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第 116回八戸市都市計画審議会 

議 事 録 
 

出席委員（12名） 
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武 山   泰  （八戸工業大学教授） 
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岩 藤 壽 通   （元八戸市建設部長） 

 

第２号委員 

 

夏 坂   修  （八戸市議会副議長） 

 

 第３号委員 
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 第４号委員 

 

武 輪 俊 彦  （八戸商工会議所副会頭） 

 

大 山 慎 司  （八戸青年会議所理事長） 

 

目 澤 伸 一   (八戸市立公民館館長会) 

 

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） 

 

北 澤 喜 弘   （都市政策課副参事 都市計画グループリーダー） 

 

大 塚 勇 介   （都市政策課技師） 

 

中 村 美佳子   （都市政策課技師） 

 

前 田   晃   （まちづくり文化スポーツ部次長兼まちづくり文化推進室長） 

 

鈴 木 俊 博   （まちづくり文化推進室主幹 まちづくり支援グループリーダー） 

 

漆 戸 悠 人   （まちづくり文化推進室主査） 
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第 116回 八戸市都市計画審議会 

 

 

令和２年２月６日（木）14:00～14:50 

八戸市文化教養センター 南部会館 和室 B 

                

 

○司会（北澤 GL） 

 本日は、お忙しい中、また足元の悪い中、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 116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、審議案件は 1件でございます。 

 案件は、『八戸市景観計画の変更について』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（北澤 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。 

 景観法第９条第８項の規定において準用する同法第９条第２項の規定に基づき、次

のとおり諮問します。 

 

 １．八戸市景観計画の変更について 

  

 どうぞよろしくご審議のほどお願いいたします。 
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○司会（北澤 GL） 

 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、国土交通省東北地方整備局青森河川国道事務所の田中委員、三

八地域県民局地域農林水産部の中野委員、八戸市社会福祉協議会の阿部委員の３名が

欠席となっております。 

委員 15名中 12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、事前に送付した資料が 5 種類（「景観計画の変更に伴う都市計画審議会へ

の意見聴取について」、「八戸都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「八戸市景

観計画の変更について」、「八戸市景観計画改定（案）【概要】」、「八戸市景観計画改定

版（令和２年１月 28日現在改定案）」）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。 

 

また、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。 

市の住民代表となります第 4号委員でございますが、青年会議所理事長の変更に伴

いまして、金入委員から大山委員へ変更となりました。 

大山委員、どうぞよろしくお願いします。 

 

 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。 

 また本日は議案の関係部署であります、まちづくり文化推進室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いたします。 

 

○会長（武山委員） 

 ここからの進行は私が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

本日は、寒い中、また足元も悪い中、そしてお忙しい中、お集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 ただいま、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。 

 私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 
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○委員 

 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、大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。 

それでは、審議に入りたいと思います。 

本日の案件は、先ほど諮問いただきました「八戸市景観計画の変更について」の１

件でございますけれども慎重に審議していただきたいと思います。 

 議案について、事務局の方からご説明をお願いします。 

 

○事務局（大塚技師） 

都市政策課の大塚です。それでは本日の議案について、説明いたします。 

本日の議案は、「八戸市景観計画の変更について」となっております。 

始めに、景観計画の改定に伴う都市計画審議会への意見聴取について説明し、その

後に景観計画の担当部署であるまちづくり文化推進室より変更案を説明します。 

 

事前に配布している資料の「景観計画の変更に伴う都市計画審議会への意見聴取に

ついて」をご覧ください。 

まず、１の景観計画と都市計画マスタープラン等の関係についてです。 

景観法第８条第７項、第８項において、景観計画は「都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」、「都市計画マスタープラン」に適合するものでなければならないとさ

れております。 

八戸都市計画区域の整備、開発及び保全の方針においては、18ページ、19ページ

に景観に関する記載があります。 

八戸市都市計画マスタープランにおいては、３ページに八戸市景観計画は八戸市都

市計画マスタープランに基づく個別計画であるとの位置づけが記載されております。 

また、全体構想、地域別構想に景観に関するまちづくりの方針が示されております。 

 

