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【日 時】平成３０年１１月２２日（木）午後３時３０分から 

【場 所】塩竈市魚市場 中央棟２階 大会議室 

【議事次第】 

１．開 会 １５：３０ 

 

２．市長挨拶 

 

３．第２０回塩竈市都市計画審議会 

（１）報 告 第１９回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

議案第３５号 仙塩広域都市計画地区計画の決定について 

議案第３６号 仙塩広域都市計画区域の変更について 

議案第３７号 仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について 

議案第３８号 仙塩広域都市計画区域区分の変更について 

議案第３９号 仙塩広域都市計画用途地域の変更について 

                

（２）議 題  

     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 

（北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業） 

議案第４１号 仙塩広域都市計画地区計画の決定について 

（北浜地区地区計画） 

【議事審議の概要】 

○第４０号議案、第４１号議案 

 市当局（建設部次長兼都市計画課長・復興推進課長）から概要を説明。 

  ～原案のとおり承認～ 

 

【出席委員】 

１号委員  風見 正三、滝沢 圭、佐藤 仁一郎、渡辺 誠一郎、志賀 直哉、千葉 則行、 

土井 儀憲 

２号委員  浅野 敏江、伊勢 由典、山本 進 

４号委員  田中 まゆみ 

【欠席委員】 

１号委員  姥浦 道生 

２号委員  今野 恭一、土見 大介 

３号委員  平塚 智 

 

【出席した職員の氏名】 

佐藤 昭  （塩竈市長） 

佐藤 達也 （建設部長） 

本多 裕之 （建設部次長兼都市計画課長） 
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斎藤 吉和 （都市計画課長補佐兼総務係長） 

安藤 剛  （都市計画課まちづくり推進係長） 

佐藤 慎平 （都市計画課まちづくり推進係主事） 

千田 葵  （都市計画課総務係主事） 

鈴木 良夫 （復興推進課長） 

木村 純一 （復興推進課再開発・都市整備係復興支援専門員） 

宍戸 千恵 （復興推進課再開発・都市整備係主査） 

清水 勇介 （復興推進課再開発・都市整備係技師） 

 

 

司会 事務局 斎藤都市計画課長補佐 

 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２０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、姥浦道生委員、市議会議員としての委員でご

ざいます、今野恭一委員、土見大介委員、県職員としての委員でございます、平塚智委員につきまし

ては、欠席とのご連絡をいただいております。 

 次に、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、審議会委

員名簿、職員名簿、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でし

ょうか。よろしいでしょうか。続きまして、注意事項になります。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、委嘱状の交付を始めさせていただきます。委員の皆様に委嘱状を市長から交付させてい

ただきます。委員名簿の順に交付いたしますので、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。 

  

（市長より各委員に委嘱状を交付） 

 

司会 事務局 斎藤都市計画課長補佐 

続きまして市長からご挨拶申し上げます。 

 

塩竈市長 佐藤 昭 

 ただいま塩竈市都市計画審議会委員の皆様に委嘱状を交付させていただきました。これからは日

本という国が大きく変貌を遂げていく時期にあるものと思っております。国の礎は我々基礎自治体

だと常日頃考えておりますが、それぞれの基礎自治体がどういった方向性でまちづくり、特に産業振

興、定住促進といった課題を解決していくのかということがまさしく問われている時期ではないで

しょうか。委員の皆様方にはぜひそういった視点、観点から塩竈の都市行政につきまして、よろしく

ご指導いただけますようお願い申し上げます。 

 今、国におきましては、自治体戦略２０４０構想研究会というものが組織されております。２０４
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０年の我が国の姿がどういった状態であるのか、推定によりますと、毎年９０万人の人口が減ってい

