたように、条項ずれによりまして、表にあります（り）

であったところが（ぬ）に改正されるものでございます。 

こちらも建築物の用途の制限の内容に変更があるものではございません。 

 

こちらの２件に関しましても４月１日の告示を予定しております。 

説明は以上でございます。 

 

○会長（武山委員） 
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はい、ありがとうございました。 

報告ということでございますので、報告を受けたということにさせていただきます。 

駅西地区の方はここで退席をいただいて。 

 

（駅西区画整理事業所職員 退室） 

 

○会長（武山委員） 

それでは、次第に従いまして議事の議案第２号になりますが、八戸市都市計画マス

タープラン（案）について、事務局の説明をお願いします。 

 

○事務局（大南次長） 

議案第２号八戸市都市計画マスタープラン（案）についてご説明いたします。 

都市計画マスタープランにつきましては、前回の審議会でお示ししておりませんで

した、マスタープランの冊子の第４章、ページは 123ページになります。それとその

後ろにあります参考資料が追加になっております。冊子としてはほぼ完成の状態とな

っております。第３章までは皆様から同意を得ておりますので、今回の議案第２号と

いたしましては第４章について説明してまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

それでは都市計画マスタープランの冊子の 123ページ、第４章 計画の実現に向け

てということで、大きく３つの項目で構成しております。１番として「基本的な考え

方」、２番目として「実現への取り組み」、３つ目として｢進行管理｣となっております。 

124ページをご覧いただきたいと思います。 

基本的な考え方ということで、八戸市都市計画マスタープランでは、都市計画の基

本理念の一つとして、多様な担い手による都市づくりの推進を掲げまして、将来都市

像の中では、協働を礎とした愛着と誇りを持てるまちの実現を目指すこととしていま

す。そのために、市民・事業者・ＮＰＯなどの様々な主体が、互いを認め合いながら

対等な立場で協力・連携するとともに、互いに役割分担しながらあらゆる場面におい

て協働して取り組む、協働のまちづくりを進めていくものとしております。 

124ページ、協働のまちづくり、右上のイメージというところでは市民・行政・事

業者がお互いに協力連携、役割分担をしながらまちづくりを進めていくところを示し

ています。 

125ページでは市民・事業者・行政それぞれの役割分担を表にまとめております。 

２の戦略的な取組みの推進では、この厳しい財政状況の中で効率的にマスタープラ

ンを実現していくためには、特に重要な事項を重点的に推進する視点が欠かせません、

と書いております。 

そして３つ目、既存の集積等の活用におきましては、これまで培ってきた都市基盤、

都市機能、都市活力などの集積や、長い時間をかけてはぐくんできた自然的資源、歴

史資源などを最大限に活用してまちづくりを推進します、と記載しております。 
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次に、126ページでございますが、都市計画の内容でございます。都市計画の内容

を整理して、現在八戸市で推進している都市計画について示しております。都市計画

として定めることができるもので土地利用、都市施設、市街地開発事業、土地利用の

中の地区計画等になっています。 

127ページは主要な都市計画の内容と現在の八戸市で定められているもの、茶色の

網掛けのところが現在の八戸市都市計画で決定されているものでございます。区域区

分や地域地区といったところを記載しております。 

 