続いて、２の都市計画審議会での意見聴取についてです。 

景観法第９条第２項及び第８項により、景観計画を策定、変更する場合は、都市計

画区域に係る部分について、あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴かなければなら

ないとされております。このことから、本日、都市計画審議会に諮問ということにな

っております。 

 

それでは、景観計画改定案について、まちづくり文化推進室の担当から説明します。 
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〇事務局（漆戸主査） 

まちづくり文化推進室の漆戸と申します。私のほうから、八戸市景観計画の変更に

つきまして、概要を説明させていただきます。 

 

まず始めに、変更の経緯と主旨につきまして、お手元の資料「八戸市景観計画の変

更について」に沿ってご説明いたします。 

 本日差し替えさせていただきました、右上に「差し替え」と記載されております資

料をご覧いただきたいと思います。説明に入る前に、一部修正がございます。１の計

画変更の経緯の２行目の部分でございます。上位計画の八戸市都市計画マスタープラ

ンは平成 31年３月改定と書いてございますが、こちらは平成 30年３月改定の誤りで

ございましたので、お詫びして訂正させていただきたいと思います。 

 

それでは説明に移らせていただきます。 

まず、変更の経緯でございますが、これまで当市の景観行政につきましては、平成

16 年３月に策定いたしました「八戸市景観形成基本計画」と、これを補完する法定

計画となります平成 18年 12月に策定いたしました「八戸市景観計画」の２つの計画

に沿って取り組んでまいりました。 

両計画とも策定から 10 年以上が経過したことに加えまして、上位計画となります

「八戸市都市計画マスタープラン」が平成 30 年３月に改定になったことや、是川石

器時代遺跡を含みます「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産として推薦が

決定するなど景観行政を取り巻く状況の変化に対応することを目的に両計画を見直

し変更することとしたものでございます。 

 

 次に、変更のポイントでございますが、大きく３つございます。 

まず、１点目といたしまして、これまでの「八戸市景観形成基本計画」と「八戸市

景観計画」の２つの計画を統合した「八戸市景観計画」に改定するものでございます。 

 ２点目といたしまして、重点的に景観づくりを進める地区を本計画では「景観重点

候補地区」として抽出いたしまして、順次「景観重点地区」に指定をすることで、き

め細やかな景観誘導を図る仕組みづくりについて定めるものでございます。 

 ３点目といたしまして、先ほどの「景観重点地区」の１つといたしまして、是川石

器時代遺跡周辺地区を、本改定におきまして「是川景観重点地区」と位置づけ、地域

独自の制限事項を定めるものでございます。 

 

 次に本計画の改定につきまして都市計画審議会へ意見をお諮りすることになった

経緯につきまして、都市計画審議会への諮問の必要性としてまとめておりますが、先

ほど、都市政策課よりご説明いたしました内容と同義でございますので、説明のほう

を省略させていただきたいと思います。 
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 次に、４でございます経緯と今後のスケジュールについてです。 

まずこれまでの経緯ですが、昨年平成 31年の１月に市民 2,000人を対象にアンケ

ートを実施いたしまして、景観に関する意向調査を実施いたしました。 

また、是川景観重点地区の指定に関しましては、平成 31 年の４月から９月にかけ

まして４回、地区町内会や対象区域の土地所有者を対象に意見交換会を開催いたしま

した。 

 

景観計画の改定案につきましては、八戸市景観審議会におきまして８月より４回審

議いただいておりまして、改定案のとおりで「意見なし」とのことで現在答申案をと

りまとめている状況でございます。また、パブリックコメントを 11 月 25 日から 12

月 27 日までホームページ等を介して実施いたしましたが意見等はございませんでし

た。 

 