くという地域社会であります。合計特殊出生率、子どもさんが出生される割合は、現在約年間９４万

であります。それが２０年後には７４万になる、つまり２０万の子どもさんが減っていくというよう

な報告がされているところであります。そういった中で、２０年後の時代に我々がどういった対処を

していくのかということが一つの考え方でございます。 

もう一つはバックキャスティングという考え方でございます。要するに、２０４０年に一度我々が

行きまして、そこから逆に２０年間を後戻りしてきたとき、この地域社会の中で今どういったことを

行うべきかということを考える手法です。国は今そうした取り組みを推進しているとのことです。私

ども基礎自治体には与えられている権限があり、我々は塩竈市というまちづくりのために与えられ

ている権限を活用しながら都市づくりまちづくりを進めていきますが、国におきましては前段申し

上げましたような人口減少社会に向かう中で、単に、一基礎自治体というよりは、もう少し大きな括

り、圏域という単位で物事をとらえることによって人口減少社会に立ち向かっていこうというよう

な考え方がございます。ただし、今さまざまな議論がされているところでございます。たとえば、憲

法で認められている地方自治の権限が果たして守られ続けることができるのか。また、地方自治の中

で我々が使わせていただいている財源、予算、人が本当に確保できるのかどうか、まさに今、大変厳

しい環境の入口に我々は立たされているところでございます。 

本日、仙塩広域都市計画土地区画整理事業の変更について、そして仙塩広域都市計画地区計画の決

定についてという大切な中身をご審議いただきます。ぜひ皆様からは活発なご意見を賜りながら、仙

塩広域都市計画区域を構成する塩竈市として、どういった選択をしていくべきか判断をさせていた

だきたいと思っております。今後のまちづくりに様々な視点、角度からご意見を賜れれば幸いと思っ

ております。 

結びになりましたが、本日は大変お忙しい中をご出席いただきました委員のみなさま方に心から

感謝を申し上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

司会 事務局 斎藤都市計画課長補佐 

 次に本日出席しております職員の紹介になりますが、お手元に配布しております職員名簿により

紹介に代えさせていただきます。また、会議の途中で、誠に申し訳ございませんが、市長は、他公務

がございますので、ここで退席とさせていただきます。 

 

塩竈市長 佐藤 昭 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【会長選出】 

司会 事務局 斎藤都市計画課長補佐 

 それでは、次第に則りまして進めさせていただきます。審議に先立ちまして、まず、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。ご意見ありましたらお願いいたします。 
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土井委員 

 都市計画がご専門の風見先生がよろしいのではと思いますが、いかがでしょうか。 

 

司会 事務局 斎藤都市計画課長補佐 

 ただいま、土井委員から風見委員の会長への推薦がありましたが、ご異議ございますか。 

 

（異議なしの声）     

 

ご異議ございませんでしたので、本審議会の会長として風見正三委員が選出されました。平成３２

年３月３１日までの任期期間、どうぞよろしくお願いいたします。 

このあと、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。風見会長に議事進行をお願いします。 

 