128 ページにまいりまして、ここからは２ということで「実現への取り組み」、１

のまちづくりのあらゆる段階での協働、下のほうに少し見やすい形にまとめてありま

すが、協働によるまちづくりの進め方のイメージ、市民・事業者・行政それぞれが一

緒になって進めていくということで、まずはまちづくりの発意の段階、この段階では

市民・事業者・行政の誰からでも発意可能です。市民等・業者にＰＲし自発的な取り

組みを誘導していく。 

次の構想・計画づくりの段階におきましては、市民・事業者・行政が対等に協力し

て検討を進め、そしてそこには市民が必ず検討に加わる。 

次の計画決定の段階におきましては、市民・事業者・行政の合意形成、役割確認の

上でまちづくり計画を決定いたします。そして行政では都市計画決定を行います。 

次の実施・管理の段階におきましては、市民等・事業者による事業の推進、ルール

遵守、行政による公共事業の推進、規制・誘導といったところで、市民・事業者・行

政が互いに協力して管理を進めていく。 

最後、評価の段階におきまして市民・事業者・行政が協力して進捗状況を評価し、

今後の対応策などを検討・確認し、そして、また次のまちづくりの活用、計画の見直

しを行うという形で、市民・行政・事業者が協働してまちづくりを進めるという考え

方をまとめてあります。 

129ページはそれを細かく文章にして記載しております 

130ページをお願いします。２の２、規制・誘導制度や都市施設整備事業の決定・

変更ということで、最初の丸印のところでは地域地区等の規制・誘導制度を活用しま

す。２つ目の丸印では、必要な都市計画の決定を行います。そして、３つ目の丸印で

は既に都市計画決定されたものについては、必要に応じて変更を行いますとしており

ます。 

次の３の立地適正化計画制度の活用では、このマスタープランの見直しと同時に進

めております立地適正化計画ですけれども、都市機能誘導区域・居住誘導区域を定め

て都市計画マスタープランの一部となるものでございますので、それと一緒に活用し

ながら進めてまいります。 

131ページでございます。４、市街地開発事業の活用ですが、八戸市では土地区画

整理事業は 21 地区がこれまでに完了しています。このような土地区画整理事業の活

用を検討します。 
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５、地域・特区の特性に応じた自主的なまちづくりルールでは、その他の情報など

の提供を行ってまいります。そのルールの活用では最初の丸印のところで、建築協

定・緑地協定・まちづくり協定などのまちづくりのルールを定めることができます。  

そして次の丸印では、八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例の周

知その他の情報などの提供を行ってまいりますとしております。 

６の開発許可制度等の適切な運用では、開発許可制度は無秩序な市街地の防止を図

る、あるいは開発行為の適正な水準を確保するための制度でございまして、これらを

用いて適切な指導を行っていきます、としております。 

７番目の都市計画提案制度の活用では、都市計画区域において土地所有者やＮＰＯ

などが都市計画の決定または変更を提案できる制度です。市民等への周知を図るとと

もに制度適用の際の庁内の受け入れ体制・支援体制の構築を進めます、とまとめてお

ります。 

次に 132ページにまいりまして、都市計画提案制度によるまちづくりの流れを見や

すく表にしています。下の８番の地区を単位とするまちづくりの推進では、生活にも

っとも身近な地区でございますが愛着を持つことができる「わがまち」であり、ただ

単に思っているだけでは優れた点を守ることも問題を改善することもできませんし、

ただ行政に要望するだけでも不十分でございます。2番目の丸印で、自ら主体的に行

動すること、すなわち、地区で協力しあい責任を持ってまちづくりに取り組むことが

必要です、としております。 

次の 133ページは協働のまちづくりの機運の醸成で①の市民等・事業者・行政のま

ちづくりの意識の醸成では、先ほどのとおり「わがまち」への愛着を深め、まちづく

りの重要性を理解できるようにＰＲですとか、研修会、シンポジウムなどを積極的に

開催します。そして、子供たちに対するまちづくり学習の推進や楽しいまちづくりの

イベントなどの実施によって、まちづくり意識をはぐくみます。 

そして、②ではまちづくり活動に対する支援といたしまして、最初の丸印で庁内連

携体制を強化します。２つ目の丸印で専門家を派遣します。３つ目のところでは相互

の交流の場を設けて、情報交換や連携を促進します。最後のところでは既存のまちづ

くりの市民団体、ＮＰＯなどの人材の活用を図りながら、まちづくりのリーダーを育

てます、とまとめております。 

③のまちづくりに関わる情報の公開ではまちづくりに関わる市の構想・計画や事業

などの施策に対して情報公開いたします。そして、市内外のまちづくり活動などに関

する情報を収集、整理し市民や事業者、行政で共有します。 

 

次の 10 の民間活力の導入では、財源負担の低減化、事業の効率化のために民間活

力の導入を図ります、とまとめております。 

134ページでございますが、11の重点的・段階的な取り組みの推進といたしまして、

①社会の状況の変化等に適応した土地利用の実現では、適切な密度を持った市街地を

維持することで、生活を支える身近な都市機能を確保していく必要があります、とい
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うことで、立地適正化計画制度なども有効に活用しながら取り組みを推進します、と

