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第１１１回八戸市都市計画審議会 

議 事 録 
 

 

 

出席委員（9名） 

 

 第１号委員 

 

  武 山  泰  （八戸工業大学教授） 

 

馬 渡  龍  （八戸工業高等専門学校准教授） 

 

  岩 藤  壽 通  （元八戸市建設部部長） 

 

 第２号委員 

 

工 藤  悠 平  （八戸市議会副議長） 

 

 第３号委員 

 

  田 中  慶 裕  （国土交通省東北地方整備局 

青森河川国道事務所八戸国道出張所長） 

 

  藤  田   公  （青森県三八地域県民局地域農林水産部長） 

 

 

 第４号委員 

 

奥 田 マサ子  （八戸農業協同組合） 

 

  菊 地  敏 男  （公募委員） 

 

  中山  恵美子  （公募委員） 
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 事務局出席者 

 

   大 志 民  諭   （都市整備部長） 

 

   畠  山   智   （都市整備部次長兼都市政策課長） 

 

   小 泉  昭 一   （都市政策課副参事 都市計画グループリーダー） 

 

   向 井  静 江   （都市政策課主幹） 

 

   大 塚  勇 介   （都市政策課技師） 

 

   鈴 木  一 真   （都市政策課技師） 
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第 111回八戸市都市計画審議会 
 

 

平成 30年６月 27日（水）14:00～15:00 

八戸市庁別館 8階 研修室       

 

○事務局（小泉 GL） 

 本日は、お忙しい中、ご出席下さいまして誠にありがとうございます。 

 ただいまより、第 111回八戸市都市計画審議会を開会いたします。 

 はじめに、市長より御挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 

 

○市長 

第 111回八戸市都市計画審議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日、皆様には、大変お忙しい中ご出席をいただきまして、誠にありがとうございま

す。 

 また、このたびは、八戸市都市計画審議会委員への就任を快くお引き受けいただき厚

く御礼申し上げます。 

 さて、近年、全国的に人口減少や高齢化が深刻化しており、八戸市も例外ではなく、

これまで以上に、移動しやすく、住みやすいコンパクトなまちづくりが求められており、

都市機能の集約化や公共交通の利用促進などを推進していく必要があると考えておりま

す。 

当市におきましては、昨年度末に円滑な公共交通ネットワークの形成と連携した八戸

市立地適正化計画を策定し、この計画に基づき、高齢者も含めた全ての市民が住みやす

い、住み続けられるまちづくりを進めていくこととしております。 

また、中核市に相応しい、魅力・活力があるまちづくりを進めることで、八戸圏域の

中心都市として、圏域全体を牽引する役割もございます。 

以上のことからも、本審議会の果たす役割はきわめて重要なものと認識をしておりま

す。 

 どうか、委員の皆様には、審議会におきまして忌憚のないご意見と、今後とも魅力あ

るまちづくりにご協力を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶といたします。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（小泉 GL） 

 小林市長、ありがとうございました。 

 それでは、次第にしたがいまして組織会を進めてまいります。 

まず、八戸市都市計画審議会委員の委嘱状交付を行います。 

お名前を呼び上げますので、その場にてご起立願います。 

 

  武山（たけやま） 泰（やすし） 様 

  馬渡（まわたり） 龍（とおる） 様 

  岩藤（いわふじ） 壽通（としみち） 様 

  工藤（くどう） 悠平（ゆうへい） 様 

  田中（たなか） 慶裕（よしひろ） 様 
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  藤田（ふじた） 公（あきら） 様 

  奥田（おくた） マサ子（まさこ） 様 

  菊地（きくち） 敏男（としお） 様 

  中山（なかやま） 恵美子（えみこ） 様 

  

以上となります。2年間どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 議事に入る前に、事務局職員の紹介と、資料の確認をしたいと思います。 

