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【日時】令和元年 11月 21日（木） 開会時刻：午後 2時 30分  閉会時刻：午後 3時 50分 

 

【場所】塩竈市津波防災センター 研修室 

 

【議事次第】 

1.開 会 

2.委嘱状交付 

3.市長挨拶 

4.審議 

(1)報 告  

第 20回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

議案第 40号 仙塩広域都市計画土地区画整理事業の変更について 

議案第 41号 仙塩広域都市計画地区計画の決定について 

 

(2)議 題 

  議案第 42号 仙塩広域都市計画市場の変更について【議事審議の概要】 

 

○第 42号議案 

  市当局（建設部次長兼都市計画課長・産業環境部長）から説明。 

   ～原案のとおり承認～ 

5.閉会 

 

 

【出席委員】 

1号委員 風見 正三、姥浦 道生、滝沢 圭、渡辺 誠一郎、志賀 直哉、千葉 則行 

2号委員 阿部 眞喜、伊勢 由典、志子田 吉晃、菅原 善幸、山本 進 

3号委員 平塚 智 

4号委員 田中 まゆみ 

 

【欠席委員】 

1号委員 佐藤 仁一郎、土井 儀憲 

 

【出席した職員の氏名】 

佐藤 光樹 （塩竈市長） 

佐藤 達也 （建設部長） 鈴木 康則 （建設部次長兼都市計画課長） 

島津 和洋 （都市計画課総務係長） 安藤 剛  （都市計画課まちづくり推進係長） 

安倍 千恵（都市計画課主査） 村井 広太朗（都市計画課主査） 中林 吉秀（都市計画課技師） 

佐藤 俊幸 （産業環境部長） 畑中 淳  （産業環境部商工港湾課商工係長） 

橘内 邦充 （株式会社塩釜地方卸売市場 取締役営業部長） 
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司会 事務局 島津都市計画課総務係長 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、

ただいまから第 21 回塩竈市都市計画審議会を開催させていただきます。審議会に先立ちまして、委

嘱状の交付等少しの間事務局で進行させていただきます。 

なお、本日、学識経験者としての委員でございます、佐藤仁一郎委員、土井儀憲委員以上 2 名は、

欠席とのご連絡をいただいております。 

 次に、お手元に配布しております資料の確認をさせていただきます。一番上から、次第、委員名簿、

ここで大変恐縮ではございますが、風見会長の肩書を訂正させていただきます。正しくは宮城大学理

事兼副学長兼事業構想学群長でございます。大変失礼いたしました。続けさせていただきます。出席

者名簿、席次表、別紙、議案書一式でございます。不足している資料はございませんか。よろしいで

しょうか。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りになるか、マナーモードに設定いただきますようお願いい

たします。 

それでははじめに委嘱状の交付を始めさせていただきます。新たに委員に就任いただきました皆

様に、委嘱状を市長から交付させていただきます。そのまま席でお待ちいただきますようお願いいた

します。 

（市長から各委員に委嘱状を交付） 

 

【市長挨拶】 

司会 

それでは市長からご挨拶申し上げます。 

 

塩竈市長 佐藤 光樹 

 本日は、お忙しい中、委員の皆様にお集まりいただき、心から御礼申し上げます。先程 5名の委員

の皆様に委嘱状を交付させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 

引き続きご就任いただきます委員の皆様におかれましても、改めて、よろしくお願いいたします。 

 まずは、私のご挨拶をさせていただきます。9月の選挙におきまして、第 7代塩竈市長として働か

せていただくこととなりました、佐藤光樹と申します。 

 時代の大きな転換期ととらえております。平成から令和に変わり、新たな天皇陛下が即位され、東

日本大震災からの復旧・復興にも塩竈市におきましては、大分目途が立ってきたところでございます。 

 ただ、私が今大変心配しておりますのは人口減少でございます。この速度が異常に、塩竈市だけ減

り続けている。このことをどのように考えていくか、非常に大きな課題と捉えております。15 年間

で 6,500人、人口が減ったというこの事実だけは如何ともしがたい事実でございます。この現状を地

域づくりにおいて、しっかりと捉えていく必要がございますし、足枷にもなってくるだろうと感じて

おります。こういった意味合いからも、皆様からはさまざまご指導をお願いしたいと考えております。 

これまで、都市計画審議会委員の皆様には、山積する本市の諸課題に対し、様々な視点からご指導

を賜り、多くの案件をご審議いただきました。おかげ様で復興事業に一定の目途が立ち、次期長期総

合計画を見据えた新たなまちづくりへの取組を行う準備を進めているところでございます。 

私の目指す「笑顔あふれる・ふれあい街（タウン）、しおがま」の実現に向けたキーワードの一つ

としまして、「コンパクトシティ塩竈」を掲げてございます。コンパクトで利便性の高い市街地特性
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を最大限に活かし、民間の力を取り入れたまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 

