
 

 

 

 

 

 

 

 

第 22 回塩竈市都市計画審議会 議事録 
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【日時】令和 3年 7月 2日（金） 開会時刻：午後 1時 00分  閉会時刻：午後 1時 50分 

 

【場所】塩竈市魚市場 中央棟 2階 大会議室 

 

【議事次第】 

1.開 会 

2.審 議 

(1)報 告  

第 21回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

議案第 42号 仙塩広域都市計画市場の変更について 

 

(2)議 題 

  議案第 43号 仙塩広域都市計画火葬場の変更について【議事審議の概要】 

 

○第 43号議案 

  市当局（建設部都市計画課長・塩釜地区消防事務組合事務局環境課長）から説明。 

   ～原案のとおり承認～ 

3.閉会 

 

【出席委員】 

1号委員 風見 正三、滝沢 圭、小泉 幸彌、志賀 直哉、千葉 則行、土井 儀憲 

2号委員 伊勢 由典、志子田 吉晃、菅原 善幸、山本 進 

3号委員 後藤 寿信 

4号委員 田中 まゆみ 

 

【欠席委員】 

1号委員 姥浦 道生、渡辺 誠一郎 

2号議員 阿部 眞喜 

 

【出席した職員の氏名】 

相澤 和広 （建設部長）    星  和彦 （建設部次長） 

鈴木 良夫 （都市計画課長）  千葉 貴幸 （都市計画課長補佐兼総務係長） 

安倍 千恵 （都市計画課主査） 髙橋 真幸 （都市計画課主査） 

村井 広太朗（都市計画課主査） 小林 史人 （市民総務部市民安全課長） 

鈴木 亮平 （市民総務部市民安全課長補佐兼市民生活係長） 

 鈴木 忠一 （塩釜地区消防事務組合事務局環境課長） 
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司会 事務局 千葉補佐 

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

第 22 回塩竈市都市計画審議会を始めさせていただきます。審議会に先立ちまして、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、姥浦道生委員、

市議会議員としての委員でございます、阿部眞喜委員、以上 2名につきましては欠席とのご連絡を

いただいております。 

次に、事前に送付いたしました資料の確認をさせていただきます。順に、次第、委員名簿、出席

者名簿、議案書一式でございます。お忘れの方はいらっしゃいませんでしょうか。 

ここで大変恐縮ではございますが、事前に送付しておりました委員名簿に誤りがございましたの

で、資料の差し替えをお願いします。風見委員の肩書を訂正させていただきます。正しくは宮城大

学理事兼副学長でございます。大変失礼いたしました。 

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、塩釜地区消防事務組合事務局環境課鈴木忠一環境課長にも案件の関係者としてお越し

いただいております。 

本来であれば、新たに委員に就任いただきました皆様には、審議会の会議に先立ち、委嘱状の交

付をさせていただくところですが、昨年度は審議会を開催する案件がなかったことや新型コロナウ

イルス感染拡大の状況を鑑み、誠に勝手ながら郵送で交付させていただきましたことをご報告しま

す。なお、委員の任期につきましては、令和 4 年 3 月 31 日までとなっておりますが、市議会議員

の皆様の委員の任期につきましては、令和 5年 9月 10日までとなっております。 

なお、審議に先立ちまして、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。 

 

【会長選出】 

司会 事務局 千葉補佐 

これより、審議会会長の選出をさせていただきます。 

会長は、審議会条例第 4条第 1項の規定により学識経験者の委員の中から委員の選挙によって定

めることとなっておりますが、いかがいたしましょうか。 

 

山本委員ほか 

事務局案は？ 

 

司会 事務局 千葉補佐 

事務局案というご意見がございましたので、事務局案としましては塩竈市景観審議会の会長も務

めております、風見委員に会長をお願いできたらと思いますがいかがでしょうか。 

 

（拍手） 

 

ご異議ございませんでしたので、本審議会の会長としまして風見正三委員が選出されました。 

令和 4年 3月 31日までの任期となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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それでは、風見会長より一言、ご挨拶をお願いいたします。 