大志民 都市整備部長です。 

  畠山 都市整備部次長兼都市政策課長です。 

  向井 主幹です。 

  大塚 技師です。 

  鈴木 技師です。 

 そして、わたくし、都市計画グループリーダーの小泉でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

続きまして、本日の資料の確認をいたします。 

資料は、次第、席図、出席者名簿、条例、説明資料、広報はちのへとなっております。 

 お手元に資料のない方は、お知らせ下さい。 

ない方いらっしゃいますか。 

 

ここで事務局よりご報告申し上げます。 

 本日は所用のため、八戸学院大学の奈良委員、八戸商工会議所の武輪委員、八戸青年

会議所の田島委員、八戸市立公民館館長会の目澤委員、八戸市社会福祉協議会の阿部委

員が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木

戸委員もご欠席となっておりますが、青森県三八地域県民局地域整備部次長の三浦様が

同席されております。 

委員 15名中 9名が出席しておりますので、八戸市都市計画審議会条例第６条第２項の

規定により、会議が成立することをご報告申し上げます。 

 

それでは、ただいまより本日の議事案件でございます、会長選任及び職務代理者の指

名に移らせていただきます。 

 会長につきましては、八戸市都市計画審議会条例第５条第１項に基づき学識経験のあ

る者として委嘱された委員のうちから、委員の互選により定めることとなっております。

新しい会長が決まるまでの仮議長を小林市長にお願いしたいと存じます。 

小林市長、よろしくお願いいたします。 

 

○市長 

それでは、しばらくの間、仮議長をつとめさせていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 
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早速ですが、会長の選任に入りたいと思います。どなたかご意見はございませんか。 

 

○岩藤委員 

はい。 

 

○市長 

  岩藤委員。 

 

○岩藤委員 

  これまでの経験や見識などから、武山委員を会長に推薦したいと思います。 

 

○市長 

はい、ありがとうございます。 

ただいま、岩藤委員から会長に武山委員をというご意見がありましたが、皆様いかが

でしょうか。 

 

～「異議なし」の声～ 

 

ご異議ないようですので、会長には武山委員が就任することに決定いたしました。武

山委員よろしくお願いいたします。 

 

○事務局（小泉 GL） 

では、武山様よろしくお願いします。 

一言ご挨拶を頂戴したいと存じます。 

 

○武山委員 

 引き続き会長を務めさせていただきます。先程、市長からも話がありましたように、

これから、高齢化とか、いろいろな課題も山積していますし、屋内スケート場ができて、

マチニワができて、美術館もできるということでこれからの街も大きく変わっていくの

かなというところでありますので、今後、議題や審議事項等ありましたら活発な審議を

お願いしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

○事務局（小泉 GL） 

武山様、ありがとうございました。 

なお、小林市長は公務のため、ここで退席させていただきますことをご了承願います。 

 

○市長 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

～市長退席～ 
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○事務局（小泉 GL） 

それでは、武山様は議長席にお移りいただき、議事の進行をお願いしたいと存じます。 

 

○会長（武山委員） 

それでは、ここからの進行を私のほうで進めさせていただきます。 

まず、条例にあるとおり、職務代理者を決める必要があります。本日欠席しております

が、引き続き、奈良委員に職務代理者をお願いしたいと考えております。 

皆様よろしいでしょうか。 

 

～「異議なし」の声～ 

 

それでは奈良委員に職務代理者をお願いしたいと思います。 

引き続き、議事録署名者の選任を行いたいと思います。 

私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

 

～「異議なし」の声～ 

 

ご異議ないようですので、藤田委員と中山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、組織会ということで議事は以上ということになりますが、事務局から、「その他」

として都市計画に関する情報提供があるようですので、よろしくお願いします。  

 

○事務局（畠山 都市整備部次長兼都市政策課長） 

それでは都市政策課のほうから都市計画に関する情報提供ということでご説明させて

いただきたいと思います。 

 本日は大きく４点ということで、①～③につきましては昨年度までの継続していただ

いている委員さんにつきましては既にご存知のところではございますけれども、④も含

めまして振り返りということでお聞きいただければと考えております。 

 