今後につきましては、本日都市計画審議会におきまして委員の皆様から意見を頂戴

し、令和２年３月に本計画を改定し公示する予定でございます。 

併せて八戸市景観条例及び施行規則の改正も進めておりまして、こちらも令和２年

３月に一部改正条例及び一部改正の施行規則の制定に向けて事務を進めております。 

景観計画及び景観条例等につきましては、いずれも施行を令和２年７月１日で予定

しております。 

 

以上、改定の経緯と主旨につきまして説明いたしました。 

 

次に、改正案の内容につきましてご説明いたします。 

 

改正案につきましては、お配りしております「八戸市景観計画改定版（令和２年１

月２８日現在改定案）のとおりでございますが、改定の概要につきまして別紙「八戸

市景観計画改定（案）【概要】」にまとめておりますのでこちらの資料に沿ってご説明

させていただきたいと思います。 

 

まず、計画の章立てでございますが、まず本編を８章、全 60 ページで構成してお

ります。そして別章といたしまして、本改正で景観重点地区として指定を予定してお

ります「是川景観重点地区」の内容につきまして全 14ページで構成しております。 

 

次に各章の内容につきましてご説明いたします。 

 

第１章 景観計画についてでは、景観の概論、改定の経緯、計画の目的・位置づけ

と対象区域につきまして整理しております。本計画は景観法に基づく法定計画であり、

景観法に規定する景観計画区域につきましてはこれまで同様八戸市全域としており
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ます。 

 また、本計画は都市計画マスタープランに基づく景観に関する個別計画として位置 

づけております。 

 

次に、第２章 八戸市の景観～現状を捉える～では、八戸市の景観における特性に

つきまして、自然的景観、歴史・文化的景観、都市的景観の３点で整理し、併せて市

民意向につきましてアンケート調査の結果により整理しております。 

 

次に、第３章 景観づくりの基本姿勢では、現計画及び都市計画マスタープランに

おける景観の基本方針に基づく方向性を踏まえ、景観づくりの基本姿勢といたしまし

て、 

・海から拓けた街八戸のシンボルである海との関わりを活かした景観づくり 

・活力あふれる北東北の中核都市にふさわしい景観づくり 

・歴史を引き継ぎ、文化をはぐくむ景観づくり 

・豊かな自然を守り、水とみどりが調和したうるおいのある景観づくり 

・地域に根ざしたゆとりのある住環境づくりと協働による景観づくり 

の５項目を定めております。 

 

次に、第４章 景域・地区別の景観づくりの方針では、景観づくりの基本姿勢を具

体的に展開するため、３景域の設定、地区別の景観づくりの方針、そして景観重点地

区の考え方について整理しております。本章につきましては少しかいつまんで内容を

ご説明させていただきたいと思います。 

 

まず、景域の設定につきましては、市域を地形や土地利用状況などを踏まえて面的

に捉え、商業系の土地利用が中心の賑わい景域をはじめ、住宅景域、産業景域、種差

海岸周辺にあたります自然海岸周辺景域、台地丘陵景域、田園景域の６つの景域に設

定しております。 

これに加えまして、本市を特徴づける一定の機能が集積する地域を景観拠点という

景域に、また、空間構想上骨格となる連続性を有する軸となる範囲を景観軸という景

域に設定しております。 

 景観拠点につきましては、都市計画マスタープランにおけます中心拠点や広域機能

拠点に位置する地域を都市景観拠点、観光集約拠点施設がある地域を観光交流景観拠

点、歴史と文化の拠点となる地域を歴史文化景観拠点に設定しております。 

 景観軸につきましては、海岸線と主要河川であります馬淵川・新井田川に接する範

囲を設定しております。 

 以上の３種類 11 区域の景域を設定し、それぞれに現況と課題を整理した上で景観

づくりの方針を示したものでございます。 
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 また、景観拠点及び景観軸のうち、市民・事業者・行政が協働して特に重点的に景