 

風見会長 

ただいま大変僭越ながらご指名により都市計画審議会の会長を拝命させていただきました風見

でございます。改めてよろしくお願いしたいと思います。 

簡単に初めての方もいらっしゃるかと思いますので自己紹介させていただきますと、私、現在、

宮城大学の理事副学長という職におりますが、ちょうど 2008 年に東京の方から建設会社へ、大成

建設というのですけど、そちらで 20 年ほど民間のまちづくりをやっておりまして、その時から建

築出身ではありますが都市計画を専門にするようになりまして、建設省の景観の最初のまちづくり

のお手伝いをしたり、塩竈ですと海辺のまちづくりをやったり、いろんなことをしてまいりました

が、自分も社会的貢献をしたいなと思いまして、2008年に宮城大学にまいりました。そして、ご承

知のとおり震災にあいまして、それ以降様々な所で震災復興をお手伝いさせていただきました。塩

竈市さんとですね、土井委員もご一緒していただいていますけど、景観を整備したいという思いが

ありまして、景観審議会を立ち上げて、「海と社が織りなす美しいまち」ということで景観計画をつ

くりました。景観計画は 100年、1000年かけてやっていくことですから、都市計画も同じように大

変長い道のりが必要な分野でございます。そういう意味から、都市計画審議会の会長を前期から拝

命させていただきまして、というのも塩竈市大変大好きでして、横浜も随分行ったのですが、東北

では横浜に匹敵する、もしくは横浜を超えるようなまちだと思っています。横浜は海の見える丘公

園とかいろんな公園がありますけど、この塩竈も素敵な所がたくさんありまして、震災で被災はし

ましたが、塩竈の方々はお元気ですし、美しいまちづくり、これを支えるために都市計画は何がで

きるのかということ、私の専門でもありますので、取り組ませていただきたいと思います。 

委員名簿を見させていただきますと、私もいろんな自治体の都市計画審議会の会長をさせていた

だいておりますが、塩竈市の委員の皆様は多彩で審議会に相応しいメンバーだと思います。建築、

都市計画、経済、歴史、商工、土木、議員の先生、県の職員、市民。これだけ多彩な審議会はなか

なかないように思えます。それゆえ、大変塩竈を愛する人々がお集まりになっていると思いますの

で、塩竈の未来を一緒に作っていけるように、都市計画は 100年の計だと思いますので、これから

様々な議題があると思いますが、ともに考え、良い決断をしていければなと思います。 

宮城大の方にも機会があればおいでいただければと思います。先日、塩竈の方でうちの佐々木秀

之という先生が塩竈の藻塩を使ったジェラートを販売していただいたようで好評だったようです。

藻塩をはじめ、いろんな名産がありますが塩竈の都市計画のためにも尽力してまいりたいと思いま

すので、改めてよろしくお願いしたいと思います。 

 

司会 事務局 千葉補佐 

ありがとうございました。 

それでは、議事に入らせていただきますが、審議会条例第 5条第 1項により、会長が議長にあた

ることとなっておりますので、風見会長に議事進行をお願いします。 

 

風見会長 

それでは、議事に入る前に会長の職務代理者の指名をさせていただきます。 
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審議会条例第 4条第 3項により、会長に事故、あるいは、会長があらかじめ指名する委員がその

職務を代理することと規定されています。 

職務代理者には、姥浦道生委員を指名させていただきますので、よろしくお願いします。 

次に、本日の会議の成立について、事務局から報告をお願いします。 

 

【会議の成立】 

司会 事務局 千葉補佐 

本日の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。 

委員総数 15名中、13時時点で、12名が出席しておりますので、本会議は成立していることをご

報告いたします。 

 

【議事録署名人の指名・議案の審議】 

風見会長 

ありがとうございます。それでは、議事に入ります。円滑な議事の進行にご協力お願いいたしま

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。 

傍聴人の方はいらっしゃらないということで、さっそく議事に入りたいと思います。 

先ずは、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ということで、千葉則行委員と志子田吉晃委員の 2名にお願

いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

それでは、前回の第 21 回塩竈市都市計画審議会議案の議事概要等について、事務局からご報告

願います。 

 

【報告事項】 

鈴木都市計画課長 

皆さん、こんにちは。都市計画課長の鈴木でございます。よろしくお願いします。 

それでは、私から、前回、令和元年 11 月 21 日開催の第 21 回審議会でご審議いただきました、

議案第 42 号の処理状況について ご報告させて頂きます。恐れ入りますが、お手元の第 22 回塩竈

市都市計画審議会議案書の表紙、目録をおめくり頂きまして、右上に報告事項とある資料をご覧願

います。 

前回の審議会におきましては、議案第 42 号仙塩広域都市計画市場の変更についてご審議を頂き

ました。内容と致しましては、昭和 48 年 1 月に都市計画決定しております塩竈地方卸売市場の区

域につきまして、建物の老朽化や、取扱量の減少を踏まえ施設計画を見直した結果、従前の計画区

域を縮小変更するというものでありまして、審議の結果、議案のとおり承認ということで結論を頂

戴しております。 

その後、審議結果に基づきまして、所定の手続きを進めさせて頂き、令和 2 年 7 月 27 日付けに

て、都市計画の変更が終了しておりますことをご報告いたします。 

報告は以上となります。よろしくお願いします。 
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【議案第４３号説明】 

風見会長 

以上の報告について、滞りなく事務手続きが行われているということで、よろしいでしょうか。

以上で第 21回審議会議案の処理報告を終わります。 

それでは、本日の議案に入りますが、議案第 43 号仙塩広域都市計画火葬場の変更について事務

局から説明をお願いいたします。 

 

鈴木都市計画課長 

それでは議案第 43号につきまして、事務局よりご説明させて頂きます。 

先ず、当議案につきましては、都市計画法第 21条第 2項並びに、同法第 19条第 1項の規定に基

づき、本市都市計画審議会の議を経て、決定しようとするものでございます。 

次に、議案の説明でございますが、はじめに、私の方から、法定手続きに係る説明をさせていた

だきまして、その後、事業を担当しております塩釜地区消防事務組合事務局環境課から、具体の内

容についてご説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

それでは、都市計画に係ります手続きの経過からご説明いたします。説明の都合上、議案書の 4

ページ都市計画の変更手続きフロー図、スライドの方も出てございますけども、そちらの方をご覧

いただければと思います。最初の手続きとなります、資料左上のピンク色の枠でございます、都市

計画法 16 条に基づき、住民の方々の意見を聴取する説明会を、 本年 4 月 27 日に、壱番館庁舎 3

階、教育部会議室において開催し、4 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

課長との事前調整を経まして、都市計画法 17 条 1 項に基づく、中央二段目の緑の枠でございます

けども、公告及び案の縦覧を本年 5月 26日から 6月 9日までの 15日間、壱番館庁舎 2階都市計画

課にて行いました。また、縦覧期間内におきまして、左側のピンク色の枠でございますが、同法 17

条 2 項に基づきます意見書の提出は、ございませんでした。これらの経過を踏まえまして、本日、

都市計画法 19 条１項に基づき、中央の青色の枠となりますけども、都市計画審議会に議案を付議

したものでございます。 

続きまして、法定図書についてご説明いたしますので、恐れ入りますが、議案書の 1ページにお

戻り願います。右上に、議案第 43 号とある資料をご覧ください。上段の方に仙塩広域都市計画火

葬場の変更塩竈市決定とございますが、こちらが法定の計画書となります。変更理由と致しまして

は、新設される利府斎場が、機能を代替することとなるため、当該都市計画火葬場を廃止するもの

でございます。おめくり頂きまして、2ページ、Ａ3版の総括図をお開き願います。 

正式な総括図はＡ０版、縮尺 1 万分の 1 の図面となりますけれども、お手元には、Ａ3 版に縮小し

たものをお示ししております。見えにくい部分が多く申し訳ございませんが、こちらは、市内にお

けます位置関係を示す図面となっており、対象箇所は、市の南西部に位置します袖野田町の一部に

所在しております。おめくり頂きまして、3 ページの計画図をお開き願います。こちらは、今回の

変更区域を示す図面となっており、黄色で網掛けされている区域を廃止するという内容でございま

す。 

簡潔ではございますが、以上が、議案第 43 号の、法定手続きに係る説明となります。具体の内

容につきまして、引き続き、事業担当からご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 
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鈴木消防事務組合環境課長 