審議会委員の皆様からのご指導を賜りながら、新たな視点でのまちづくりを進めてまいりたいと

存じますので、今後とも、よろしくお願いいたします。 

本日、委員の皆様にご審議・ご承認をお願いする案件は、長きにわたり仙塩東部地域住民の台所を

支えていただいてまいりました塩竈地方卸売市場につきまして、今後の円滑な業務運営のため、より

実態に即した施設とするよう、都市計画を変更するものでございます。本日はよろしくお願いします。 

 

司会 

 本日出席しております職員につきましては、職員名簿により紹介に代えさせていただきます。また、

本日は株式会社塩釜地方卸売市場の橘内邦充（きつないくにみつ）取締役営業部長にも案件の関係者

としてお越しいただいております。なお、会議の途中で誠に申し訳ございませんが、市長は他公務に

よりここで退席とさせていただきます。 

 

【会長選出】 

司会 

 それでは、これから議事に入らせていただきます。議長には、審議会条例第 5条１項により、会長

があたることとなっております。前回、平成 30年 11月の都市計画審議会において、会長には風見会

長が選出されています。これから風見会長に議事進行をお願いいたします。 

 

【会議の成立】 

風見会長 

 都市計画は長きにわたる計画であり、市長となられました佐藤市長の新たな政策が今後あるかも

しれませんが、塩竈市の将来を決める大きな審議会ですので、新たに委嘱されました委員の皆様もよ

ろしくお願いいたします。また、今回は市場の関係者の方にもお越しいただいておりますので、専門

の立場からのご発言を期待しております。はじめに、会議の成立についてですが、審議会条例第 5条

第 2 項の規定により、委員総数の 2 分の 1 以上が出席しなければ会議を開くことができないとされ

ております。委員の総数 15名中、本日は 13名が出席しておりますので、会議は成立していることを

ご報告いたします。 

 

【議案の審議】 

風見会長 

 次第に基づき議事に入ります。円滑な議事進行にご協力をお願いします。都市計画審議会は、原則

公開となっており、今回の議案につきましても、個人情報などは含まれておりませんので、公開とい

たします。傍聴につきましては、受付でお配りいたしました遵守事項をお守りいただき静粛に傍聴い

ただきますようお願いいたします。 

 

【議事録署名人の指名】 

風見会長 

 続きまして、審議会運営規則第 7 条第 2 項により、議事録に署名する委員 2 名の指名についてで

す。学識経験者と市議会議員の皆さんから 1名ずつ、渡辺誠一郎委員と阿部眞喜委員を指名させてい



4 

 

ただきますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 それでは、渡邉委員と阿部委員、よろしくお願いいたします。 

 

【報告事項】 

風見会長 

それでは議事に入ります。前回第 20回審議会議案の処理報告について、事務局から説明願います。 

 

事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

都市計画課長の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。 

私から、前回、平成 30年 11月 22日開催の第 20回塩竈市都市計画審議会で、ご審議いただきまし

た議案第 40号及び議案第 41号の処理状況につきまして、ご報告いたします。 

参考として、前回の都市計画審議会の議事概要を添付しておりますので、ご参照願います。 

両案件とも、審議結果にもとづき、所定の手続きを行い、都市計画決定いたしましたことをご報告

いたします。 

まず、「議案第 40号 仙塩広域都市計画土地区画整理事業の変更について」は、平成 24年 11月に

都市計画決定を行った『塩竈市北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業』の区域ついて、事業の進

捗に伴い、区域を縮小する変更を行う議案でありましたが、平成 30 年 12 月 12 日に変更しておりま

す。 

次に、「議案第 41 号 仙塩広域都市計画地区計画の決定について」は、『塩竈市北浜地区被災市街

地復興土地区画整理事業』により整備を行う地区について、防災力の継続的な維持や周辺環境と調和

のとれた良好な市街地環境の形成と保全を図るため、建築物等の用途の制限や敷地面積の最低限度な

どの地区計画を定める議案でありましたが、同じく平成 30年 12月 12日に決定しております。 

以上が、前回議案の処理状況報告ですので、よろしくお願いします。 

 

風見会長 

ただいまご説明いただきました、特に前回の第 41 号議案である地区計画については、まちの意匠

に関する内容で、今後のまちづくりにおいても議論していくべき内容かと思います。滞りなくこのよ

うな形で成立したということでご報告いたしました。よろしいでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

はい。ありがとうございました。 

 

【議案第 42号説明】 

風見会長 

 それでは、本日の議題、本題に入らせていただきます。 

第 42号 仙塩広域都市計画市場の変更について、事務局から説明をお願いいたします。    
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事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