しております。 

②圏域の中心都市としての役割を担う拠点の充実では、平成 29 年１月の中核市へ

の移行や八戸圏域連携中枢都市圏の形成などがございます。その立地適正化計画制度

なども有効に活用しながら、市全域はもとより、圏域全体の生活を支え、都市活力を

生み出す中心拠点（中心街地区）・広域機能拠点（八戸駅周辺地区と田向地区）への

様々な都市機能の集積を推進してまいります。 

③拠点を核とする公共交通ネットワークなどの維持・充実につきましては、自家用

車に過度に依存しなくても暮らしやすいまちづくりを進めていく必要があります。そ

のためには、公共交通ネットワークなどの維持、充実を推進してまいります。 

④生活基盤の充実のところでは、市内にはまだ生活基盤の未整備な市街地が残され

ておりまして、その整備・充実を推進します。その実現にあたりましては、地区住民

などによる地区を単位とするまちづくりへの主体的な取り組みが重要となります、と

しております。 

 

135ページの３番「進行管理」につきましては、最初の管理・評価のところで、マ

スタープランにつきましては、20年後、平成 50年を目標としておりますが、概ね５

年を１サイクルとして、都市計画基礎調査、各種統計データ等に基づいて状況の変化

を分析・評価し、改善を図る「ＰＤＣＡサイクル｣を繰り返すことにより、将来像の

実現を推進していきます。 

 管理体制につきましては、評価結果について、八戸市都市計画審議会に報告し、い

ただいたご意見を踏まえながら取り組みを改善、充実などを検討いたします。 

 計画の見直しは、策定後概ね 10年後の見直しを基本といたしております。 

 

137ページからは参考資料になります。 

138ページは、検討体制、庁内の連絡会議、都市計画審議会、策定委員会、市民参

加等もございました。 

139ページは、策定委員会の皆様の委員の名簿を記載しております 

140ページは、庁内の連絡会議の名簿でございます。役職を載せております。 

141 ページは、策定までの経緯ということで、平成 27 年８月の第１回策定委員会

から 29 年度２月の都市計画審議会への諮問・審議会の報告そして第８回庁内連絡会

議といったところまでの経緯を載せております。 

142ページは、策定委員会の開催日とその主な議題を記載しております。 

143ページは、市民参加の記録ということでワーキング会議につきまして、平成 27

年、28年、29年と実施しています。下の写真はその会議の風景を載せています。 

144 ページにまいりまして、市民まちづくり懇談会でございますが、平成 28 年度

には 20回、平成 29年度は全部で 13回の懇談会を開催いたしております。 

そして３番、関係団体ヒアリングということで、八戸市中心市街地活性化協議会で
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すとか、商工会議所、農業協同組合などの皆様からのヒアリングを実施しています。 

145ページの４番は、市民活動団体のグループインタビューということで、協働の

まちづくり推進委員会、ミセスＶ６などの団体の方々のインタビューを実施しており

ます。 

そして５番、パブリックコメントということで平成 29年 11月９日から 12月８日

まで、ホームページですとか、公民館などで、マスタープランの素案を公表して意見

を求めております。 

次の 146ページからは、用語解説ということで最初がアルファベット順、次があい

うえお順という形で用語解説を載せております。 

 

 第４章と参考資料の追加となった部分の説明でございます。 

 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。それでは、ただいまの説明について質問、ご意見、

コメント等あればお受けしたいと思います。主として第４章以降ということでご説明

いただきましたけれども、はじまりのところですかね、市長の言葉からはじまって、

写真が加わっていたりなどですね。あとは 15 ページの都市計画道路の整備状況、あ

と 14 ページに土地区画整理事業の一覧を載せるなど、細かいところで出された意見

等でところどころ修正になっている部分もございます。 

何かあれば。はい、それでは冷水委員。 

 

○冷水委員 

135 ページの進行管理のところです。計画の見直し、策定後概ね 10 年後を基本と

してということでうたわれています。これからの状況を考えると、人口減少とかいろ

いろな問題が山積しているわけですので、もしかすると 10 年経たないうちに見直し

の必要が迫るかもしれない。そのような部分については弾力的に年数を設定できるの

か。必ずしも 10 年でなければいけないのか、その辺の考え方をお知らせいただきた

いと思います。 

 