私、塩釜地区消防事務組合環境課長を仰せつかっております鈴木と申します。 

それでは、当組合環境課が所管いたします、塩竈斎場の都市計画決定の変更の具体的な内容つき

ましてご説明を申し上げます。資料の方はお手元に、現在スライドに映しているものもございます

けども、議案第 43 号の事業説明資料をご参照いただきながら、お聴き取りをいただきたいと存じ

ます。変更になっている流れにつきまして、次のとおり進めさせていいただきたいと存じます。ま

ず１の塩竈斎場の概要及び 2 のこれまでの経過をご説明させていただきます。続きまして、3 の都

市計画火葬場の区域、都市計画上の現区域と変更内容を説明させていただきます。続きまして、4

の都市計画決定を変更する理由及び 5 の都市計画決定の変更に向けた検討内容をご説明いたしま

す。最後に 6の今後のスケジュールをご説明させていただく流れで進行させていただきたいと存じ

ますので、よろしくお願い申しあげます。 

まず、1 の塩竈斎場の概要でございます。本件の 1 でございます。図の上部が北の方向となって

おる所でございます。ＪＲ東北本線塩釜駅から県道泉塩釜線を多賀城市方面に向かいまして、塩竈

市袖野田町にございます図の左側中央部分の赤丸部分に囲まれているところがこの案件の区域と

なっております。本日ご説明いたします塩竈斎場の運営管理の経過を説明させていただきますが、

塩竈斎場につきましては平成 20 年 4 月 1 日、こちら塩竈市から当時の塩釜地区環境組合に火葬場

の事務の移管がなされてございます。平成 26 年 4 月 1 日に塩釜地区環境組合と塩釜地区消防事務

組合が統合されてございます、こうした経過がございますことから、後程ご説明いたします塩竈市

さんの方に関連いたします事項につきましても、当組合の方で一括してご説明を申し上げさせてい

ただきます。なお、当組合は塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町、利府町の塩釜地区 2市 3町で

構成してございます。当組合では、墓地、埋葬等に関する法律に基づきます火葬場の設置及び運営

管理につきまして、2市 3 町での共通の事務としているところでございます。塩釜地区 2 市 3 町の

全域から見ました塩竈斎場の位置でございます。ちょうど図の下段の方の中央部分にございます位

置が塩竈斎場となってございます。続きまして、１の塩竈斎場の概要につきましてでございます。

こちら塩竈斎場は平成 6年 3月に改修工事を竣工しているところでございます。一階部分の平米数

のとおりでございますけども、向かって右側に炉室がございまして、火葬炉は標準炉が 5基、大型

炉が 1基、なお焼却炉が 1基、再燃焼炉が 6基、電気集塵機 3基の構成となっております。斎場の

年間の利用実績につきましては約 2,300件、1日あたりの平均利用実績約 7件、1日最大 12回とな

っております。施設ですけれども向かって中央に告別室、炉前ホール、収骨室。向かいまして右側

に洋室の待合室 2室と待合ホールがございます。こちら 2階の部分となってございます。向かって

左側が和室の待合室 3室と待合ロビーとなってございます。向かって右側が排風機でありますとか

自家発電等の電気室として利用させていただいているところでございます。次に現在の塩竈斎場の

航空写真に現在の都市計画決定の区域を赤線で重ねた図となってございます。御覧いただいてわか

りますとおり、周辺は住宅が隣接している状況にございます。 

続きまして、2 のこれまでの経過についてご説明させていただきます。こちら当時の塩竈町にお

きまして大正 15 年に火葬場が開設されてございます。この時点では都市計画施設ではございませ

ん。昭和 43 年の都市計画法の改正、こちらいわゆる都市計画法の新法に伴いまして、昭和 45 年 7

月 7日に仙塩広域都市計画が策定されてございます。これによりまして、火葬場は都市計画施設と

して位置づけることが必要となりました。昭和 47年 9月 19日、名称を塩竈市営火葬場、面積を約
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5,500㎡としまして当初の都市計画決定がなされてございます。その後、平成 5年 2月 25日に塩竈

