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第 112回 八戸市都市計画審議会 

 

 

平成 30年８月８日（水）13:30～14:20 

八戸市庁 別館８階 研修室 

 

 

○司会（小泉 GL） 

 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 112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、大志民都市整備部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。 

 

○大志民都市整備部長 

本日はお忙しい中、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が、諮問案件は用途地域の変更、準防火地域の変更、

地区計画の変更となっております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

  

○司会（小泉 GL） 

 それでは、大志民部長、会長への諮問をお願いします。 

 

○大志民都市整備部長 

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。 

１．八戸都市計画用途地域の変更について（八戸市決定） 

 １．八戸都市計画準防火地域の変更について（八戸市決定） 

 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（小泉 GL） 

 それでは、改めまして事務局よりご報告申し上げます。 
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 本日は審議委員の中で、八戸工業高等専門学校の馬渡委員、八戸青年会議所の田島

委員の２名が欠席となっております。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、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、事前に送付しました議案資料、参考資料、説明資料、そして本日お配りし

ております次第、席図、委員名簿となっております。 

お手元に資料のない方は、お知らせ下さい。 

  

また、本日は議案の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。ここからの進行は私のほうで務めさせていただきます。 

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。 

先ほど市長から議案について諮問をいただきましたので、慎重に審議し、答申した

いと思います。 

よろしくお願いいたします。 

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 

 異議なし。 

 

○会長（武山委員） 

 はい。ご異議ないようでございますので、それでは木戸委員と菊地委員にお願いい

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。 

 議案について、事務局の方から説明をお願いします。 

 

○事務局（畠山次長） 

 改めまして、都市政策課長の畠山でございます。 

本日の議案につきまして、ご説明を申し上げます。 

資料でございますけれども、スクリーン、または配布しておりますプレゼンテーシ
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ョン資料に基づきまして説明いたしますので、いずれかをご覧いただければと思いま

す。 

本日の議案でございますけれども、用途地域の変更、準防火地域の変更、地区計画

の変更、いずれも八戸市決定でございます。 

また、いずれも八戸駅西地区の案件となります。 

都市計画の変更内容について説明いたします前に、はじめに用途地域、準防火地域、

地区計画の概要についてそれぞれ説明していきたいと思います。 

 

最初に用途地域でございます。 

用途地域とはここに書かれてありますけれども「良好な都市環境の形成や、住居、

商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動を目的として、建築物の用途や

容積、形態などを規制・誘導する制度」で 13種類に分類されております。 

資料では 12種類しか示しておりませんけれども、平成 30年４月１日の改正で田園

住居地域が創設されて 13 種類となっておりますけれども、八戸市の場合、田園住居

地域は指定しておりませんので、ここに書いてある 12 種類を見ていただければよろ

しいのかと思います。 

より具体的に理解していただくために、補足資料として、参考資料の資料３の４ペ

ージ、５ページを見ていただきたいと思います。 

まず４ページですけれども、上のほうになりますが、ここには、土地利用は似たよ

うなものが集まるとその環境が守られ、種類の異なる土地利用が混じっていると生活

環境などが悪くなるというふうに書かれております。 

例えば、住居系の用途地域に工場が建てられないようにしてあります。 

また、建ぺい率や容積率で申しますと、低層住居専用地域では敷地いっぱいに建物

を建てられないようになっておりますし、逆に商業系の用途地域では、敷地を有効活

用して高い建物が建てられるようになっているなど、そういったことで良好な環境を

維持していくというものが用途地域であるということでございます。 

資料３の５ページですけれども、具体的な用途の制限が書かれておりまして、黄色

が建てられるもの、茶色で塗りつぶされたところが建てられないものを表しておりま

して、左側の住居系の用途地域は建てられない施設が多くなっており、一方、商業系

の用途地域、赤とピンクのところですけれども、黄色が多いですのでほとんどのもの

が建てられるというふうになっております。あと、工業専用地域、ここは住宅が建て

られないというような形になっております。 

用途地域の説明は以上になります。 

 

次は準防火地域でございます。  

準防火地域につきましては、防火地域という、より厳しいものもございますが、こ

こに書かれてありますとおり、建築物が密集する都市部において、建築物の構造や材

質を規制することにより建築物の防火性能を高め、市街地における火災の延焼を抑え
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ることを目的として定める地域のことをいいます。 