「議案第 42号 仙塩広域都市計画市場の変更について」ご説明いたします。 

当議案は、都市計画法第 19 条第 1 項の規定により、本市の都市計画審議会の議を経て決定する内

容となっております。 

まず、私から議案書の法定書類の内容をご説明し、その後、事業担当の産業環境部から具体的な内

容をご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

初めに、これまでの変更手続きの経過について、ご説明いたしますので、4ページをお開き願いま

す。都市計画の変更手続きをフロー図にて記載しております。 

最初の法定手続きとして、都市計画法第 16 条第 1 項の規定により、（左上のピンクの枠） 住民の

方々の意見を聴取する説明会を本年 10月 4日 壱番館 2階会議室において開催し、5名の皆様にご参

加いただきました。  

その後、宮城県都市計画課長への事前協議を行い、都市計画法第 17 条第 1 項及び第 2 項の規定に

より、（中央の緑の枠）公告及び案の縦覧を本年 10 月 23 日から 11 月 6 日までの 15 日間、壱番館 2

階都市計画課にて行いました。（その左のピンクの枠）期間内に縦覧者及び意見書の提出はありませ

んでした。 

これらの経過を踏まえまして、本日、都市計画法第 19条第 1項の規定により、（中央の青の枠）都

市計画審議会に議案を付議するものです。 

なお、本日、議案をご承認いただけましたら、都市計画法第 19条第 3項による （右側の緑の枠）

県知事への協議を 12 月に行い、年明け 1 月から市場の建設工事が始まりますので、新市場の供用開

始予定である 6月頃を目途に都市計画の変更を行っていく予定となっております。 

ここまでが、一連の変更手続きに関する説明となります。 

続きまして、議案書をご説明いたしますので、1ページにお戻り願います。法定の書類をご説明い

たします。 

仙塩広域都市計画市場の変更について、本日、ご審議いただきます内容は、昭和 48 年 1 月に都市

計画決定しております「市場」の区域を変更するものです。 

計画書上の変更箇所は面積の部分で、区域の縮小により、従前の計画区域 約 4,000㎡を、今回 約

1,300㎡に変更するものです。 

 変更理由は、記載のとおり、塩竈地方卸売市場の現建物の老朽化及び取り扱量の減少に伴い施設計

画を見直した結果、区域の変更を行うものでございます。 

 2ページのＡ3番資料の総括図をお開き願います。 

 本来の総括図はＡ0 サイズ、1 万分の 1 の図面となりますが、お手元にはＡ3 版に縮小した図面に

しておりますので、大変見えにくい部分が多くて申し訳ございませんが、市内での位置関係を示す図

面となっております。  

今回の対象地区は、市の南西部、図面では左下に位置しております「白菊町」の一部です。 

3ページの計画図をお開き願います。 

今回の変更区域を示す計画図になります。黄色の部分を廃止し、赤色の部分のみに区域を縮小する

ものです。追加する区域はありません。 

ここまで、都市計画課から法定の書類を中心にご説明いたしましたが、具体的な事業内容について

は、産業環境部からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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佐藤産業環境部長 

産業環境部 佐藤でございます。 

(スライド 1) 

それでは、塩竈地方卸売市場の都市計画決定の変更の具体的な内容についてご説明いたします。 

お配りいたしました右上に「議案第 42号事業説明資料」と記載の資料をご覧ください。 

(スライド 2) 

変更案に関する説明の流れは次のとおり進めさせていただきます。 

最初に、事業位置、経過をご説明し、都市計画上の変更内容、土地利用の内容をお伝えします。 

次に、変更理由、変更に向けた検討内容をお話し、最後に今後のスケジュールをご説明する流れで

進行してまいります。 

(スライド 3) 

資料 2ページをご覧ください。まず本案件の位置でございます。図は上が北となっております。JR

東北本線塩釜駅から、市道玉川利府線を利府町方面に向かいました、赤枠部分が本案件の区域でござ

います。 

(スライド 4) 

こちらは現在の青果市場の航空写真に、現在の都市計画決定の区域を重ねた図でございます。 

コンビニエンスストアミニストップさんの北側に位置しております。 

(スライド 5) 