○会長（武山委員） 

事務局のほうからお願いします。 

 

○事務局（石橋参事） 

都市計画マスタープランそのものが 20 年後の将来像といったところで計画を立て

ているものになります。平成 16年に立てて、今回は初めての見直しと、概ね 10年少

し経っての見直しということになっております。 

大きくは土地利用、まちづくりの方針というところではあるのですけれども、一番
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の根底にあるのは土地利用といったところの話になるかと思います。10 年より短い

期間で見直しということになるのかどうかは、現段階ではっきりわかりませんけれど

も、やはり 20 年後の未来といったところで、今初めて見直しをして最終的には 20

年後、平成 50 年頃の未来といったところをうたっていますので、早まるというより

は概ね 10年といっているところで、大体どの自治体も 10年前後で１回見直しをして

いるといったところが多いかと思います。 

 

○冷水委員 

考え方としてはよく理解できます。ただ今まで経験したことのないような形で社会

情勢などいろんなものが変わってきているということがありますので、概ね 10 年と

いうことについてはいいと思うのですが、状況を見ながらその辺は弾力的に考えてい

ったほうがいいのかなということで、そのことでご要望申し上げておきたいと思いま

す。 

 

○会長（武山委員） 

はい、ありがとうございます。今回も３年くらいかけてということになりますので、

５年経ったところで見直しをしても、８年、９年目にようやくというところになって

くるかと思いますけれども、これから急激に社会情勢等変わってくると思いますので、

その必要があればまた見直すなりということはしていくことになるかと思います。 

その他ございますか。はい。 

 

○武輪委員 

先ほどの 134ページのご説明の中で、②圏域の中心都市としての役割を担う拠点の

充実ということで、前回策定から大きく変わった要素だと思いますので、この項目は

重要だと思うのですが、この件が第３章までの中で具体的にどのように反映されてい

るか、そういう部分があるのか。八戸都市計画のマスタープランではありますけれど

も、この近隣町村との関わりですとか、八戸をどういう形で近隣町村の部分も含めて

活用してもらいたいのか。あるいは八戸が近隣町村の特徴を活かしていくということ

がこの計画の中にあってもいいのかと思うのです。前回の説明をよく記憶していない

のですけれども、その辺に関わる部分がありましたらお知らせいただければと思いま

す。 

 

○事務局（石橋参事） 

最初に 19ページで八戸市の概況と課題といっているところで、その 19ページの６

番目、中核市への移行、連携中枢都市圏への形成といったところで、八戸市ではこう

いった圏域をにらんだまちづくりが必要だといったところで課題として上げており

ます。それから 20 ページの下から４番目です。広域の中心都市としての役割の発揮

といったところで八戸市の概況と課題といったところでまとめております。 
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それからまちづくりに関しましては、立地適正化計画とも若干被るのですが、将来

都市構造といったところで 27 ページですか。２番目の拠点といったところです。中

心拠点といったところで１番目の中心拠点の大体真ん中くらいですか。多様な高次都

市機能の集積を図ることで、都市全体やというところの都市は八戸市、それから圏域

全体の便利で快適な生活を支えるといったところ、こういった圏域をにらんだような

まちづくりも必要ですといったところで書いているところになります。 

それから広域機能拠点といったところで、八戸駅周辺地区、あるいは田向地区とい

ったところにおきましても、やはりこの八戸駅周辺では八戸市内だけではなくて、広

域の玄関口としての役割を担う拠点といっているところで、やはり広域拠点として八

戸駅周辺地区をつくっていくと。それから田向地区に関しては、特に医療・保健・福

祉機能の集積を図るといっているところで、やはり市内だけではなくて圏域も含めた

いろいろなところから利用できる場所というところで、医療関係のまちづくりといっ

たところで田向地区を挙げているところになります。 

圏域全体の部分というのは、八戸市の都市計画マスタープランといったところで、

圏域の部分でどこまで踏み込めるかというところで少し疑問が残るところではある

のですけれども、やはりこういって随所に圏域といったものを意識した都市構造です

とか、将来像といったところでとりまとめているといったところになります。 

 