商業地域、近隣商業地域といった土地の有効利用が図られるようなところにつきま

しては、防火地域または準防火地域を指定することになっておりまして、現在のとこ

ろ、準防火地域の指定につきましては、防火地域に指定した以外の商業地域や近隣商

業地域と八戸駅の西側の準工業地域の一部の約 335haについて指定しています。 

準防火地域内の建築物の制限としては、表にありますとおり、建築物の延べ床面積、

それから階数ごとに制限に違いがあります。 

延べ床面積が 1,500 ㎡を超える場合と階数が４階以上の場合には耐火建築物とし

なければならないことになっております。 

この耐火建築物ですが、火災の鎮火後まで倒壊しない構造で、壁、柱、床など部分

ごとに耐火時間が 30分～３時間と定められております。 

延べ床面積500㎡を超えまして1,500㎡以下の場合は準耐火建築物となっておりま

して、これについては耐火建築物のような安全性は担保されていませんけれども、耐

火時間が 30分～１時間と定められています。 

延べ床面積 500㎡以下の建築物については、防火上必要な基準に適合させるという

ことになっております。 

以上が準防火地域の説明になります。 

 

次に地区計画でございますけれども、地区計画はここに書いてありますとおり、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、又は土地利用や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として、「ア」から「ケ」まで９項目書いて

ありますけれども、用途、容積率・建ぺい率、敷地面積、壁面位置、工作物の設置、

高さ、形態又は意匠、緑化率、垣又は柵の構造の９項目について、９項目全てではな

くて地区のまちづくりに必要な項目を定めていくこととしております。 

市では、ニュータウンや田向地区などの９地区において地区計画を定めておりまし

て、駅西地区につきましても既に定まっております。 

 

次のスライドですけれども、ここからは具体的な変更内容についてご説明いたしま

す。 

今回の変更箇所の位置図でございますが、赤丸で示しておりますとおり、八戸駅周

辺のエリアになります。 

拡大した詳細図でございますが、ここに駅がございまして、八戸駅の西側のエリア

でございます。 

今回の変更箇所は２箇所ございまして、１箇所は、この赤枠のところですけれども、

駅から都市計画道路３･１･１、シンボルロードと呼ばれる幅員 40ｍの道路、既に一

部出来ていますけれども、この突き当たりに位置しております、「集ゾーン」と呼ん
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でいるエリアにつきまして、用途地域の変更、準防火地域の変更、地区計画の変更を

行うものでございます。 

もう１箇所は、この青で示しております駅前広場でございますけれども、ここにつ

きまして、地区計画の変更を行うものでございます。 

 

こちらは、先ほどの部分を写真で表したものでございまして、手前に駅がございま

して駅前広場、それから一部完成しておりますシンボルロード、その先にこの「集ゾ

ーン」というエリアがございます。 

一方、もう１箇所がこの駅前広場の箇所で２箇所ということになります。  

駅前広場につきましては、向かって左側に短時間無料駐車場が出来ておりまして、

今、こちらのバスプールのほうについて整備中でございます。 

シンボルロードにつきましては、中央分離帯を除いて完成しております。 

そして、この赤のエリアですけれども、昨年 12 月に記者会見が行われましたけれ

ども、ゼビオグループのクロススポーツマーケティング社によりまして、通年型アイ

スリンクをベースとした「多目的アリーナ」の整備が公表されまして、この場所に整

備する計画となっております。 

今回、その整備の計画が明らかになったことから、都市計画の変更を行うものでご

ざいます。 

 