資料 3ページをご覧ください。次に青果市場の事業経過についてご説明します。 

株式会社塩釜地方卸売市場は、昭和 6年に市内佐浦町にて借用営業を開始しております。 

その後、昭和 48年 1 月に仙塩広域都市計画市場として都市計画決定され、青果物の需要増加に対

応しながら流通の円滑化を図り、地域住民への安定供給を図っていくこと等を目的とし、市内白菊町

に整備されました。 

そして現状でございますが、市場外流通の増加や産地直送野菜、海外輸入など、仕入れルートの多

様化に伴い、当初決定時と比べて市場を取り巻く環境は激変しております。 

また、市場経由率は低下傾向をたどっております。こちらは取扱量の推移を平成 20年から過去 10

年分示したグラフとなります。約 10年前の平成 20年度の取扱量は 2,392t、直近では平成 30年度の

1,394tと、大きく減少しております。グラフ上にはございませんが、ピーク時の昭和 56年の取扱量

は 12,670tございましたので、現在と比較しますと、約 1/10となっている状況です。 

その他にも、設立当時 90名、ピーク時には 140名いた買受人は、現在 35名となっており、生産者

も 170名から 117名と減っているなど、市場利用者が減少しています。今回の変更は、これらの経過

に伴い土地利用計画を見直し、一部区域を縮小しようとするものでございます。 

(スライド 6) 

資料 4ページをご覧ください。 

こちらは先ほどとは別角度の青果市場の航空写真でございます。現況といたしましては、築 46 年

が経過していることもあり、ご覧のとおり施設の老朽化が進んでおります。 

(スライド 7) 

こちらは現在の市場の中の様子です。取扱量が減少しているため、現状の規模では大きすぎる状況

となってございます。 

(スライド 8) 
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こちらは市場内での取引の様子の写真です。 

生産者・買受人の減少に伴い、現在は競売よりも相対取引が中心となっております。 

(スライド 9) 

資料 5ページをご覧ください。次に、今回の都市計画の変更についてでございます。 

こちらは先ほど都市計画課から説明いたしました法定図書の計画図を拡大したものです。 

変更では、黄色で着色した区域を縮小いたします。新設予定の市場は、変更後のピンク色の区域内

に建築を行います。なお、新設にあたっては、既存の施設が黄色の区域内にあることから、営業と同

時並行で新設工事を実施する計画となってございます。 

(スライド 10) 

次に、今お示ししたピンク色の区域内の土地利用計画でございますが、赤色が施設区域、水色が駐

車区域、黄色がその他区域となっております。 

なお、面積の表記についてですが、法定図書は 100㎡単位、こちらの土地利用計画図は参考図書の

ため、一の位まで記載をしております。 

(スライド 11) 

資料 6ページをご覧ください。 

次に、都市計画決定を変更する理由についてです。 

冒頭の事業経過で申し上げ重複となりますが、今回変更にいたった要因が大きく 4 つございます。 

一点目として、整備から 40 年以上経過し建物の老朽化が進んでいること、二点目として、市場外

流通の増加や産地直送野菜、海外輸入など仕入れルートの多様化に伴い、都市計画決定時と比べて当

該市場を取り巻く環境が激変していること、三点目として、市場経由率は低下傾向をたどり、取扱量

の推移について、開設当初(ピーク時)の昭和 56年の取扱量は 12,670t、現在から約 10年前の平成 20

年度の取扱量は 2,392t、直近では平成 30 年度の 1,394t と、大きく減少していること、四点目とし

て、買受人の減少(現市場設立当時：90名⇒ピーク時：140名⇒現在：35名)、生産者の減少(出荷組

合員数 170 名⇒117 名)等、市場の利用者が減少していることが挙げられます。ここ数年、取扱量を

現状維持するのにとどまっている状況などを踏まえ、施設計画の見直しを行った結果、円滑な業務運

営のため実態に即した規模に縮小する必要があるということが、変更の理由となります。 

(スライド 12) 

検討にあたりましては、宮城県の都市計画マニュアルの要領に基づき、大きく 4点の事項について

検討しております。1 点目が上位・関連計画との整合性確認、2 点目が施設規模の妥当性について、

3 点目が施設設備計画について、4 点目が周辺交通への影響についてとなっております。それぞれの

検討内容をこれからご説明してまいります。 

(スライド 13) 

資料 7ページをご覧ください。まず 1点目は、上位・関連計画との整合性確認です。 

一つ目に宮城県の『第 10 次宮城県卸売市場整備計画』がございます。こちらの計画の、塩釜地方

卸売市場の項目には「今後は、実需者のニーズに応じた市場施設の整備を目指すとともに、出荷組合

員の掘り起こし、契約取引の拡大、地場産品の集荷力強化を図りながら、更なる市場機能の強化及び

経営の効率化を目指していく。」と記載がございます。今回の建替えに関しましては、当該市場の実

態に即した形での経営効率化を図るものであり、また、県担当部署からも整合性の確認を行っている

ものでございます。 

二つ目に宮城県の『仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』がございます。こちらの
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卸売市場の項目には「本区域の卸売市場は、仙台市中央卸売市場、仙台食肉市場、塩竈市魚市場、塩