市営火葬場から塩竈斎場の名称に変更したものでございます。変更の理由でございます周辺住宅地

への環境に配慮し、施設のイメージアップを図るため斎場という表現を用いたと伺っておるところ

でございます。次に施設の改築に伴いまして、平成 6 年 1 月 31 日に区域を適正なものとするため

面積を約 5,500 ㎡から約 5,300 ㎡に変更しておりまして、現在に至っているところでございます。 

続きまして、3 の都市計画火葬場の区域でございます。今回の都市計画の変更につきましてご説

明を申し上げます。先程、都市計画課さんからご説明がございました法定図書の計画図を拡大した

ものでございます。変更では黄色で着色した区域を排するものでございます。 

続きまして、4 の都市計画決定を変更する理由をご覧いただきたいと思います。（1）の都市計画

変更の理由でございます。仙塩広域都市計画火葬場１号利府斎場が機能を代替しますことから、当

該都市計画火葬場を廃止するものでございます。（2）の経過でございます。変更に至りました点は

大きく 2 つございます。1 点目に宮城県の墓地の許可、経営許可の取り扱いについては斎場の設置

位置はなるべく人家を離れた地域にあることと位置付けられているところでございます。塩竈斎場

は大正 15 年の開設以来、周辺の住宅開発が進んだことによりまして、現在は設置の場所として適

さない状況となっておるところでございます。また、社会条件の変化に伴います、将来的な施設の

能力不足、あるいは老朽化、そちらを踏まえまして移転を検討することなったことでございます。

2 点目に候補地検討の結果、利府町森郷字名古曽におきまして新火葬場を設置するに至ったことが

挙げられます。 

続きまして、5 の都市計画決定の変更に向けた検討内容の方、ご覧になっていただきたいと存じ

ます。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まして、大きく 2点の

事項につきまして、検討した内容をご報告いたします。1点目が（1）の上位・関連計画との整合性

の確認でございます。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では、火葬場に

つきまして住民ニーズに対応した施設の計画的な整備を促進するとされております。2 点目に（2）

の利府町における都市計画決定、代替施設の確保という視点におきまして、利府斎場を利府町森郷

字名古曽において新たに火葬場を設けることとなっておりまして、本年 8月 1日からの供用開始に

向けて、現在準備を進めさせていただいているところでございます。なお、利府斎場、正式名称 塩

竈地区利府斎苑と申しますけれども、こちらの施設につきましては 6 月 30 日に竣工・引渡しを完

了しているところでございます。今回の都市計画決定の変更は代替施設の供用開始が確認されます。

令和 3 年 8 月 1 日に実施するものとなります。以上によりまして、当該区域を廃止いたしまして

も、支障はないと判断するに至ったものにございます。 

6 の今後のスケジュールでございます。以上の検討内容に基づきまして、宮城県から計画変更に

つきましては、ご指導いただいておりまして、事前ではございますが内々の内諾を受けていると伺

っているところでございます。本日の都市計画審議会のご審議を踏まえまして、ご承認を賜ります

れば、宮城県知事への正式な協議という形で進んで参ると伺っておるところでございます。新火葬

場の供用開始を確認した後、決定変更の告示というスケジュールとなってございます。計画案に関

します説明は以上でございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。ありがとうございまし

た。 

 

 



8 

 