 はじめに、都市計画審議会とは何か、どういう組織であるかということを簡単にご説

明したいと考えております。都市計画審議会、都市計画法に規定されている機関でござ

いまして、八戸市につきましては昭和 44年から設置しております。 

まず 1 の職務のところが一番大事かなと考えておりますけれども、朱書きで書いてあ

るところでございます。難しく書いてありますけれども、①都市計画法によりその権限

に属された事項の調査審議をすること。それから、②市長の諮問に応じ都市計画に関す

る事項の調査審議をすることとありまして、何のことかちょっと分かりにくいのですが、

①につきましては、主に都市計画決定、都市計画変更の案件、道路、公園、用途地域、

これの審議をしていただくということととらえていただければよろしいかと思います。

②の市長の諮問に応じ都市計画に関する事項の調査審議ということですけれども、今回

は立地適正化計画につきましては都市計画法ではなくて都市再生特別措置法に基づきま
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した、都市計画に関する計画ということでございまして、②のほうに入るかと思います。

それから、建築基準法の許可の関係でごみ処理場とか卸売市場の位置が都市計画上支障

がないかどうかという意見を求められるところがございますので、そのあたりは②に入

るのかなと考えております。そういうことで、都市計画に関する審議をこの場でしてい

ただくのが職務ということになっております。 

それから２番の委員構成でございますけれども、名簿にもあるとおり、委員の構成に

つきましては大きく４つの構成で、１番、学識経験のある方、2番の市議会の議員、3番

の関係行政機関又は県の職員、４の市民、この４つで構成されるということで、委員数

は 15名でございます。 

それから３番の審議会の位置付けでございますけれども、朱書きで書いてあるとおり、

都市計画法の規定に基づきまして、都市計画を決定・変更する場合は、最終的に都市計

画審議会の議を経た上で決定するものとなっておりますので、審議会のほう極めて重要

な役割を担っていると考えております。 

ちなみに、昨年度の都市計画審議会の案件でございますが、駅西土地区画整理事業の

地区計画の変更をご審議いただいておりまして、一昨年につきましては、総合保健セン

ターの整備に伴います用途地域の変更をご審議いただいております。 

  

 次、２点目ですが、都市計画マスタープランにつきましてご説明いたします。都市計

画マスタープラン、旧マスタープランが平成 16年 3月に策定されておりまして、社会情

勢の変化を踏まえまして、昨年度までの３ヵ年に渡り見直しを行いまして、今年 3 月に

完成したものでございます。 

その概要でございますけれども、都市計画マスタープランとは何かということで、市

が目指す都市の将来像、それからその実現に向けたまちづくりの基本方針、あるいはそ

の取り組み手法等を示すものでございまして、都市計画全体の指針となるものでござい

ます。 

それから、市民の方には、マスタープランがまとまっておりますと、ホームページと

か見ていただくと市の都市計画の方向性がどういうものかまず分かるということと、他

の計画との整合性、統合性を確保することの拠り所となるものといった役割を担ってお

ります。 

旧プランからの大きな変更点でございますけれども、旧プランは南郷地域を含めない

マスタープランでございましたが、今回は加えております。それから、人口減少、少子

高齢化社会のまちづくりということでコンパクト＆ネットワークのまちづくり、これを

より強く表現した計画になっているということでございます。プランの目標年次は 20年

後の平成 50年というふうになっております。 

それから、プランの構成でございますが、八戸市全体の将来像を示す全体構想、市内

の身近な地域に区分し各々の将来像を示すということで、11 地区に区分しておりますけ

れども、地域別構想、それから、構想の実現のための進め方を示す推進方策、こういっ

た構成になっておりまして、将来都市像では「えがおをはぐくむ、えがおがつながるま

ち」ということを掲げさせていただいております。将来都市構造といたしましては、先

程言ったようにコンパクト＆ネットワークの都市構造を構築するということで整理して
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おります。 

 