ここからは多目的アリーナの整備に至る経緯についてご説明いたします。 

まず、区画整理のゾーニング計画の位置付けでございます。 

現在、整備が進められております、八戸駅西土地区画整理事業では、「広域的な人

的交流の結節点としての機能を充実させ、あわせて水と緑に恵まれた環境の保全を図

りながら健全で活力ある市街地の形成を促進するため、人が集まり、歩くことが楽し

いと感じるまちづくり」をメインテーマに、「集」､「活」､「憩」､「学」､「住」の

五つのゾーンを設定し整備を進めております。 

図面のほうで、黄色で示しております居住エリアの「住ゾーン」、それから緑色で

示しております、この 2 箇所の部分は小中学校の「学ゾーン」、薄緑で示しておりま

す公園予定地の「憩ゾーン」、ピンクで示しておりますシンボルロードや駅前広場の

あたりのゾーン、ここは観光･商業･業務の新たな活動の場を誘導する「活ゾーン」、

そして地区中央の紫色で示しております、「近くから、遠くからたくさんの人を集め

ることを狙った、駅西地区の核となる集客施設を立地させるゾーン」、と位置付けら

れております「集ゾーン」でございますけれども、この「集ゾーン」が今回の多目的

アリーナの整備予定地でございます。 

 

続きまして、市の立地適正化計画における位置付けでございます。 

この計画は平成 30年３月に策定しておりますけれども、コンパクト&ネットワーク

のまちづくりを目指す中で都市機能を都市の中心部や生活の拠点となる地域に誘導
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し、集約することによりまして、各種サービスの効率的な提供を図る区域ということ

で、都市機能誘導区域を３箇所設定しております。 

３箇所とは、中心街地区と田向地区とこの八戸駅周辺地区でございまして、八戸駅

周辺地区におきましては、広域的な市への玄関口として設定しております。 

区域の範囲ですけれども、図面上に黒い枠で囲んでおります部分、赤色の商業地域、

集ゾーン、それに隣接する公園予定地を合わせた区域でございます。 

ここの枠の中に書いてありますけれども、誘導する都市機能増進施設につきまして

は「その他集客施設」と位置付けられておりまして、具体的には、「興行場、文化施

設、交流施設またはこれらに類する施設」ということで、計画では位置付けておりま

す。 

 

 次に多目的アリーナ整備に至る経緯ということでまとめております。 

先ほどの八戸駅西地区のゾーニング計画、立地適正化計画の内容を再度整理します

とこのスライドのとおりになります。 

広域的な交流の結節点である八戸駅西地区の核となる集客施設を整備し、合わせて

商業・業務施設の集積を図ってまちづくりを進めていくという方向になります。 

それで市として、この整備方針を実現するために、特に「集ゾーン」につきまして

はどのような施設を整備するのか、それから誰が整備するのかというところを検討し

てまいりまして、その結果、施設といたしましては、現在、老朽化によって民間施設

の廃止が予定され、施設の不足により今後の全国大会等の開催に懸念が出ているアイ

ススケートリンク、具体的に言うと田名部記念アリーナですけれども、そういった今

後不足が予定される施設、これを核にした集客施設を含むアリーナ、アイスアリーナ

にいたしました。 

整備主体といたしましては、民間のノウハウの活用というところで、八戸市をホー

ムタウンとするアイスホッケーチーム、東北フリーブレイズを運営するゼビオグルー

プの中核会社であるクロススポーツマーケティング社が行うことが決定いたしまし

て、昨年、平成 29年 12月 18日の共同記者会見で発表があったところでございます。 

 

このスライドは、その際のクロススポーツマーケティング社の記者発表資料でござ

います。 

こちらのほうに記載されております、（２）の施設概要は通年型アイスリンクをベ

ースとした多目的アリーナでございまして、アイスホッケー利用時は 2,500 人から

3,500人規模の収容、バスケットボール利用時は 4,000人から 5,000人規模の収容の

アリーナとなっております。 

（４）のほうにも書いてあるのですが、通年型アイスリンクということで、リンク

は常に氷が張っておりまして、その上に移動式フロアということで、床を半日程度で

敷くことができまして、そこの上でコンサートとかバスケットボールの試合とか、そ

ういった多目的アリーナに転換できる国内初のアリーナとなっております。 
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（３）の開業時期ですが、2020年、平成 32年春頃の予定ということになります。 

 