【議案第４３号質疑応答】 

風見会長 

ご説明ありがとうございました。お聞きいただいたようにですね、皆さんご承知だと思いますが、

こちらの斎場の方が利府の方に代替施設が 8月 1日から実際に稼働するということで、都市計画の

手続きとしての入り口になるということになります。やはり住宅地、大正 15 年からすればだいぶ

市街地も発展したということでそういう措置が行われたということにしております。それでは以上

の説明についてですね、何かご質問でもご意見でも結構ですが、委員の皆様からいただきたいと思

います。どなたでも結構ですので、挙手いただければ。いかがでしょうか？ 

どうぞ、伊勢委員 

 

伊勢委員 

大体、おおよそわかりました。 

4 ページのところで公聴会・説明会等での住民の方々の意見ということで、先ほどの変更手続き

の関係ですが 27 日ですか？4 人の方が参加したというふうにお聞きしましたので、何らかの意見

がね、関係する周辺の方々だと思いますけども、ご意見があればご紹介していただければと思いま

す。 

 

風見会長 

はい、事務局からよろしくお願いします。 

 

鈴木都市計画課 

都市計画課からお答えします。 

4 名の皆様、ご参加いただきましたが、本日と同じ内容を説明させていただきました。意見等に

つきましては、特になかったということでございました。以上でございます。 

 

風見会長 

はい、ありがとうございます。 

住民の方のご意見としては特に問題ないような状況だということですね。 

他に何かございますか？ 

 

伊勢委員 

まあ、前々から住民の皆さんとの関係で、たまたま協定というのかな、承知していますので、今

回は都市計画審議会ということで、これを無くすということで、今後の跡地利用については様々ご

意見を集めて頂いて、斎場という特別な場所ですけど、生かせるものに、塩竈市としても土地とし

て有効活用というのはぜひ今後ともやっていただければと。で、今後土地そのものは塩竈市の普通

財産になるというふうにお聞きしていますので、そこら辺も含めて、ぜひ狭い塩竈市の土地の中で

これだけの用地がありますので、これは一つ私からの要望的な意見で回答はいりませんので、よろ

しくお願いいたします。 
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風見会長 

はい、ありがとうございます。 

あの私もですね、事前に話を伺った時に跡地のことが気になっていて、それについてはまだ明確

にはないということですが、住宅地で貴重な土地でしょうから。普通財産なのですね？これは行政

財産の。であれば、この件について何か事務局、特にございますか？現時点で。  

 

鈴木都市計画課長 

はい、ご意見ありがとうございました。伊勢委員がおっしゃられたとおり、普通財産ということ

で、市の方の所管になるという状況でございます。都市マスタープランにおきましても、跡地活用

というところの内容を記載してございますので、今後全庁の中でどういった活用をするのが一番望

ましいのかということを、住民の皆さんのご意見も伺いながら決めていくことになります。以上で

ございます。 

 

風見会長 

ありがとうございます。おそらく、住民の方々もそこは気にされることだと思いますので、慎重

に進めていただきたいと思います。お待たせしました、田中委員。 

 

田中委員 

続いては一般の市民の立場として、一言御礼の言葉です。というのは、私は現職のころ玉川小学

校区に教頭 2年、校長 4年で勤めました。そして、その時の、要するに斎場は玉川小学校学区にあ

りました。そして、ＰＴＡ関係とか子供たちの声からも何ら不満の声だとか、問題のあるような発

言は一言も聞いておりません。ですから、住民の地域に溶け込んだ一つの施設として、大変周りの

子供たち、家族、住民も協力的に暖かい目で見ていたのだと思います。今もお話があったのですが、

区域外というのは 2市 3町かなり広い。塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町、利府町、という風