 コンパクト＆ネットワークの都市構造ということなんですけれども、イメージという

ことで、今は人口減少社会ということで今まで以上に市街地の拡大を抑制する、コンパ

クトな市街地を形成していくということと、公共交通ネットワークのほうですね、公共

交通等を充実させることで人口が減少していく中でも都市活力を維持・向上させながら、

市民の皆様が住みやすい、住み続けられるまちを実現していくということがコンパクト

＆ネットワークということでございます。 

下の図ですね、都市構造の形成イメージということで、黄色が市街地になります。そ

の周辺に調整区域っぽいんですけれども、田園ゾーンということで、赤と黄色のところ

が拠点ということでそれを公共交通ネットワークで結ぶといったイメージ、こういった

まちをめざしていくということになるかと思います。 

 

 都市計画マスタープランの位置づけでございます。赤に都市計画マスタープランがあ

りますと、上位計画といたしましては、市全体の計画であります八戸市総合計画、それ

から、県が策定いたします八戸都市計画区域マスタープラン、これが上位計画になりま

す。市の総合計画は南郷区域を含んでいる計画なんですけれども、八戸都市計画区域に

つきましては南郷区を除く区域、旧八戸市、おいらせ町の一部が八戸都市計画区域とな

っておりまして、その都市計画の整備、開発及び保全の方針を示したのが県の都市計画

のマスタープランとなっております。 

次に都市計画マスタープランの横のほうになりますけども、関連計画ということでご

ざいます。都市政策課が事務局であります地域公共交通会議が作成しました公共交通の

マスタープランである地域公共交通網形成計画、公共施設等総合管理計画、農業の計画、

環境の計画、防災の計画等が関連計画として挙げられると思います。 

それから都市計画マスタープランの右下のほうに都市計画マスタープランに基づく個

別計画というのがぶら下がっている形になっておりまして、公園の計画であります緑の

基本計画、それから中心市街地活性化基本計画、八戸市景観計画等がございます。 

一番下のほうに矢印が引っ張ってありますけれども、マスタープランに基づきまして

個別の都市計画決定・変更等が出てくるという形になります。 

次に説明します立地適正化計画ですけれども、これにつきましては赤の囲みの中に小

さく書いてありますが、都市再生特別措置法を基に策定した立地適正化計画でございま

すが、マスタープランの一部とみなされているということを頭に入れておいていただけ

ればと考えております。 

 

 次に３番目、立地適正化計画でございます。都市計画では、市街化を進展させる市街

化区域と抑制させる市街化調整区域というのを線引きと称して２つに分けているわけな

んですけれども、立地適正化計画というのは、人口減少、超高齢化社会が進展する中で

も高齢者をはじめ、すべての方が暮らしやすいまちを作っていこうということで、これ

までの市街化区域をさらに、もっと暮らしやすい地域はここですよということで誘導す

るようなものが都市再生特別措置法でできまして、立地適正化計画ということで都市計



9 

 

画マスタープランの見直しと一緒に今回策定したものになります。 

スクリーンにはイメージを映しておりまして、この破線が市街化区域、市街化を進展

させるエリアということになっておりますけれどもその内側に立地適正化計画で、居住

誘導区域というものを設定させていただいております。 

どういうところを設定しているかといいますと、薄くて見にくいのですが、路線バス

等の公共交通ネットワークの軸になるところの沿線を中心に居住誘導区域というものを

設定いたしまして、集合住宅、宅地分譲等をここに誘導してくる、居住誘導区域の中の

人口密度を維持していくことで暮らしやすいまちを作っていくということでございます。 

それから居住誘導区域、この水色の区域の中の都市の拠点となるような区域に都市機

能誘導区域という赤の丸で書いた、ここでは 3 つ書いてますけど、それを設定いたしま

して、この中に都市機能の増進を図るための施設、例えば大規模な商業施設、大規模な

病院、交流機能を備えた複合施設等を誘導していくことで都市機能の集積を図っていく

というような都市構造を目指す計画としております。 

 