観づくりを進める必要のある地区を景観重点地区として位置付けることとし、その候

補地を景観重点候補地区として６地区設定しております。 

 景観重点候補地区は、都市景観拠点である中心街地区、八戸駅周辺地区、田向地区、

観光交流景観拠点である陸奥湊地区、歴史文化景観拠点である是川地区、海岸線であ

る種差海岸の６地区を設定しており、今後、具体的な範囲や景観づくりの方針、規制

内容等を整理いたしまして、地域住民などの権利関係者との合意形成を経たうえで概

ね５年程度での景観重点地区化を検討しております。 

 資料の２ページに各景域と景観重点地区を地図化したものを掲載しておりますの

で併せてご参照ください。 

 

次に、第５章 良好な景観形成のための行為の制限では、景観法に基づき景観計画

区域内で行われます建築等の行為について、景観法に規定する届出の対象範囲と制限

事項について整理したものでございます。本改定では市域全体につきましては対象範

囲及び制限事項はこれまでと同様の規制としておりますが、景観重点地区につきまし

ては地区ごとに対象範囲と制限事項を定めることができることと整理し、この後ご説

明いたします、是川景観重点地区では対象範囲及び制限事項とも市内全域より細やか

なものとしております。 

 

次に、第６章 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針では、景観法に基づ

く景観重要建造物及び景観重要樹木の指定につきまして、法による基準に加え市独自

の方針を整理しております。こちらもこれまでと同様の方針としており、変更内容は

ございません。 

 

次に、第７章 屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に係る行為

の制限に関する事項でございますが、看板等の屋外広告物の意匠形態につきまして景

観づくりにおける設置基準を整理したものでございます。こちらもこれまでと同様の

基準としておりますが、第５章と同様に景観重点地区につきましては地区ごとに基準

を定めることができると整理しており、是川景観重点地区においては、市内全域より

はきめ細やかな基準を設定しております。 

 

次に、第８章 景観づくりに関する施策では、景観づくりを行う上での基本的な考

え方と具体的な施策展開について整理しております。本章において、良好な景観づく

りを進めていくため、引き続き市民・事業者・市が相互に連携して取り組んでいくこ

とを基本としており、八戸市景観賞や景観教育といったこれまでの取組の見直しを行

った上で、景観づくりに関する普及啓発や人材育成について重点的に施策を検討して

いくこととしております。 
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以上が本編の改定案の概要となっており、次に別章として今回指定を予定しており

ます是川景観重点地区について整理しております。 

 それでは、是川景観重点地区について説明させていただきます。 

 是川景観重点地区は、世界文化遺産の登録を目指す是川石器時代遺跡を核としまし

た周辺の地域について、良好な景観の形成・保全とともに、縄文時代のたたずまいを

感じさせる景観の形成に向けて、特に重点的な景観づくりを進める必要がある地域で

あることから、地域住民との合意形成を図りまして、本改定において景観重点地区と

して位置付けるものとしたものです。 

 

 別章では、本編の章立てに類似した構成で、地区の区域、景観づくりの方針、独自

の規制の内容について整理しております。 

  

 対象区域でございますが、史跡是川石器時代遺跡第一期整備基本計画における景観

保全ゾーンを基本とし、一体的な景観づくりが必要と考えられる北側の集落を含めた

範囲となっております。 

 

 景観づくりの方針は、地域の景観特性を踏まえまして、 

 ・遺跡内の景観は、縄文文化を感じさせるよう、周辺の自然的要素との調和に努め

る。 

 ・地区内の木竹は、適切な維持管理を進め、将来的には、縄文文化の植生を再現す

ることも検討する。 

 ・歴史的景観の維持保全に加えて、縄文文化を体験・学習できる地区として整備充

実を図る。 

 ・地域住民の生活環境を悪化させないよう景観的配慮をする。 

 ・地区住民、市民と協働して、環境維持活動に実施について検討する。 

の５つを示しております。 

 

 景観づくりのための行為の制限につきましては、先に述べましたとおり市域全域よ

りきめ細やかな基準としております。 

 