○武輪委員 

もう少し突っ込んだところがあってもいいのかという気がいたします。 

 

○会長（武山委員） 

交通の辺りとか、特に駅の周辺の辺りでは幾分書き込まれている部分があるのかと

思います。 

そのほかございますか。よろしいでしょうか。 

他にご意見ないということであれば、審議会としてこの議案第２号、八戸市都市計

画マスタープラン（案）について同意するということにさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

ひきつづき、議案第３号八戸市立地適正化計画（案）について、事務局の説明をお

願いします。 

 

○事務局（大南次長） 

  それでは、議案第３号八戸市立地適正化計画（案）についてご説明いたします。 

 立地適正化計画につきましては、前回の審議会で計画全体の内容につきまして、皆

様より同意をされておりましたけれども、今回、評価指標の目標値につきましてお示

ししておりませんでしたこちらにつきまして、今回追記しておりますので、この説明

をいたします。 

資料の方は冊子、八戸市立地適正化計画資料の 30ページをお開き下さい。 
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30 ページの評価指標の目標値のところになります。前回の説明では、現況値・目

標値といったところで、№１から４までございますけども、２の街なかの歩行者通行

量、３地域公共交通の利用者数、４の主要駅の乗降客数の目標値、平成４０年、平成

５０年のところが空欄となっておりました。 

２番の街なかの歩行者通行量から順に説明をしてまいります。 

こちらの現況値のところで、前回、平成 28年度の 4.7万人という数字を載せてお

りました。この担当課と打ち合わせしましたところ、既に平成 29 年度の調査が終わ

っておりまして、その調査では 5.8万人という結果が新聞等々でも公表されていると

いうことで、こちらの方の現況値をまず修正させていただきました。 

それから、平成４０年、平成５０年で 6.5万人という数値を上げております。こち

らの数値は中心市街地の活性化に関する基本的な方針として策定した、第２次中心市

街地活性化基本計画の中で掲げている目標値でございます。この 6.5万人と申します

のは、現在、中心市街地で建設が進んでおります「マチニワ」ですとか、新規に整備

を始めようとしています新美術館ですとか、そういった公共施設が整備された際には

達成できるだろうといった目標の数値でございます。これに合わせた内容で立地適正

化計画にもこの数値を載せることにいたしました。 

平成４０年、平成５０年共に 6.5万人という数字を掲げておりますけれども、やは

り根拠となる数値であるといったことと、これ以上落とさないといった下限値として

捉えて平成５０年であっても 6.5 万人を下回らないようにといった目標値として載

せております。 

３の地域公共交通の利用者数でございますが、平成２６年度で 29.4回/人・年、と

いうことで年間で利用しているといった数値でございますが、これは八戸地域公共交

通網形成計画という計画がございまして、そちらで乗せている数値になります。立地

適正化計画の内容で検討していきますと、人口減少の中にあっても居住誘導区域の中

の人口密度を維持していく観点から、最低限でもこの現況の 29.4回/人・年といった

数値を守っていくべき下限値として捉えまして、平成４０年、平成５０年も同様の数

字を載せております。 

４の主要駅の乗降客数でございますが、公共交通の要であります新幹線駅でありま

すとか、中心市街地に直結しますＪＲ本八戸駅の乗降客数を、人口減少の中におきま

しても都市機能の集積状況、あるいは街なかへの誘客を図っていくためのバロメータ

ーとして捉え、やはりこちらも 250万人を下限値として捉えてそちらの方の数値を載

せている内容となっております。 

評価指標のところの前回抜けていましたところのご説明でございます。 

 

○会長（武山委員） 

それではただ今の説明についてご意見、全体についてでもよろしいですけれども、

ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 
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（ 意 見 な し） 

 

特にご意見ないということであれば、審議会としてこの議案第３号の八戸市立地適

正化計画案について同意するということにさせていただきたいと思います。 

それでは以上で本日の議案審議を終了したいと思います。進行を事務局にお返しし

ます。 

 

○司会（石橋参事） 

ありがとうございました。 

それではこれをもちまして、第 110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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