竈地方卸売市場が整備されており、必要に応じて改修、拡充及び老朽施設の改善に努める。」と記載

がございます。こちらに記載のとおり、必要に応じた施設の改善を実施するものであります。 

(スライド 14) 

検討内容の 2 点目、施設規模の妥当性についてでございます。こちらの妥当性を確認する上では、

卸売場面積の妥当性、駐車位置と市場利用車両の確認が求められております。新しい卸売場の面積に

ついては、法定されている 330㎡以上という基準を満たす施設計画となってございます。駐車位置に

ついてはこちらをご覧ください。(次のスライド) 

(スライド 15) 

さきほどお示しした土地利用計画図でございます。駐車スペースは水色部分の全部で 11 台を計画

しております。駐車位置についてですが、市場前、向かって左の駐車場 1台分のスペースに 4ｔトラ

ックが駐車します。また、駐車№1に軽ワゴン、2、3に 2ｔトラックがそれぞれ駐車します。いずれ

も市場所有の車両です。駐車場№4～10については主に買受人が利用します。生産者は、卸売場内に

乗り入れ青果物を搬出し出ていくため駐車場を利用しません。先ほど申し上げましたとおり、取引形

態は競売よりも相対取引が中心で、買受人や生産者が集中して利用しない状況となっていることか

ら、余裕をもった駐車台数を確保する計画となっております。なお、どれくらい大きなトラックが入

るかについてでございますが、基本的には市場で所有の 4t トラックが最大で、買受人や生産者など

の搬入搬出者が利用される車は軽トラック、軽ワゴンが中心となっております。 

(スライド 16) 

資料 8ページをご覧ください。3点目の検討内容である施設設備計画についてでございます。こち

らでは周辺環境への影響を確認するものとなってございます。新市場内においては、現市場と同様、

卸売を実施するもので、洗浄水等の汚水は発生しないこと、上水・下水ともに公共の上・下水道を利

用すること、などを踏まえ計画変更による周辺環境への影響はないものと確認してございます。 

(スライド 17) 

最後に周辺交通への影響についての確認がございます。ここでは、周辺道路、搬出入路、交通容量

について交通量調査等により検討しております。次の図をご覧ください。 

(スライド 18) 

新たな市場の位置がピンク色の区域内に変更となることに伴い、搬入口が変わり、面する道路も緑

線部分のみに変更となります。この幅員が県の都市計画マニュアルの標準幅員 11ｍに満たないこと

から、周辺道路、搬出入路、交通容量などについて交通量調査等により検討をしてまいりました。 

(スライド 19) 

まずは現況について確認いたします。こちらが市道赤坂西玉川町線の、現況の様子でございます。 

(スライド 20) 

出入り部分は幅員が 7.9ｍございます。 

(スライド 21) 

こちらが反対側から見た現況写真となります。 

(スライド 22) 

こちらが中間から見た現況写真となります。  

(スライド 23) 

次に現況の入口前部分は 8.8ｍございます。 
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(スライド 24) 

入口前を通り過ぎると、幅員は 8.3ｍ、奥の住宅街に入っていきますと、幅員は 6.1ｍと狭まって

まいります。 

(スライド 25) 

現況入口部分の幅は約 4ｍであることから、新たな施設計画においては、10ｍに拡幅いたします。 

(スライド 26) 

資料 9ページをご覧ください。こちらが交通量調査による検討内容でございます。交通量調査は平

日、市場を利用する車両のピーク時間帯である午前 5：00～9：00の 4時間で実施いたしました。 

日程は今年の 8月 6日水曜日でございます。赤い部分が幅員の広い市道玉川利府線、緑色が市道赤

坂西玉川町線、この道路のぶつかる丁字路交差点において調査いたしました。 

(スライド 27) 

当該調査結果がこのようになっております。幅員が広い方の道路の交通量は 4時間で約 2700台、 

狭い方の道路の交通量は 118台。 

(スライド 28) 

こちらは大きい道路市道玉川利府線側の現在の入口の様子です。先ほどのスライドの④から⑤の

部分になります。この部分の車両の出入りは 44台でございました。 

(スライド 29) 

資料 10 ページをご覧ください。交通量調査の結果から、市場の位置が変更となっても、この交差

点で車両交通が問題なく捌けるかどうかを確認したのが次の表です。まずは緑枠部分をご覧くださ

い。広い道路から狭い道路へ右折で入っていく部分の評価がナンバー1、狭い道路から塩釜駅方面へ

抜けていく部分の評価がナンバー2、狭い道路から利府町方面へ抜けていく部分の評価がナンバー3、

ナンバー2、ナンバー3を合わせて検証し評価したものが「混 1」という表記になっております。 

次に黄色枠部分をご覧ください。「交通容量比」による評価から、いずれも数値が 1 を超えないた

め、車両交通が捌けると確認できます。さらに、赤坂西玉川町線は現況で約 8ｍの幅員があり、すれ

違い等も問題なく行えます。 

(スライド 30) 