 これは八戸市全体の居住誘導区域と都市機能誘導区域を表した図面でございます。水

色の線になっているところが路線バスの幹線軸でございまして、路線バスの沿線と鉄道

駅の周りを中心に居住誘導区域を定めております。ここにつきましては、公共交通の利

便性が高いエリアであり、移動しやすいエリアということで居住誘導区域として定めて

おります。 

都市機能誘導区域は 3 箇所ありまして、赤の斜線で表示しているのですが、中心街地

区、田向地区：市民病院があり、保健センターが建設される地区、八戸駅周辺地区：駅

の東口、西口の両方、その 3箇所を都市機能誘導区域として定めております。 

 都市機能誘導区域では、どういう施設を誘導していくことを定めているかと申します

と、デパート等の大規模集客施設、一般病床 200 床以上の病院、医療・保健・福祉など

の複合的な機能を備えた施設を含む大規模病院等、これは保健センターが当たるのかも

しれませんけれども、それから興行場や文化・交流機能を備えた施設を含むその他集客

施設、八戸駅西地区の多目的アリーナはこれにあたるということになっております。 

 

 居住誘導区域につきましては、お手元の資料をご覧いただきたいと思います。 

別紙資料、広報はちのへ 4 月号の抜粋でございますけども、居住誘導区域の設定に伴

いまして、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅系の開発やアパートの計画をしている

場合は届出が必要になったというものでございます。 

届出の対象となる行為は資料中ほどに記載されておりますとおり、宅地分譲等により 3

戸以上の住宅を建築する場合、3世帯以上が入居するようなアパートやマンション等とい

った集合住宅を建築する場合、1戸、2戸でも敷地規模が 1,000㎡以上の住宅を建築する

場合が対象となりまして、居住誘導区域内に建てる場合は届出が不要ですけど、区域外

に建てる場合には届出が必要ということで、行政といたしましては、民間の建築活動を

把握するという意味で届出制度を行うということになっております。 

3 月 31日から今日時点では、開発行為につきましては 1件、建築行為につきましては

7 件の届出がございます。周知広報につきましては、広報はちのへのほか、宅建業協会、
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不動産協会の説明会を行いまして、制度の周知を図っております。 

 

 今日の報告の 4 点目でございます。都市計画道路の見直しでございます。県が主体で

ございますが、市町村が一緒にやるものでございます。 

都市計画道路というものでございますが、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るた

め、都市計画法に基づいて決定された道路となっておりますけれども、高速道路から幹

線道路、補助幹線道路という身近な道路までいろいろありますけども、普通の道路と都

市計画道路、何が違うかと申しますと、目的と効果というところに書いてございますけ

ども、都市に必要な道路の建設を円滑に行うため、事前にルートを示しまして、道路敷

地につきましては建築制限をかけます。木造 2 階建てまでですと建築許可になるんです

が、鉄筋コンクリートの建物とか堅い建物につきましては許可が下りないということで、

将来の道路の計画を担保するために建築制限をかけさせていただきまして道路整備が円

滑に進むようにしているというものが都市計画道路でございまして、比較的重要な道路

を都市計画決定するということでございますが、現在、長期未着手道路が発生しており

まして、その弊害、課題が出ております。40 年も前に決定されたけど、着手していない

とか、そのことにより、地権者の将来生活設計に支障が出たり、土地の有効活用、土地

売買に影響が出たり、あとは不要な建築制限を長年かけているというような弊害があり

まして、国の方針でございますけれども、各都道府県を中心に市町村と協力しながら都

市計画道路の見直しをするということになっております。 

平成 21～24年度、第 1回見直しをやっておりまして、その際には県全体で約 1割を廃

止しておりまして、その時点での未着手路線は決定延長の約 44％、半分近くが未着手と

なっている状況がございました。 

今回、第 2回見直しということで、県のほうから依頼されておりまして、平成 32年ま

で作業を進めていくということでございます。今後、庁内の関係課とこの道路はいるか

いらないかみたいなことを調整いたしまして、皆様のほうにご意見を伺う機会があるか

と思います。 

そういうことで、今後、皆様方にはよろしくお願いしたいと思います。情報提供につ

きましては以上でございます。 

 