【会長就任挨拶】 

風見会長 

ただいまご推挙いただきましので、都市計画審議会というのはとても専門的な会議でございます

が、私、都市計画の専門ということもございますことから、大役ではございますが、謹んでお引き受

けさせていただきたいと思います。  

最初に簡単にご挨拶だけ申し上げたいと思います。私、塩竈とは大変ご縁が深くございまして、ち

ょうど土井委員もいらっしゃいますが、景観審議会というのを数年前に立ち上げまして会長を務め

ております。また、都市計画マスタープランの策定をお手伝いしてきました。復興を含めて、色々な

方が塩竈におりますし、塩竈というとても美しい港町が東北の中でさらに煌めく港町であってほし

いなという思いで、いろいろなところで講演もさせていただいておりますので、どちらかでお会いに

なったこともあるかなという方もたくさんいらっしゃいますね。 

都市計画審議会といいますと、私、大崎市のほうでも都市計画審議会の会長をしております。県で

は建築審査会の会長をしておりまして、全体で復興にこだわってこのまちづくりをどのようにやっ

ていくのかのということについて、いろいろなところで事業化してまいりました。塩竈市においては

景観のほうから入らせていただきましたが、多数専門家がいらっしゃる中、まずは２年間、私が預か

らせていただいて、みなさまと一緒に塩竈の美しい都市づくりをしていければと思っております。 

市長が先程おっしゃっておりましたが、２０４０年、日本政府が２０４０年の未来はどうあるべき

かという会を作っておりまして、フューチャー２０４０と言います。私もその一員で霞が関に呼ばれ

て行ってくるのですけれども、その中でバックキャスティングという考え方があります。都市計画も

そうなのですが、ビジョンをまず作って、そのビジョンにしっかり向かっていくということで、すべ

ての道が決まってくるというものです。都市計画というのはまさにビジョン作りでございますので、

たとえばＡＩと産業とかいろいろテーマはあるのですけれども、医療、福祉、ただ一番重要なのは

2040 年で、医療とかまちづくりを含めて、住民、市民の人たちが自分たちの未来をどう決定づける

かということが大事なテクノロジーになっています。そういった意味では、こういった審議も情報公

開がされ、それぞれの市民がより良い未来を選択するため、我々が総合的な見地をこの中で提供しな

がら、住民に開示していくということがとても重要だと思っています。市民参加のまちづくりという
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ことが根底にある時代だと思いますので、ちょうど市議会議員の方々もおられれば、専門家の方々も

おられます。そういう意味では、我々がそれぞれの代表として、市民に代わって都市計画の未来を語

っていくということになろうかと思います。今日の議題でもあります地区計画、そういったものに関

しては、建築審査会長会議で大きな話題になりました。用途地域制というのは、これまで人口が右肩

あがりで、用途を分けることが中心だったのですけれども、今一番問題になっているのは、減少して

いく社会において、用途を複合していく、今までのように規制ではなくて、誘導型でより街並みを出

していくために、変化に対応して計画を見直していくかということが重要になっています。そういう

意味では成長期にあった時代から成熟期になるにあたり、まちが小さくなるという部分や人口が少

なくなること自体をどう受け止めて、いい方向に位置付けるか。 

そういう意味では都市計画の役割はとても大きくて、１００年の計というふうにも言われます。塩

竈市が１００年後、みなさんが本当に誇りに思えるような都市になるようにしっかりと責任をもっ

てやっていこうと思います。２年間、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【職務代理者の指定】 

風見会長 

最初に会長の職務代理者、会長不在の時に職務を任せる存在の指名ですが、姥浦道生委員を職務代

理者として考えておりますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声）     

 

はい。では、異議なしという声をいただきましたので、職務代理者につきましては、姥浦委員にお

願いしたいと思います。 

 

【会議の成立】 

風見会長 

 次に、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１１

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させていただきます。 

 

 

【議案の審議】 

風見会長 

 それでは議事に入ります。みなさまお忙しい時間でございますので、活発な意見を求めるとともに

円滑な議事進行にご協力お願いします。都市計画審議会は、原則公開となっておりますが、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。 

傍聴人については、実は私のゼミのメンバーを連れてきております。ぜひ塩竈市が頑張っているま

ちづくりをいろいろ見ていただいて、勉強していただきたいと思います。みなさんもぜひ周りに傍聴

を希望する方がおられましたら、お声掛けいただきたいと思います。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。 
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【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を２名指名するものとな

っております。学識経験者と市議会議員の皆さんから１名ずつということでございますので、本日は、

志賀直哉委員と伊勢由典委員にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 それでは、志賀委員と伊勢委員よろしくお願いいたします。 

 

 

【報告事項】 

風見会長 

では議事に入りたいと思います。最初にお願いしておきますが、どうしても審議会となりますと固

くなりがちで、緊張したりしてしまいますが、塩竈市のこれからのことについて、ぜひ活発なご意見、

建設的なご意見をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

始めに、前回第１９回塩竈市都市計画審議会議案の処理報告について、事務局から報告をお願いい

たします。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

建設部次長兼都市計画課長の本多と申します。どうぞよろしくお願いします。 

私の方からは、前回、平成３０年１月に開催しました第１９回都市計画審議会で審議されました第３

５号から第３９号の議案の処理状況につきまして、ご報告させていただきます。 

 

いずれの案件も、審議結果に基づき、所定の手続きを行いまして都市計画決定となりましたことを

ご報告いたします。 

 