こちらは市場周辺の土地利用の状況を示した図面です。真ん中の黒枠が青果市場で、黄色の表示が

住宅を示してございます。現在の周辺の土地利用の状況は玉川利府線と JR 東北本線の間において、

ほぼ開発されており、主に住宅が密集しております。今後、開発行為等の実施の見込みもないため、

赤坂西玉川町線の交通量の増加は見込まれません。  

(スライド 31) 

資料 11ページをご覧ください。さらに、搬出入路に関する検討を実施してございます。  

(スライド 32) 

入庫の想定される車両の軌跡をしめしたのがこちらです。最大 4t 車の軌跡図のとおり、計画の搬

出入口において問題なく出入が可能です。  

(スライド 33) 

資料 12ページをご覧ください。 

また、交差点軌跡図のとおり 4t車･2t車の交差点内のすれ違いも可能であると確認しております。  

(スライド 34) 

以上の検討内容に基づき、宮城県からも計画変更について事前に内々で了承を得ております。 



10 

 

最後に今後のスケジュールについてでございますが、本日の審議会を踏まえまして、変更内容を宮

城県知事へ正式な協議という形で示してまいります。その後、年明けから約半年をかけて市場の新築

工事がスタートします。新市場の供用開始を確認したのち決定変更の告示というスケジュールとな

ります。以上をもちまして、変更案に関する説明とさせていただきます。 

 

【議案第 42号質疑応答】 

風見会長 

それでは今回の都市計画市場、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、老朽化された施設の建

替に伴って区域を縮小するという内容のものでございました。これから審議に入りたいと思います

が、何か確認することなどはございますでしょうか。 

 

渡辺委員 

 取扱量が 10 年で大幅に減ったということで、その策が抜本策なのでしょうか。またもう一つ聞き

たいのですけど、資料の中で相対取引で時間がかぶらないとあるのですがどういう意味なのか、最後

ですが 16 ページの交通容量比ということで、1 以下なので問題ないということなのですけれども、

ここには④から⑤の交通量が反映されているのでしょうか。それから、この赤坂西玉川線というのは

学校の通学路となっているか、お願いします。 

 

風見会長 

 はい、ありがとうございます。それでは事務局の方からお願いします。 

 

事務局 都市計画課 村井主査 

建設部都市計画課の村井と申します。ご質問が複数ございましたので、確認をさせていただきます。

まず 1点目としまして今回の建替が市場改善の抜本策となりうるのか、2点目としまして相対取引に

おいて、買受人さんの出入りで車両の出入りに支障がないか、3点目としまして交通容量比計算のと

ころで、交通量調査の④から⑤の結果が反映されているか、4点目としまして赤坂西玉川線が通学路

となっているか、以上でよろしいでしょうか。 

 

渡辺委員 

 はい、結構です。 

 

事務局 都市計画課 村井主査 

1点目の質問でございました抜本策となりうるのかという点についてですが、さきほどの説明でも

申し上げましたとおりの課題が青果市場さんの方にはございますので、まずは効率化を図るため、新

たな施設を建設しながら引き続き営業をしていき、その後、空いた土地を経営に有効活用していくも

のでございます。 

2点目の質問でございました相対取引において時間がかぶらないという内容についてですが、買受

人はトータル 35名いらっしゃいますが、1時間あたりにしますと 3名程度ずつの来場となり… 
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志賀委員 

 競りというのは時間が決まってするものなんです。相対というのは好きな時に来てもらってやる

ものです。 

 

渡辺委員 

 相対と競りがだぶるということはあるのですか。 

 

志賀委員 

 競りは時間が決まっているから、競りだけならそこに一気に 35 人が来るかもしれませんが、相対

が中心で競りの時間以外ということなんでしょう。 

 

渡辺委員 

 ああ、なるほど。 

 

事務局 都市計画課 村井主査 

 どうもありがとうございます。続きまして 3点目の質問でございました交通容量比の計算に、交通

量調査箇所の④から⑤の部分が反映されているかとの内容ですが、こちらは反映してございます。 

 4点目の質問でございました通学路となっているかどうかについてですが、実際に現地で交通量調

査を行いまして、小学生が実際にそこを通ったという状況は確認されませんでした。 

 

渡辺委員 

 通学路というのは学校で指定するものなのでしょうか。市場周辺に何人くらいのお子さんが住ん

でいらっしゃる等お調べになっているかなどは把握されていますか。赤坂西玉川町線は通学路の指

定を受けているのでしょうか。 

 