このスライドは参考資料となりますけれども、集客施設の決定を受けまして、今後

の駅西地区の地域活性化に向けた検討の状況ということでございます。 

スライドの上の方に、現在の動きが書いてありますけれども、駅前広場やシンボル

ロードの竣工が来年春の予定でございます。 

シンボルロード沿線の土地利用が見込まれる状況ということですけれども、シンボ

ルロードが出来まして、民地について、換地といいますけれども、土地が使えるよう

状態に整地され、地権者の方にお渡しできる状況が来る、そういった状況になってお

ります。 

それから、多目的アリーナの整備が平成 32 年春に開業予定であることから、これ

らの動きを連動させて、エリアとして効果を最大限に発揮するために、一体的なまち

づくりの推進が求められておりますので、そのようなことから今年度、この矢印の下

に書いてありますけれども、「多目的アリーナを核とした賑わい交流拠点エリアマネ

ジメントの導入」ということで、そういった調査を発注しておりまして、地域住民、

地権者、関係団体などからの意見をいただきまして、シンボルロード沿線への具体的

な誘導機能の検討、公園整備の基本方針、賑わい交流を持続的に進めていく仕組みづ

くりの検討を進めていくこととしております。 

 

ここからは、今回、諮問させていただいております案件の具体的な都市計画変更の

内容となります。 

まず、用途地域でございますけれども、現在「集ゾーン」のところについては、住

居系の第 1種住居地域でございます。これを多目的アリーナの整備が可能となる商業

地域に変更します。また、建ぺい率については 80％、容積率は 400％に変更されます。 

それから、防災上の観点から、準防火地域の指定を行うということになります。 

加えまして、今回の変更箇所は地区計画が既に八戸駅西地区全体の 96.7ha に設定

されておりますけれども、現在、「集ゾーン」につきましては、施設整備の計画が決

まるまでは、住環境の保全を目標とした「うるおい誘導地区」に含めていたわけでご

ざいますけれども、集客施設の整備の計画が固まったことから、にぎわいや交流の創

出を目標にしたまちづくりを進めていくことから「にぎわい交流地区」として設定さ

せていただくものでございます。 

 

まずは、用途地域の変更の具体的な内容でございます。 

現段階で想定されております建築物の規模や用途についてご説明いたします。 

多目的アリーナの計画では、延べ床面積が 7,000㎡程度の施設を予定されていると

いうところでございますけれども、市内の類似の施設といたしましては、テクノルア

イスパーク（新井田インドアリンク）が近いものとなっており、収容人数が約 1,600

人、延べ面積が約 6,000㎡となっておりますので、これより規模が大きいものとなり
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ます。 

用途については、イベント、コンサートなど様々な形での活用を想定していること

から、興行場法に規定される「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆

に見せ又は聞かせる施設」に該当いたしまして、一般的に劇場や映画館などと同じ分

類として扱われます。 

 

用途地域の表でございますけれども、今回関係する部分を抜き出してございます。 

右上の凡例にありますように、黄色の部分が建てられるもの、茶色が建てられない

もので、現在は、「第１種住居地域」ということで、今回該当する劇場、映画館は建

てられないこととなっており、「第２種住居地域」も建てられないこととなっており

ます。 

この「準住居地域」については、客席部分が 200㎡以上のものは建てられないとい

うことなので、ここも建てられないということになりまして、この用途地域の中では

「近隣商業地域」か「商業地域」であれば建築可能となっております。 

ただし、どちらにするのかというところで、こちらの「近隣商業地域」ですと建築

物の形態に関する制限である、日影規制が厳しいこと、隣接するシンボルロード沿い

が商業地域であり、そちらと一体となったまちづくりを目指していることから、色々

と検討いたしまして「商業地域」に変更することとしております。 

こちらは、用途地域の変更前と変更後ということで、現在、「第 1 種住居地域」で

あるところを「商業地域」に変更するものでございます。 

 

次に準防火地域の変更でございます。 

商業地域の変更に合わせて、防災上の観点から防火指定（防火地域または準防火地

域の指定）が必要になるということでございます。 

今回、変更する区域がアリーナを建てる部分と隣接する近隣公園を一体的に整備し、

人が集まる広場のような機能を想定しております。 

周辺環境につきましては、北西側に浅水川が通っておりますし、同じ街区に別な建

物を建てられる予定はございませんので、防火地域よりも若干緩い準防火地域を指定

することといたしてございます。 

これが変更前、変更後というところで、現在防火の指定がございません。 

赤で示している部分が防火地域、ピンクで示している部分が準防火地域というとこ

ろでございます。 

 