まず、議案第３５号 仙塩広域都市計画 地区計画の決定 でございます。こちらはどういう案件か

と申しますと、ちょうどＪＲ仙石線の東塩釜駅前西側約２５０ｍに住宅地区として藤倉地区という

地区がございます。そちらで被災市街地復興土地区画整理事業を行いまして、その区域内において地

区計画を設定するといった議案でございました。 

こちらにつきましては平成３０年２月１６日に都市計画決定を受けております。 

続きまして、議案第３６号、３７号、３８号は関連議案ということでご提案申し上げておりました。 

この３件につきましては、宮城県がおおむね５年に一度実施する、仙塩広域都市計画の第７回の定

期見直しにかかる案件でございまして、宮城県が都市計画決定権者となっております。今年の３月２

０日に開催しました、第１９０回宮城県都市計画審議会の審議を経て、今年の５月１５日に宮城県が

変更を行っております。 

 

また、そちらに関連しまして、議案第３９号 仙塩広域都市計画 用途地域の変更 についてという
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案件でございます。こちらは都市計画道路の八幡築港線、通称、産業道路と言われている部分でござ

いますが、芦畔地域の事業に伴いまして一部埋立地域が発生したところを都市計画区域、市街化区域

に編入したことによりまして、その地域に新たに用途地域を定めたというような案件でございます。

こちらにつきましては、市決定案件ではございますが、先の議案第３６号から３８号までの案件と一

連に処理を行うものでございましたので、同様に平成３０年５月１５日に変更しております。 

 

以上が、前回ご審議いただいた案件の処理報告となります。 

 

風見会長 

 以上の報告のとおり、滞りなく事務手続きが行われたということでございます。よろしいでしょう

か。 

 

渡辺委員 

 すみません。私今日辞令をいただきまして、同様に今日辞令をいただいた方が何人かいらっしゃる

かと思うのですけれども、こんなに簡単に報告されても十分に分からないですよね。分かるような資

料を用意していただいて、内容を詳しく教えていただければよかったような気がするのですけれど

も。 

 

風見会長 

 私も一生懸命探しておりました。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 大変申し訳ございません。確かに今回委嘱があるということもございましたので、事務局側の配慮

が足りなかったと思います。今後、このようなことがないように努めさせていただきたいと思います。 

 

風見会長 

 今回、委員のメンバーも替わられているので、次回改めて、もしくは郵送いただくなり、これにつ

いて掌握できるものをご用意いただいて、もしそのうえで何か疑義、意見等あれば、次回の審議会、

もしくはメール等でいただくということでよろしいでしょうか。 

 

渡辺委員 

 はい。簡単でいいです。すみません。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 本日の報告を郵送させていただく際に、一緒に資料も送らせていただきたいと思います。 

 

風見会長 

 はい、お願いいたします。 
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【議案第４０号、議案第４１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は関連する議案となりますので、一括して事務局から説明をお願いいた

します。    

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

それでは、議案第４０号・第４１号につきましてご説明させていただきます。当議案の決定につ

きましては、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。 

 

本日ご審議いただきます議案第４０号・第４１号は、共に北浜四丁目、ちょうどＪＲの本塩釜

駅と東塩釜駅の間の海沿いの地域でございますが、現在事業中の土地区画整理事業に関連する

ものになりますので、一括でご説明させていただきたいと思います。 

まずは私のほうから、議案書の法定書類を中心に説明させていただき、その後、事業担当の復

興推進課より具体的な内容を説明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。 

 