○会長（武山委員） 

ありがとうございました。今、資料に基づいて 4点、情報提供いただきましたけども 

ただいまの説明について、ご意見ご質問等があれば、受けたいと思いますけれども、何

かございますでしょうか。 

 

○岩藤委員 

 この計画についてはこれまで私たちも何回かお聞きして理解しているつもりでして、

すごく良い計画だなと思っております。１つ確認ですが、畠山次長さんから居住誘導区

域内の開発が 1 件、建築のほうが 7 件でございましたという報告がありましたが、市街

化区域内における開発で、居住誘導区域内に誘導された件数もあるんですか。 
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○事務局（畠山 都市整備部次長兼都市政策課長） 

 届出があった物件は、そのまま建築されています。 

 

○事務局（鈴木技師） 

 届出が出てくるものが、市街化区域であれ、調整区域であれ、居住誘導区域外で行う

もので一定規模以上の建築行為、開発行為について届出が出てきます。平成 30年 3月 31

日以降、届出制度が始まったんですけれども、今回出てきた開発行為 1 件につきまして

は市街化区域内ではあるものの居住誘導区域から外れているため、届出が出ました。そ

の他の届出についてはアパートとかが建築される際にはほとんど対象になってきますの

で、そういったものが届出として今のところ出ている状況でございます。 

 

○事務局（畠山 都市整備部次長兼都市政策課長） 

 届出すれば建築可能ということで、特に罰則がないものでございまして、当初から居

住誘導区域外に建てたいというので、届出が必要なので届け出たということでございま

して、届出制度があるから居住誘導区域に誘導されたというところでは、届出制度が主

旨が若干違うかなと思います。私どもがどのように誘導していくのかという問いかけが

たぶん今後も続くと思いますが、公共交通が便利ということをこれから周知していかな

ければならないことだと考えておりまして、その点がまず１つ。それから、誘導策とい

うのは難しくて、飴みたいなものが本来は必要なんだと思いますけれども、これは中々

難しいということでございます。全国的にもやっておられるところはないんですけれど

も、現状を捉えていくことを考えたいなと思いまして、例えば、建築が居住誘導区域で

行われた動向、市民課の引越しの状況、そういったものを先進の富山市とかでは把握し

ている。そこから何が見えてくるのかというところから始めているのでありまして、先

進事例の状況を調査いたしまして、どのように、誘導策というところまで出せるかわか

りませんけれども、何とか考えていきたいなと思っております。 

 

○岩藤委員 

 ありがとうございます。個人的には、将来、誘導区域内で生活することは便利と思い

ます。私たちもこれから高齢になり、このような施策にお世話になるんでしょうけど、

特に土地の問題は様々で他所に行きたくても居住誘導区域内に希望の土地がない場合は

どうしてもそういうことは不可能になってしまいます。その辺の整合性というのは今後

ハードルを越えて行くには非常に高い部分だと思いますので今後いろんなことを勉強さ

れて、居住誘導区域に皆さんが容易に転居できるようなシステムができていけばありが

たいのかなと思っています。以上です。 

 

○事務局（畠山 都市整備部次長兼都市政策課長） 

 一言補足するとすれば、緩やかに誘導するというのを国も最初から認めていた制度で

ございまして、我々といたしますと、将来的に公共交通の維持というのを一生懸命やっ

て移動が便利であるというところを訴えていくのが現状になるのかなと思います。 
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○事務局（小泉 GL） 

 補足ですけど、国から立地適正化計画策定後、調査物、アンケートみたいなものがた

くさん来てまして、その中で居住誘導区域内の人口の調査というものも、4月にありまし

た。この調査というのは毎年調査するものだと思っていますし、立地適正化計画、マス

タープランは 5 年間で 1 回は見直していきましょうという計画になってますので、人口

の推移等を見ながら、施策が何かあれば考えていきたいと思っております。 

 