事務局 都市計画課 村井主査 

 大変申し訳ございません。その点について確認し、のちほどのご回答とさせていただいてもよろし

いでしょうか。 

 

風見会長 

他に何か、質問、ご意見等ございますか。 

 

伊勢委員 

 一点だけお伺いしたいのですが、黄色い区域(縮小する区域)の今後の活用はどのように考えられ

ているのでしょうか。 

 

株式会社塩釜地方卸売市場 橘内取締役営業部長 

 施設を解体したのちに、更地にしまして、ドラッグストアツルハに賃貸をする予定です。その賃貸

料をもちまして、私どもの経営に役立てていきたいと考えております。 
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伊勢委員 

 新たな市場の建設費用の見込みはどれくらいになりますでしょうか。元利償還等あるかと思いま

すがその点についてお聞かせいただきますか。 

 

株式会社塩釜地方卸売市場 橘内取締役営業部長 

 新たな市場の総工費は約 1億 5千万円くらい、ツルハさんとは 20 年間の賃貸契約となっており、

その賃貸料で総工費を賄い、なおかつ、いくらかずつ利益が出るくらいと見込んでおります。 

 

伊勢委員 

 状況についてはよくわかりました。ありがとうございました。実際に市内で小売店として販売して

いる業者さんについてはどのように捉えていけばいいのか教えていただけますか。 

 

株式会社塩釜地方卸売市場 橘内取締役営業部長 

 競売は時間を 7時半からと決めております。しかし、さきほどもありましたように生産者や買受人

さんが減ってきて、小売店をやっている人も本当に少ない状況です。小売店だけではなかなか厳しい

ので、量販店、スーパーと取引しております。スーパーは注文制で、注文をいただき品物を揃えお届

けをしているという状況であります。というわけで、取引はバラバラですが、施設はそんなに大きく

なくてもできるというところであります。 

 

風見会長 

他に何ございますか。 

 

滝沢委員 

 委員の滝沢です。住民説明会についてなんですけれども、詳しくお伺いしたいのですが、意見はな

かったとのことですが、参加者自体はいらっしゃったのでしょうか。 

(周囲の委員から「5人」という声) 

 

事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

 説明会は 10月 4日に開催しました。当日は生憎の天気で、なかなか参加者もいらっしゃらな

かったと考えられます。意見も特にございませんでした。 

 

滝沢委員 

 住民説明会ではどのような説明をされたのでしょうか。 

 

事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

 本日の説明と同様の資料を用いまして説明をさせていただきました。 

 

滝沢委員 

 住民説明会の周知は広報紙のみでしょうか。 
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事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

 広報紙のほか、本市のホームページで周知いたしました。 

 

風見会長 

他に何ございますか。 

 

阿部委員 

滝沢委員の質問も踏まえましてご質問いたします。今後、地元説明会などは開かないという認識で

よろしいでしょうか。 

 

事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

今後、特に地元に入っての説明会は予定してございません。 

 

阿部委員 

 周辺住民のかたは今後建替があることを知っていらっしゃるということでしょうか。 

 

事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

今後工事等が始まりますと地元への周知となっていくと考えております。 

 

阿部委員 

建替に伴い周辺の住宅への日陰なども影響はないと思いますが、今後説明会等の実施がある場合

はお声がけいただければと思います。 

 

渡辺委員 

 説明を聞きますと交通上の支障はないというのはわかりますが、事業説明資料の 11 ページにあり

ます 4tトラックの軌跡ですが、Uターン等は敷地の外でやるのでしょうか。 

 

(周囲の委員から「中でやる」という声) 

 

 中でやるんですね。わかりました。敷地の外での転回ですと支障があると感じました。 

 

事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

 先ほどもご質問ありましたが、市場における交通量が増加するのは主に早朝で、児童生徒の通

学には重複しないと考えます。 

 

風見会長 

 かなり早朝での使用ということですね。他にいかがでしょうか。 

 

菅原委員 

 隣にはミニストップがあることも踏まえ、周辺住民の方と意見交換はされましたでしょうか。 
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株式会社塩釜地方卸売市場 橘内取締役営業部長 

 説明等はしておりません。 

 

菅原委員 

 かなりの交通量や大型トラックの出入り等の状況があるなか、なぜ現在の白菊町の場所に市場を

立地したのでしょうか。他の場所などは検討されたのでしょうか。 

 

株式会社塩釜地方卸売市場 橘内取締役営業部長 

 昭和 48年当時は周囲に何もない状況でした。以前は佐浦町で営業をしておりました。 

 また、4t トラックのお話がありましたが、しょっちゅう入るものではないです。基本的に受注生

産での対応となっております。いつトラックが市場に入るかなどもすべてこちらで把握しておりま

すし。4tトラックも普通のものでございます。 

 