に結局、あの、今、一年に何回という数字も出ましたけれども、それだけの多くの車や自家用車が

行き来して、大変混雑した道路でありました。それはわかりましたけど、交通事故が一件もない。

そういう記憶が大変生々しく蘇ってきます。こんなにも長い間、玉川小学校学区にこのような施設

が対応できたのは、やっぱり塩釜地区消防事務組合の環境課を窓口とする一連の方々御努力もあっ

て地域住民もよく理解して協力的な考え方のもとにこの施設が成立していたんだなぁということ

を今回この会議に出るのでインターネットもいろいろ見ながら、そういう考えに至りました。 

ですから、お世話になった家族として、私個人として、利府だったのですけど、実家は。その時

も親族とか祖母とか送り出した斎場で大変悲しい別れではあったのだけれども、スムーズにことを

進めてくださって、大変亡くなった方と向き合えたなという実感がこの雰囲気と運営の中から感じ

取ることができました。ということで、塩釜地区の消防事務組合が担当だったということを今回の

資料を見る中で、私インターネットから初めてわかりました。それでよく、市役所職員の方が事務

組合に転勤なされたよという話を聞くたびに消防署しか管轄は無いのかと思っていたら、なんと斎

場もひとつの枠の中にきちっと入ってあって、こういう方々のおかげがあって、こんなに長い間、

この斎場が塩竈の玉川の地に共存できたのだなとことで、改めて感動をして、感謝するものです。

以上でございます。 



10 

 

風見会長 

はい、ありがとうございました。大変、住民の方々にとっても、思い出のある場所でしょうし、

そういう形で暖かい見守りの中で過ごされてきたというか、育ってきた施設ということでしょう。

新しい施設ができますので、そちらの方の時代が来るのかと思いますが、この塩竈にとってもこの

跡地はとても重要なとこでもありますね。また、都市計画の場に審議の関係が上がってくると思い

ますが、是非遠目に慎重に進めていただければと思います。他に何かご意見ありますでしょうか？

大丈夫でしょうか？ 

 

小泉委員 

すみません、ちょっとわからないのですが、利用条件ですね、火葬場の。2 市 3 町か、塩竈なの

か、その住民なのか、火葬される方が他の都道府県の方で、親がたまたま塩竈で子供さんとこにな

るのか、何か条件があるのでしょうか？ 

 

風見会長 

火葬場の利用条件ですね。事務局からお答えいただきます。 

 

鈴木消防事務組合環境課長 

それでは、環境課からお答えさせていただきます。基本的にはこちらですね、2 市 3 町の区域、

区域外問わずにどなたでもご利用いただけます。墓地埋葬法でも、使用のご用命があった際には、

拒むことが正当な理由が無ければできないとなってございますのでご利用いただけます。大体、割

合といたしましては現在 2市 3町のご利用が大体 8 割型、残り仙台市が 17％程となっております。

残り 2～3％の区域以外という構成となっております。 

 

志賀委員 

費用は違うでしょ？地元の人と他の人で費用は違うでしょ？  

 

鈴木消防事務組合環境課長 

2 市 3 町にお住まいの方々とそれ以外の方々、それにつきましては料金設定を別々にさせていた

だいております。 

 

志賀委員 

この住まいの方というのは申し込んだ方？亡くなった方？ 

 

鈴木消防事務組合環境課長 

基本的にはご申請された方ということに。 

 

風見会長 

基本的な部分ですね。ありがとうございます。他に何か、ご意見、ご質問ありますか？ 

どうぞ、滝沢委員。 
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滝沢委員 

利府斎場が機能を代替することから、この当該火葬場を廃止するということですけれども、代替

可能だという数値的な根拠とか、そういうのはあるのでしょうか？ 

 

風見会長 

はい、事務局からお答えします。 

 

鈴木消防事務組合環境課長 

それでは事務組合計画課の方からお答えさせていただきます。こちらの方、利府、都市計画法上

では、利府斎苑という名称であります。こちら実際のですね、火葬能力あるいは将来的な火葬件数

の見込み等立てておりまして、今後 2030 年頃には大体 3,000 件となる見込みと踏んで、建設規模

の方を定めてございます。また、そういった予測の基にですね、現行塩竈斎場の運用 7月いっぱい

ということとさせていただいております。そこからは 8 月 1 日に利府斎苑へと切り替わりますが、

その辺りの受け入れも現在バックアップ、連携しておりますので、ご安心して住民の皆様方にご利

用いただけるような施設としております。 

 

風見会長 

いかがですか？よろしいですか？ 

 

滝沢委員 

はい。 

 