 まず、届出対象範囲につきましては、是川石器時代遺跡と併せて世界文化遺産とし

て推薦が決定しております「北海道・北東北の縄文遺跡群」の構成市町におきまして、

統一した基準とすることとして構成市町等で組織しております「北海道・北東北の縄

文遺跡群世界遺産保存活用協議会」において示された基準と同様の基準としておりま

す。 

 具体的には、建築物等につきましては、延床面積 10 ㎡を超えるもの、とほぼすべ

ての建築物の建築等については届出の対象とするほか、柵塀などについては、市内全

域の基準である高さ５ｍを超えるものから 1.5ｍを超えるものへ、鉄塔などの柱状の
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工作物につきましては市内全域の基準である 13ｍを超えるものから５ｍを超えるも

のへ、木竹の伐採につきましては市内全域の基準が伐採面積 1,000㎡を超えるもので

ございますけれども、これを伐採面積 50 ㎡を超えるものとし、加えて高さ５ｍを超

えるものの伐採についても届出の対象としております。また太陽光発電設備の設置に

つきましては、市域全域では届出の対象としておりませんが、是川景観重点地区では

事業敷地が 300㎡を超えるものにつきまして届出の対象としております。 

 

 次に制限事項となる景観づくりの基準でございますが、地域独自の基準を加えるも

のとしております。 

 主な追加事項といたしましては、建築物の基準といたしまして 

・建築物の屋根形状は、勾配屋根など、周辺の景観に配慮したものとする。 

 ・建築物の高さは、地上２階以下を原則とする。 

 ・県道島守八戸線・市道八幡坂線沿道は、建築物の最高高さは 13ｍ以下とする。 

 ・柵、塀等は、できるだけ生垣や板塀とする。 

 工作物の基準といたしまして 

 ・電波基地局、風力発電施設は、原則として主要な視点場から望見できないこと。 

 ・電波塔などは、山の稜線を分断する位置を避けるとともに、主要な視点場からの

眺望を妨げない。 

 また、建築物・工作物両方に関わる色彩の基準といたしまして、 

・建築物、工作物の色彩は、原色の使用を避け落着きある色調とする。 

・基調色は色相が赤から黄赤のものにつきましては鮮やかさの基準である彩度を７

以下に、それ以外の色相につきましては彩度を３以下とし、かつ明るさの基準で

ある明度を８以下とする。 

 ・建築物の屋根の明度は５以下とする。 

こととしております。 

 また、太陽光発電施設については、遺跡内から望見できる範囲に設置しないことと

し、建築物などへ附属する太陽光発電設備につきましても、遺跡内から望見できない

よう努めるほか、色彩や素材についても目立たないものとすることとしております。 

 加えて、屋外広告物の表示及び掲載物件の設置に関する行為の制限に関する事項と

いたしまして、市内全域の基準に加えて 

 ・高さは８ｍ以下とする。 

 ・建築物の屋根又は屋上に設置しない。 

 ・原則として野立看板を設置しない。 

 ・原色の使用を避けるとともに、主要な色数を３色程度に抑える。 

 ・照明機器は上方に向けない。 

 ・ネオン、回転灯、LEDなどによる点滅や明滅を繰りかえすものは設置しない。 

 といった制限事項を追加しております。 
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以上が、今回の八戸市景観計画の改正の概要となっております。以上で説明のほう

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。 

只今の説明について、何かご意見、ご質問、コメント等があれば、お受けしたいと

思います。 

 

○岩藤委員 

 是川の景観重点地区には、現在、何世帯の方が住んでいるのか。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

 世帯数の具体的な数値までは把握しておりませんで、申し訳ないんですけれど、説

明会の際にお送りいたしました書類といたしましては、100件ほど説明会のご案内を

しております。これは今回の重点地区の範囲の土地の所有者を登記等で調査し、抽出

したものでございます。 

 

〇岩藤委員 

そうすれば、今、対象となる届け出が必要な方というのは、とりあえずその 100

件の方ということですよね。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

はい。  

 