 始めに、これまでの手続きの経過についてご説明させていただきます。 

 お手元に配布しております次第の後ろについている、別紙「都市計画の決定手続き」をご覧願

います。 

本日の案件は、土地区画整理事業の変更と地区計画の決定という、２件の審議案件でございま

すが、共に関連する事業であることから、都市計画法で規定される事務手続等は、２件同時に処

理をさせていただいております。 

ただし、地区計画の案を策定するにあたっては、地区のルールを決める都市計画決定でござい

ますので、地域内の地権者、あるいは利害関係者等の意見をよく聞くという趣旨で、都市計画法

第１６条第２項の規定において、地方自治体が定める手続条例により原案作成の段階で意見を

求めることが定められております。そのため、通常の都市計画決定より 1 回多くプロセスを踏

むという手続きの流れになっております。 

 まず始めの手続きでございますが、地区計画の原案に関する意見徴収として「塩竈市地区計画

等の案の作成手続きに関する条例」第２条の規定により、本市復興推進課で平成３０年９月３日

から２６日までの間、地区計画の原案を公衆の縦覧に付しました。なお、縦覧者及び意見書の提

出はございませんでした。 

 以降の手続きは、土地区画整理事業と地区計画の共通した法定手続きとなります。 

 最初の法定手続きとしては、都市計画法第１６条第１項の規定により、平成３０年１０月１１

日 壱番館５階会議室で説明会を開催し５名の出席者がございました。 

その後、宮城県都市計画課長の協議を経て、都市計画法第１７条第１項及び第２項の規定によ

る公衆の縦覧を、平成３０年１０月３０日から平成３０年１１月１３日までの間、本市都市計画

課にて行い、縦覧者及び意見書の提出はございませんでした。 
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そして、本日、都市計画法第１９条第１項に基づき、塩竈市都市計画審議会に議案を付議する

ものになります。 

 なお、本日の議案についてご承認いただけましたら、都市計画法第１９条第３項に基づく県知

事協議を経て、１２月１２日に都市計画法第２０条に基づく決定告示を行う予定としておりま

す。 

 ここまでが、一連の手続きに関する説明となります。 

 

続きまして、議案書の資料を使って、内容のご説明をさせていただきます。 

始めに議案第４０号から始めさせていただきます。こちらは仙塩広域都市計画 塩竈市北浜

地区 被災市街地復興土地区画整理事業の変更についてでございます。 

１ページの「計画書 土地区画整理事業の変更（塩竈市決定）」をご覧ください。こちらが法定

の計画書になります。 

 恐縮ではございますが、議案第４０号については変更案件となりますので、次ページ以降の新

旧対照と図面を用いて、変更箇所についてご説明させていただきます。 

 ページが飛びますが、６ページをご覧ください。こちらが新旧対照になります。左側の「新」

と記載のある方をご覧ください。  

 本日ご審議いただく内容でございますが、こちらは平成２４年１１月に都市計画決定を行い

ました「塩竈市北浜地区 被災市街地復興 土地区画整理事業」の区域を一部縮小するものになり

ます。計画書上での変更箇所でございますが、名称、面積、公共施設の配置、宅地の整備の記載

事項に変更はございません。なお、面積につきましては区域の縮小により、従前の計画区域５１，

１４９㎡だったものが、今回５０，６９８㎡に変更となりますが、計画書がヘクタール表示を四

捨五入で記載することとなっておりますので、記載事項としては変更がない形となっておりま

す。 

 下段の理由につきましては、当初の決定理由に加えて、今回の変更理由を追加いたしておりま

す。変更理由としては、事業の進捗に伴い、災害公営住宅の必要戸数見直しによる施設用地の縮

小と併せ、公園、歩行者専用道路を見直すため、一部区域を縮小するものでございます。具体的

な中身につきましては後程担当から説明させていただきますのでお聞き取りいただければと思

います。 

 

 続きまして図面についてご説明いたしますので、２ページの A３版資料、総括図をご覧願いま

す。本来の総括図は A０サイズの図面となりますが、資料配布の関係上、お手元に配布してある

資料は A３版に縮小した図面となりますので、ご了承願います。縮小版のため、見えにくい部分

が多くて申し訳ございませんが、こちらは市内での位置関係を示す図面となっております。今回

の対象地区は市の港奥部に位置します「北浜四丁目 及び 字台 地区」の一部でございます。 

３ページをご覧ください。こちらが今回の変更区域を示す計画図になります。 

区域の北東側が今回の変更対象区域となります。次のページが変更箇所を拡大したものにな

りますので、４ページをご覧ください。黄色で囲われている区域を廃止するものになり、新たに

赤のラインを区域の境界とするものです。なお、追加する区域はございません。 

５ページについては、計画変更に伴う土地利用計画の変更図面となります。一部区域の廃止に
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伴い、黄緑色で記載の公園・緑地の配置と、緑色で記載の特殊道路の配置等、土地利用計画の一