風見会長 

十分ですね、機能として十分なものが用意されているということでよろしいですね。他にいかが

でしょうか？土井委員どうぞ。 

 

土井委員 

審議内容と離れますけども、私建築なもので興味があるので、今回の利府斎場の建設費用の負担

分というか割合はどうなっているのですか？2市 3町で。 

 

風見会長 

予算関係ですね。事務局からお願いします。 

 

鈴木消防事務組合環境課長 

現在ですね、こちらの造成から建物にかかります部分ということですが、建物にすると 12 億程

の発注をさせていただいておるところでございます。こちら 2市 3町の施設ということでございま

すので、原則的には 2市 3町の負担金で賄ってございます。 

ただ、一方、これだけの規模でございますので、現在 27 年度からこちら着手させていただきま

して、累計で 22 億 2 千万程、事業経費が積み上がっている状況でございます。そのうち起債につ
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きましては約 15 億お借りしてございまして、大体 20 年償還という内容の起債となっております。 

 

志賀委員 

塩竈の割合は？ 

 

鈴木消防事務組合環境課長 

割合が抜けておりました。大変失礼いたしました。こちら建設にかかる積立につきましては、人

口割ですね。そちらの方で積立させていただいております。 

 

風見会長 

はい、よろしいですか？ 

他には何か？はい、どうぞ。 

 

千葉委員 

先ほど跡地の問題ということで利用ですけれども、この地図を見ますと、相関図ですかね、都市

計画道路が入っていますよね。それで、大体 1500 坪くらいだと思うのですが、しかも都市計画道

路が被っている。有効な土地利用をしっかり考えていただきたい。敷地を見て、ただ箱物作るので

は無くて、道路もここにかかってくるということはですね、そういったような意味的な、多面的な

活用をするというのが今後非常に重要だと思いますね。特に景観もそうですし、住宅地とか箱物作

るのもあれですから、防災というのも十分に考えながら、いろんな意味で活用できる場所だと思い

ますので、個別でやることではなくて、審議会として今後ですね、見ていかなくていけないと思う

のですけれども、きちんと道路、そして敷地というか結びつきをよく考えて今後計画していただき

たいなというのが私個人の要望ではあるのですけども、ぜひお願いしたいと思います。 

 

風見会長 

はい、ありがとうございます。今回の議案の中に含まれませんが、土地利用の件には、皆さん一

番、次の関心かと思いますので、これについてはしっかり準備いただいて、ぜひ住民参加でいろん

な意見いただきながら、よりよい施設を作り、今後も計画していただきたいなと思います。他に何

かございますか？よろしいでしょうか？ 

もし、大体意見が出揃っているようでありましたら、そろそろお諮りしたいと思います。 

 

それでは以上、議案第 43号について議案通り承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

はい、ありがとうございます。それでは、こちらについてはですね、先ほどのスケジュールにあ

りましたように、これから今日の審議会で承認ということが決まりましたので、県知事協議並びに

そのあとの協議も回答いただいて、実際に 8月 1日から供用されるということですので、それにつ

いてもしっかり見届けていきたいと思いますけども、跡地利用についても、重ね重ねまた、議論が
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断ち切れることなくしっかりと次の、今日のご意見も踏まえて計画を進めていただければという風

にお願いしたいと思います。 

それでは、今日の議案については以上のとおりとなります。 

以上、ご用意いたしました審議は以上のとおりとなりますので、活発なご意見ありがとうございま

した。 

それでは事務局に戻したいと思います。 

 

【閉会】 

司会 事務局 千葉補佐 

風見会長、円滑な議事進行ありがとうございました。 

本日ご承認いただきました議案につきましては、今後、廃止に向けましての事務手続きを進めて

まいります。 

なお、次回の審議会開催につきましては今のところ未定でございますが、日時等が決まり次第、

改めて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。 

以上を持ちまして、第 22 回塩竈市都市計画審議会は終了いたします。委員の皆様、本日はお忙

しい中、まことに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。 

 

議事録署名委員 

 

                                                                 印 
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