次は地区計画の変更でございます。 

現在、八戸駅西地区 96.7ha の全部が地区計画のエリアでございまして、これは地

区整備計画区域図というものになります。 

現在３つの地区の分かれておりまして、まず赤の「駅西センター地区」、オレンジ

の都市計画道路沿線の「沿道地区」、黄緑の「うるおい誘導地区」の３地区で構成さ
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れておりますけれども、この黄色部分の「にぎわい交流地区」と駅前広場のエリアの

「駅前広場地区」の２地区を新設し、全部で５地区にしたいというところでございま

す。 

新旧で言いますと、この「にぎわい交流地区」は、「うるおい誘導地区」であった

ところが「にぎわい交流地区」、「駅前広場地区」につきましては、「駅西センター地

区」であったところが「駅前広場地区」に変更になります。 

 

 それでは、集ゾーンのほうの「にぎわい交流地区」の地区計画の概要でございます

が、この表の中、まず土地利用の方針でございます。 

集客施設を立地するということで、ここに書いてありますとおり『交通結節点とし

ての立地を活かした駅西地区の中心にふさわしい「集う」、「楽しむ」などの交流・ス

ポーツ等の複合機能を備えた魅力ある空間の形成』という方針を立てております。 

その下の建築物等に関する事項というところで、基本的には同じ商業地域である駅

西センター地区の制限に近い内容となっておりますが、用途の制限では「周辺の住環

境へ大きな影響を及ぼす用途」例えば風俗営業、「にぎわいや交流の創出に欠ける用

途」例えば住宅など、そういった用途を規制しております。 

また、意匠の制限につきましては、集客施設の立地を踏まえ、他の地区に比べ緩和

された内容になっております。 

概略については以上となります。 

 

続いて、駅前広場整備に伴う地区計画の変更についてということで、現在整備が進

んでおります駅西口の駅前広場の区域で、「駅前広場地区」を新たに設定いたしまし

て、各種交通機関との結節点として、安全かつ円滑な交通の確保、交通機関相互の乗

り継ぎ利便性の増進を図る地区として位置付けるものでございます。 

 

駅前広場整備の概要について簡単にご説明いたします。 

図面は八戸駅西口駅前広場の完成イメージパースでございますが、整備につきまし

ては、平成 27年３月に基本計画を策定いたしまして、平成 28年度より工事を開始し

ております。 

平成 29年 12月には向かって右側の短時間無料駐車場、ここにつきまして供用を開

始しております。 

一方、左側の青枠のほうはバスプール、タクシープールが整備される予定になって

おり、現在工事が進行しておりまして、来年春の全面供用開始という予定になってお

ります。 

 

こちらは、平成 27 年３月の八戸駅前広場整備基本計画の計画図でございますけれ

ども、先ほど申しましたとおり、短時間無料駐車場、バスプール、タクシープール、

交通広場機能のゾーニングなど、配置が示されております。 
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また、赤い矢印がありますけれども、こちらは歩行者の動線となっており、前面の

都市計画道路と一体的に整備することによって、歩行者と自動車の動線を分離して、

安全性を確保するような計画になっております。 

 

以上のような整備計画に基づきまして、新たに「駅前広場地区」の地区計画の概要

としてこちらにまとめております。 

当地区につきましては、八戸市の公共用地でもあることから、将来的にも駅前交流

広場としての活用のみを想定しているため、今後、民間等の建築物につきましては、

立地する見込みは想定しておりません。 

そのため、地区計画における「建築物に関する制限」は、ほとんど不要と判断して

おります。 

そこで、 駅前広場地区については「土地利用の方針」と、建築物に関する事項に

ついては「用途の制限」のみを定めることとしております。 

用途の制限の内容については、駅西センター地区における制限と同じく用途の制限

として定めております。 

 

最後に都市計画変更の策定の経緯と今後のスケジュールについてご説明いたしま

す。 

今回の変更案について、５月 16日に県と事前協議を終えております。 

７月 11 日に全市民を対象とした説明会を開催しておりますが、出席者は現れず、

そのため意見はございませんでした。 

その後、７月 12日から７月 25日までの２週間に渡りまして、今回の変更案の縦覧

を行っております。その間、意見書の提出はございませんでした。 

本日、この都市計画審議会でご審議いただきまして、ご了承頂きましたら８月上旬

に知事への協議を行い、８月下旬の決定告示というスケジュールで考えております。 

最後に、参考までに、事前に送付しております議案資料と参考資料につきましては、

こちらは県への協議の際に使用した資料、また今後の県知事への協議の際に使用する

資料でございます。 

 