〇岩藤委員 

樹木の木材の伐採について高さ５ｍを超える樹木についての伐採の届け出が必要

ということは、今現在、既存の住宅の方達は、例えば 15ｍ、20ｍなど樹木の高さは

いろいろあるでしょうけれど、それらが５ｍを超えて 20ｍになった、30ｍになった

場合、要するに、高さ何ｍになったら届け出を出せば、この景観が保たれていくので

しょうか。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

少しご質問の回答とは異なるかもしれませんが、まず自家用のいわゆる自宅の建物

がある敷地内における木竹の伐採につきましては、景観法の中で届け出の対象から除

外することとしておりまして、あくまでこの木竹の伐採で想定しておりますのは、建

物の敷地の外の部分の森林ですとか、そういったところを想定したものでございます。 
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〇岩藤委員 

そうすれば、５ｍを超える樹木については、景観法をいろいろ考慮しながらでしょ

うけど、逆に言うと５ｍを超えないことが望ましいということになるんですか。 

 

〇事務局（前田次長） 

いわゆる縄文景観ということで樹木が重要な要素になりますので、そういう意味で

は、樹木があることを何か制限するということではなく、ある樹木を伐採する行為に

関して届け出ということになります。 

 

〇会長（武山委員） 

勝手に切るなということですよね。 

 

〇事務局（前田次長） 

 そうですね。 

 

〇会長（武山委員） 

 その他、何かございますでしょうか。 

 

〇目澤委員 

制限の中には、新築・増築・改築・移転、これらについてそれぞれ基準を定めて届

け出するというようになっていますが、これに例えば塀の高さが 1.5ｍを超えるもの

について違反した場合はどのような指導といいますか強制的に取り壊し等ができる

制限ですか。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

まず、１点目といたしまして、この基準でございますが、あくまでも届け出の基準

となっておりまして、基準を超える物を設置できないというものではございません。

あくまで基準を超えるものが景観に影響を与える、景観への影響を考慮しなければな

らないということで、届け出をして把握するという認識でおります。その上で、守ら

なければいけない案件といたしましては、制限事項の方で掲げております。先ほど委

員からご質問のありました柵や塀につきましては、例えば高さ１ｍを超える場合は、

できるだけ生垣や板塀とするですとか、金属フェンスの設置にあたっては無機質な色

彩を避けると共に透視可能なものとして、植栽等により、緑やうるおいのある景観作

りに努めるということを遵守していただきたいと考えております。 

制限事項に関しまして、基準と合致しない場合でございますが、基準と合致しない

場合は、市といたしましては、勧告を届け出の方に対して行うことができます。また、

建物及び工作物につきましては、変更命令をすることも可能でございます。現状その

ような制度となっておりますが、現在、当市におきましては勧告や変更命令を実際に



 

 14 

行った実績はございませんが、制度上はできるというところでございます。 

 

〇目澤委員 

駅西区画整理事業の中で、地区計画で塀の高さを示されているものでも違反して、

そしてまた基準から外れたものを作って、内容証明付の撤去というか改善しなさいと

いう指導を受けていると聞いておりますが、それがまったく守られていない、無視さ

れているというような現状があります。確かにそういう場合は、見通しが悪くて交通

安全上も大変問題があって、地区住民としては迷惑しているという実態がありますの

で、これが守られるように何とか指導監督をして欲しいと思います。 

 

〇会長（武山委員） 

はい。なかなか強制力の面で難しいところではございますけれど、指導のほうはよ

ろしくお願いしたいと思います。その他、何かありますでしょうか。 

 

〇馬渡委員 

是川地区の景観重点地区の中で太陽光の発電の規制が取り込まれているのですが、

私が是川に住んでいる者でして、検討いただきたいというところで留めていただきた

いんですけども、新井田川の西側で一応エリアが区切られておりまして。実は、是川

の縄文の文化を考えていく上で、川とその周辺に広がる生活というのは当然あったと

想像できると思うんですけれど、そう考えると川の東側といいますか、そこに田んぼ

になっていたりとか、風光明媚な景色が見られるんですけれども、そこに太陽光が建

てられてしまう状況を恐れているんですけれども、そういったことを考えていったと

きに重点地区の赤線の位置を多少、川の東側まで伸ばしていただくことは可能なんで

しょうか。 

 