菅原委員 

 2市 3町で考えたときに、どの辺の店舗に出されているのでしょうか。 

 

株式会社塩釜地方卸売市場 橘内取締役営業部長 

 以前は 2市 3町の八百屋さんが多数おりました。現在は小売りがだんだん減り、今はヨークベニマ

ルさんが半分以上を占めております。今後も量販店に商品を流していくという形態になります。 

 ヨークベニマルは県内 21 店舗扱っています。仙台地区、泉地区、多賀城、塩竈市内と扱っており

ます。塩竈市内の小売店舗は現在 3店扱っております。 

 

千葉委員 

 ツルハドラッグの車が入り込まないような規制は検討されていますでしょうか。 

 

株式会社塩釜地方卸売市場 橘内取締役営業部長 

 ツルハドラッグの設計上、赤坂西玉川町線の道路は使用しないものとなっております。なので、メ

インの道路は玉川利府線になり、混雑は発生しないと思われます。 

 

風見会長 

他に何ございますか。 

 

渡辺委員 

 個人的な要望で申し訳ありませんが、自然の物を取り扱うところなので、道路沿いに植栽をするな

ど、ご検討いただければと思います。 

 

風見会長 

 こちらは意見ですので、ご検討をいただければと思います。 
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事務局 鈴木建設部次長兼都市計画課長 

 先ほどありました赤坂西玉川町線は通学路の指定を受けているかというご質問ですが、担当課で

ございます学校教育課に確認したところ、通学路の指定はないとのことでございました。よろしくお

願いいたします。 

 

風見会長 

 はい、ありがとうございます。活発な議論ができたかと思います。いかがでしょうか。 

 

田中委員 

 市民代表としてお話いたします。卸売青果市場というのは、私が 10 年前に玉川小学校の校長だっ

た時代から小学校行事などに大変ご協力をいただいておりまして、とても地域に根差していると思

っております。具体的にいえば、学校で育てているうさぎの餌であるキャベツを分けていただきにあ

がるのが私の仕事でした。毎日のように伺って、助けていただいたという思い出がございます。 

 子どもたちの通学時間にも業者の方の車の出入りは重複しておりませんでした。もし子どもが市

場の入口周辺を通るときに車の出入りがあるときには、係員の方が付き添って対応してくださって

ました。どちらかというと玉川利府線の交通の方が学校としては心配しておりました。青果市場さん

に関しては何の心配もしてございませんでした。 

 青果市場の奥に入っていったところの住宅地からは抜け道となっている通学路があり、赤坂西玉

川町線を通らなくても通学できる道がありました。また、どのくらいこの地域には児童生徒がいるか

を確認していただきながら、進めていただければと思います。今回の変更に伴っては説明会を行って

いただいているので、地域の方にも広報していただいて進めて、気を付けて子どもたちの安全を守り

ながら声がけをしていけば問題ないかと思います。 

  

風見会長 

 はい、ありがとうございます。大変地域に貢献されている市場であるというお話でした。 

 

伊勢委員 

 学校関係者にも周知いただいて進めていただければと思います。 

 

風見会長 

 地元説明会ですね。その点については引き続きご検討いただければと思います。 

 いかがでしょうか。それでは、今回の審議ですが昨今の取扱量に伴う都市計画市場の変更というこ

とでございましたが、特に交通量の件につきましては大変ナイーブな問題ですのでしっかりと詰め

ていただければと思います。また、計画変更後の跡地の活用についても本日明らかになりました。こ

れまでの地域に根差してこられてきた企業さんですので、これからも地域との信頼を築きながら進

めていっていただいて、特に説明会という形よりも、日々のお付き合いの中で、建替えなどについて

お知らせをしながらやっていってもらえればと思います。地域とのパイプを大切にしていくという

ことが、本日委員の皆様が気にされていたことかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ということで、異議がなければ、今回の議案について承認するということでよろしいでしょうか。 
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（異議なしとの声） 

 

ありがとうございます。ご異議なしということですので、第 42 号議案は原案のとおり承認いたし

ます。活発なご意見、ご審議をありがとうございました。 

本日の審議についてはこれで終了となります。それでは事務局へ進行をお返しします。 

 

【閉会】 

司会 

 風見会長、ありがとうございました。議案につきましては、今後事務手続きを進めてまいります。

また、次回の審議会についてですが、今のところ未定でございます。日時等が決まり次第、皆様にご

連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、第 21 回都市計画審

議会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上を審議会運営規則第 7条に規定する議事録として、適正であることを認め、署名押印する。 
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