以上で議案第１号から議案第３号の説明を終わります。 

 

○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、ご質問等があり

ましたらお受けしたいと思います。 

はい、岩藤委員、お願いします。 

 

○岩藤委員 

はい。今回の資料の中の９ページ。 
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ここの八戸市立地適正化計画の中で、集約することが望ましい施設として、「集ゾ

ーン」の中に「医療、福祉、商業等を誘導することを推進していく地域である」とい

うことが書かれております。 

20 ページでは、今回の地区計画の変更に伴って用途の制限、特に福祉施設につい

てですね、住宅とかホテルとかも同様ですけれども、誘導施設に該当しないものにつ

いては制限を加えるという記載があります。 

９ページでは都市機能誘導区域として福祉施設などを誘導する区域としながらも、

一方、地区計画では制限を設けるということで、ここにおける福祉施設について、な

にか意味合いがございましたら教えてもらえれば。 

 

○事務局（鈴木技師） 

 今、質問を受けた内容ですけれども、この９ページのスライドで一番上に書かれて

いる、まちの中心部などに集約することが望ましい施設（医療・福祉・商業等）を誘

導する都市機能誘導地域という表現ですけれども、こちらにつきましては立地適正化

計画の中の区域の定義みたいなものになります。 

 八戸市の立地適正化計画の中では、中心街地区と田向地区と八戸駅周辺地区の３地

区あるのですけれども、それぞれに全ての集約することが望ましい施設を集約するの

ではなく、地区の特性に応じてそれぞれ誘導する施設を決めているということになっ

ております。 

その中で、八戸駅周辺地区では、交通の利便性を活かして、一度に人が出たり入っ

たりするような施設ということで「その他集客施設」というのを設定しております。 

 

○事務局（畠山次長） 

 こちらは、その都市機能誘導区域について全体の話をしておりまして、医療・福祉

などについてはどちらかというと田向地区のほうに含まれると。 

あくまで、これは全体の説明で、そのうち計画の中では八戸駅周辺地区の誘導施設

はこれです。という内容となっております。 

 

○岩藤委員 

はい。わかりました。 

個人的な意見ですけども、例えば、この５つの地区があって、特に「にぎわい交流

地区」について、この地区は様々な制限が加えられておりますが、特に身体障がい者

施設とか老人ホームに係るものについて規制がかかりますよと、この地区にだけ記載

されているということがあるのですけれども。 

あくまで、個人的なのですけれども、この地区というのは、にぎわいのゾーンとい

うことで、人が集まって楽しめることであれば、やはりお年寄りの方にも考慮して、

ここの中でいう老人ホームなどの施設がもしあればどうなのかなということでお伺

いしたいのですが。 
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○事務局（鈴木技師） 

 「にぎわい交流地区」というのは、区画整理の計画や立地適正化計画の中で集客施

設を誘導するところですよ、というような位置づけがございます。 

ここでは、老人ホームとかそういったものを駅西地区全体で駄目ですよと言ってい

る話ではなく、あくまで、この「集ゾーン」についてのみです。 

集客施設を持ってくるという計画があるので、それ以外のものはできるだけ入って

こないようにするという考え方で、地区計画の方は設定しておりまして、もし仮に、

この「集ゾーン」のところに老人ホームが入ってきた場合に、それが「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集客施設を立地させるゾーン」と

いう目標に貢献するものかというところで、そういった判断から、この地区では、地

区計画のほうで、そういった施設をにぎわい交流に貢献しないものとして規制するこ

ととしています。 

 

○岩藤委員 

 捉え方の違いだったような気がするのですけれども、そういった「集ゾーン」とい

うことでは、確かにその意見もあると思うのですけれども、少しお年寄りを大事にし

たいなという気持ちがあってですね。 

そういった「集ゾーン」のところで、少しなんかあった時に、外を見られてですね、

人が集まっているにぎわいのところを見られたら、お年寄りの人などが、有意義な時

間を過ごせるのかな、と思っての質問でした。 

 