〇会長（武山委員） 

 はい、事務局のほうから。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

はい。川の対岸の件で、現状は、地域住民との合意形成という点では、今のこの赤

線の部分で土地所有者の方との合意形成を図ったところでございます。今後その重点

地区のエリアを広げるという意味合いでございますと、今回の指定に向けましては少

しタイトな部分もございますけれども、規制のところにつきまして、例えば主要な視

点場として今回、こちらの資料の中の赤点と矢印で想定しております史跡の範囲の中

で、主に史跡を望見るにあたって重要な視点場になるであろうエリアでございますが、

こちらからの望見を確保するという点では、重点以外でも市内全域のところでも主要

な視点場からの眺望を妨げないようにということですとか、また、新井田川や馬淵川

といった河川の部分は、河川の景観軸として捉えておりますので、そういったところ
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での景観規制や景観づくりの方針を示すことで景観を守るということは考えられる

かなと思います。 

 

〇会長（武山委員） 

その他、何かありますでしょうか。 

それでは、私のほうから、概要版で言うと３ページ目の方針の４項目目が違和感と

いうか、分かりにくいなというところがあるのですけれども、景観に配慮すれば生活

環境が保てるように書いてありますけど、そこがちょっと違和感があるのですが、ど

ういう意図で書いたのか、もう少し詳しく教えていただければと思います。本編で言

えば、５ページの４項目目です。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

景観づくりの中で地域住民の生活環境の件でございますけれども、こちらは、市民

との合意形成の中で改めて方針として定めた部分でございます。今後世界遺産として

登録を目指しておりますけれども世界遺産として登録されますと、多くの方が訪れる

ということで、史跡としての整備も進んでいく中で、その中でもこの地域は地域住民

も生活をしている場所でございますので、生活につきましても当然、沢山の方が来訪

されることで影響を受けることが想定されまして、多くの方が訪れることによって、

そこに住んでいらっしゃる方の生活環境を悪化させないような配慮というものも景

観を考える上で必要ではないかという意見が寄せられまして、方針として掲げたとい

う経緯がございます。 

 

〇会長（武山委員） 

文章的には、「住民の生活環境に配慮しつつ良好な景観の形成を目指す」などとい

ったほうが良いような気がします。何となく違和感があるような。 

景観を配慮すれば生活環境が悪化しないかというとそういうこともないのかなと

も思います。ただ生活しているので、生活環境を悪くしてでも良好な景観を目指すわ

けでもない、という意味では、生活環境に配慮しつつ良好な景観の形成を目指すとい

ったように、何となく文章がおかしいかなという印象を受けましたので、検討いただ

ければと思います。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

 はい。 

 

〇会長（武山委員） 

 その他、何か。 

では、もう一つ私のほうから。よく景観で気になるところで、廃車になったコンテ

ナであったりバス車両をもってきて倉庫代わりに使ったりしていますよね。ああいう
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のは、ここでは制限されるのでしょうか。 

  

〇事務局（漆戸主査） 

今の件でございますけれども、廃棄されている物件といたしますと、屋外における

土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積というものが市内全域でいきますと

45ページ、景観重点地区でいきますと 13ページになっております。廃棄された車両

ということであれば、廃棄物という考え方になりますので、こちらの物件の堆積とい

うことの整理で、例えば公共空間の視点場となるところから見えにくい位置や規模に

するようにというような基準が設けられております。 

 

〇会長（武山委員） 

あとは、資材か何かよく分からないブルーシートなんかかけて放置されているよう

なものは、堆積に含まれるということで、指導できるということでよろしいのでしょ

うか。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

そうですね。 

 