○会長（武山委員） 

 その他ございますでしょうか。 

 

○岩藤委員 

 7ページの立地適正化計画の中で都市機能誘導区域って、中心街と田向地区がございま

すけれども、田向のほうはこれまで医療拠点地区という意味合いがあるということがわ

かっておりますけれども、中心街での大規模病院ということは、将来的な話になるでし

ょうけれども、どういう施設を、具体的な施設とかって考えておられるのでしょうか。

あとは大規模商業施設ということについては再開発だとかをにらんでの施設をイメージ

されているのでしょうか。そこらへんをわかる範囲で結構ですので教えていただければ。 

 

○事務局（小泉 GL） 

 中心街地区での大規模商業施設とかは今は具体的には想定はないです。大規模病院の

ほうも中心市街地地区ではまだ想定はしておりません。 

 

○事務局（畠山 都市整備部次長兼都市政策課長） 

 これは逆に中心街以外だと商業施設は認めないということの裏返しだと考えていただ

ければよろしいかと思います。 

 

○岩藤委員 

 特別の具体はまだないということで理解してよろしいですか。はい。わかりました。 

 

○会長（武山委員） 

 その他ございますでしょうか。 

 

○岩藤委員 

 8 ページの都市計画街路について、24 年度末で未着手 509km とございますけれども、

都市計画街路の整備には非常に時間と労力、お金もかかることは理解していますが、八

戸市の場合は、今後廃止するような都市計画街路の路線とかってありますか。 

 

○事務局（小泉 GL） 

 県との協議はこれからになります。今、道路建設課へは意見を求めていまして、あと

は売市区画整理を担当している区画整理課と駅西区画を担当している駅西区画整理事業
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所とも後で打合せをして決めていきたいと思っております。今現在でどこの道路をどう

するっていうのはまだ決めておりません。 

 

○岩藤委員 

 はい。わかりました。 

 

○会長（武山委員） 

 関連するんですけれども、何か見直しのガイドラインのようなものは示されているん

ですか。 

 

○事務局（小泉 GL） 

 県で作成しましたガイドラインがありまして、ただ、これが平成 17年 8月に策定した

ガイドラインで、古いのですが、県も特別これを見直すということもないそうなので、

現在のこのガイドラインに沿って行っていくことになっています。 

 

○会長（武山委員） 

 他にございますでしょうか。 

 

○岩藤委員 

 今、3・5・1、県で整備されていると思うんですけれども、進捗とか分かれば教えてく

ださい。 

 

○事務局（小泉 GL） 

 県の事業で行うことになります。先日、会議で工事の予定を確認してきまして、さく

ら野から市庁前ロータリーの辺りまでを今年度から着工予定とのことです。歩道の拡幅

が多少あるとのことで、基本的には歩道の整備だそうです。車道のほうはきれいにする

程度のような説明でした。ただ、工事の時期については未定だそうです。早ければ今年

度の 12月とか 1月、冬からという話でしたけれども、予算次第という話でしたので、実

際、今年度着工するかどうかは未定とのことです。 

 

○岩藤委員 

 ありがとうございます。 

 

○会長（武山委員） 

 他に、よろしいですかね。特にないようであれば進行を事務局にお返しします。 

 

○事務局（小泉 GL） 

武山会長ありがとうございました。 

今年度の審議会の開催についてですが、次回は臨時での開催となりまして、８月８日

水曜日 13 時 30 分からを予定しております。詳細が決まりましたらご連絡いたしますの
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で、その際はよろしくお願いいたします。 

今日配っております広報はちのへ 7 月号ですけれども、18 ページのほうに都市計画の

決定・変更案の説明会及び縦覧という記事が掲載されております。次の審議会の議案の 1

つとなりますので参考にお知らせいたします。 

その他２月にも審議会を予定しております。 

それではこれをもちまして、第 111 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。 

 