○事務局（小泉 GL） 

 今、皆さんにお諮りしております「にぎわい交流地区」の地区計画の中では、老人

ホームや身体障がい施設などの福祉施設というのは、「集ゾーン」には造れないです

けれども、多目的アリーナの全体像みたいなものがこちらにあるイラストでございま

す。 

高齢者の方も若い方も遠くから来ている方でも、皆、楽しめるようなイベントをや

ったり、普通に公園で休んだりできるようなことを、今やろうとしておりまして、エ

リアマネジメント業務委託という話で出てきたと思うのですが、どういうエリアにす

るかというのをこれから検討することになります。 

今、この地区計画で制限するのは、建物としてはこういうものは駄目ですよ、とい

うことです。 

 

○岩藤委員 

 分かりました。はい、ありがとうございます。 
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○会長（武山委員） 

 その他、なにかありますでしょうか。 

 はい。 

 

○中山委員 

 先ほど、多目的アリーナの規模等についてご説明いただいたのですが、当然、駅の

近くなので利用する方が公共交通を利用する、ということを前提に考えていると思う

のですが、スマートインターチェンジもできるということも考えますと、車で来てア

リーナを利用したいという方もいるのではないかなと思うのですが、駐車場はどのく

らいの規模で、この周辺にできるとかといった計画はあるのでしょうか。 

 

○事務局（畠山次長） 

12 枚目のスライド資料に今年度のエリアマネジメントの調査、これ委託している

ということですが、その調査の中で現在営業している駐車場などを整理して、今後不

足する台数なんかを出して、どう対策していくかというところをまとめようとしてお

ります。 

場合によっては、駐車場を整備するというような方向性を示されているのかもしれ

ませんが、そこは調査の中で検討することになっております。 

 

○会長（武山委員） 

 その他。質問、ご意見等ございませんか。 

 それでは、資料の 20 ページ目のところで「にぎわい交流地区」の地区計画につい

て書かれておりますけれども、その中で用途の制限のところで、３つ目に大規模集客

施設についてですけれども、制限として書かれた内容は、このような表現でよろしい

のでしょうか。 

 

○事務局（鈴木技師） 

 これについてですけれども、アリーナ自体は先ほど規模の説明の際に申し上げたよ

うに、延べ面積 7,000㎡と想定しておりまして、ここで言われている大規模集客施設

というのは、特定の用途に供する部分の面積は 10,000 ㎡を超えるような集客施設に

なっておりまして、中心市街地のような既存の商圏に影響及ぼさないようにというこ

とで、あと、近隣の市町村にもこういった集客施設ができることで影響を及ぼす可能

性があるというところから、このような用途の制限をしております。 

 

○会長（武山委員） 

 それと、私のほうからですけども、せっかくといいますか駅西の方が来られていま

すので、エリアマネジメントのほうの進捗状況というか、何か報告できるようなこと

があれば、何かお聞かせいただければと思うのですけれども。 
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○事務局（豊川所長） 

駅西の豊川です。 

資料の 12 ページのエリアマネジメントの図をご覧いただきたいと思いますけれど

も、これは、内閣府のほうから補助金を貰いまして行っている調査でございまして、

今年度いっぱいで終える調査でございます。 

業者のほうが６月に決まりまして、三菱総合研究所が請け負っております。 

現在は三菱と打ち合わせをしている最中でございまして、条件の整理とかですね。

その辺を今、整理をして、秋にはワークショップ等を開催して広く意見を伺うという

形で、現在、考えております。 

今年は、その調査内容をまとめまして、次年度以降はそのまちづくり協議会とか、

上に書いていますけれども、持続的にぎわい創出の仕組みという体制を今年度、  

この検討の中で作っていくという状況で、本格的な図はこれからという状況になって

おります。 

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す。その他、質問・ご意見等あれば。 

 よろしいでしょうか。 

 

それでは先ほど市長から諮問いただきました議案第１号にから第３号までにつき

まして、当審議会として、「原案に対し意見なし」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「意見なし」ということで、そのようにさせていただきます。 

 以上で本日の議案審議を終了いたします。 

 それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

○司会（小泉 GL） 

武山会長、ありがとうございました。 

それではこれをもちまして、第 112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。 

 

 