〇会長（武山委員） 

分かりました。その他、何かありますでしょうか。 

 

〇岩藤委員 

景観計画の改訂版の 48ページの中に「景観重要建造物を１件指定した」とあるが、

今後、追加する、指定されそうな物はあるのでしょうか。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

景観重要建造物でございますが、現在案件はないのですが、記載されている八戸酒

造様ですと、自薦でご自身が景観重要建造物として指定を申請されてきた経緯がござ

います。制度としましては、景観重要建造物としての指定を申請した上で、審査をし

て指定をしていくという流れになっております。現状は案件として相談や申請が来て

いるような物はございません。 

 

〇会長（武山委員） 

何かありますかね。指定した方がいいのではないかというものなど。 

 

〇岩藤委員 

 市内には結構あるような気がしますけれども。 
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〇会長（武山委員） 

そうですね。むつ旅館とかですかね。 

これは、持ち主が申請してから。 

 

〇事務局（前田次長） 

制度自体があまり認知されてないということが大きな問題だと思いますので、啓発

活動の中でこのような制度もあるよということを PRしていきたいと思います。 

 

〇岩藤委員 

 そうすれば、今後なんですけれども、市が関わって指定したとなれば、歴史的建造

物というのは市としても残していく方向、残したい建物としていくわけなんですけれ

ども、将来的な維持・修繕や改築などについては行政のほうで手助けなどは考えてい

るんですか。 

 

〇事務局（前田次長） 

条例上は、財政的な支援ができるという規定がございます。必要があれば、具体的

に支援内容を検討して支援するということも条例上は可能でございますが、現時点で

は、具体的な支援制度は設けていないのが現状でございます。 

 

〇岩藤委員 

例えば、雨漏りがしてきたとか、壁がちょっと剥離してきたとか、そういったこと

に対して申請を受ける、要望があったことに対して、市のほうで少し何か対応するも

のですか。 

 

〇事務局（前田次長） 

具体的にどういう制度設計するかという話になってくると思いますので、どこまで

公共で支援するのか、どこまでが所有者の責任かといったところは、制度化をするに

あたっては当然検討する必要がある事項だと考えています。 

 

〇岩藤委員 

こういった歴史的な建物は、個人的には、残していただければなと思います。 

以上です。 

 

〇会長（武山委員） 

はい、ではその他。 

 

〇菊地委員 

概要書の２ページ目、地区別計画の方針ですけれども景観重点地区というのが出さ
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れておりましたけれども、その中で種差海岸が出ております。図で見てみると種差海

岸は芝生があるところを含めて幅広く設定されておりますけれども、鮫町の蕪島が入

っておりませんが、蕪島の扱いはどうなりますか。 

 

〇事務局（漆戸主査） 

まず、この景観重点候補地区でございますけれども、今回の計画改正の中では、具

体的な区域まではまだ言及してない状況でございます。是川の重点地区のように地域

住民との合意形成を図っていきながら具体的な区域設定というのを今後この候補地

区の中ではしていく必要がございますが、その中で今後、蕪島の部分をどうするか、

地域の景観の特性ですとか地域市民との合意形成ですとか、関係者の意見を伺いなが

ら今後そこを具体的にしていく予定でございます。 

 

〇菊地委員 

分かりました。どうもありがとうございます。 

 

〇会長（武山委員） 

はい、その他、ご意見やご質問等ないでしょうか。 

 

〇委員 

意見無し。 

 

○会長（武山委員） 

それでは、先ほど市長から諮問いただきました議案第 1号につきまして、当審議会

といたしましては「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。 

 

〇委員 

 はい。 

 

〇会長（武山委員） 

 では、そのようにさせていただきたいと思います。 

 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。 

 よろしくお願いします。 

 

○司会（北澤 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 116回八戸市都市計画審議会を終了させていただき



 

 19 

ます。次回は４月下旬の開催を予定しております。 

本日はありがとうございました。 

 