部が図面のとおり変更となります。 

 

以上が簡潔ではございますが、議案第４０号の概要でございます。詳細な内容につきましては、

次の議案第４１号の概要説明後に、復興推進課より補足説明させていただきますので、続けて議案第

４１号の資料説明に移らせていただきます。 

 

議案第４１号の資料１ページをご覧願います。 

こちらは議案第４０号で変更を行う土地区画整理事業の区域に、新たに地区計画の決定を行うも

のでございます。 

まず、本件の名称は「北浜地区 地区計画」とし、区域は先の議案で説明させていただいた区域と

同様「塩竈市北浜四丁目、及び字台の各一部」となります。面積は約５．０haとなります。先の議案

と同様の区域ではありますが、土地区画整理事業区域の一部に、将来的に港湾施設に位置付けられる

土地、具体的には県で進められている北浜の緑地公園の一部が含まれております。都市計画法の運用

指針におきましては「港湾施設用地は原則として地区計画に含めないこと」と規定されていることか

ら、宮城県と協議の上、港湾施設用地部分を除外しております。そのため、土地区画整理事業全体の

５．１ha から港湾用地分を差引いた約５．０ha の範囲で地区計画を設定しておりますのでご理解い

ただければと思います。 

続きまして、区域の整備・開発及び保全に関する方針について説明させていただきます。まず、地

区計画の目標ですが、本地区は先程も説明いたしましたとおり、位置的にはちょうどＪＲ仙石線本塩

釜駅と東塩釜駅の中間にあり、交通利便性に優れ、一般住宅や商業・工業施設を中心とした市街地を

形成する地区であります。本地区は塩竈市震災復興計画において沿岸地域の復興整備地区に位置づ

けられ、「被災市街地復興土地区画整理事業」により、地域の防災性の強化、商業・工業系の拡充、

良好な市街地環境と職住近接型の居住環境の形成及び保全を図り、北浜緑地護岸や景観に配慮した

整備を目標とします。 

次に、土地利用の方針でございます。本地区の用途地域は全域が準工業地域となっておりますが、

周辺環境と調和のとれた良好な職住近接型の環境を形成するため、土地区画整理事業における土地

利用方針に準じるかたちで、３つの地区に区分して設定しております。各地区の区域については、６

ページの計画図も併せて、ご覧願います。一つ目は「住宅地区Ａ」として、主に住宅地としての土地

利用を計画する区域で、住宅地として良好な居住環境の形成及び保全を図ります。面積は約０．８ha

となります。二つ目は「住宅地区Ｂ」として、主に災害公営住宅の中層集合住宅を中心とした土地利

用を図る区域で、面積は約０．６haとなります。三つ目は「産業・サービス地区」となります。こち

らは、駅からの交通利便性の良い立地特性を活用し、既存工場や商業施設の利便性の向上を図り、新

たな産業施設の立地誘導を図る区域となります。また、先程会長の挨拶にもありましたが、塩竈市景

観計画における、鹽竈神社境内から千賀の浦及び島々への眺望景観の保全に配慮した土地利用を図

る地区で面積は約３．６haとなります。 

続きまして、地区施設の整備方針の方針でございますが、こちらは、土地区画整理事業により計画

的に整備される道路、公園等の公共施設は、この機能が損なわれないよう維持、保全を図ります。 

そして建築物等の整備の方針でございますが、良好な住環境や業務地を形成するため、「建築物の
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用途の制限」、「敷地面積の最低限度」、「壁面の位置の制限」、「建築物の高さの最高限度」、「建築物等

の形態又は意匠の制限」について建築物等の誘導を図ります。 

最後に、その他当該区域の整備、開発及び保全に関する方針でございますが、本地区は被災市街地

復興土地区画整理事業地区であることから、造成工事竣工時の地盤面の高さを維持し、安全・安心な

市街地形成を図るものとしております。 

 

２ページ、３ページをご覧願います。こちらは具体的な制限を記載しております、地区整備計画の

内容となります。こちらの具体的な中身については、文字だけではイメージしにくい部分がございま

すので、後程、復興推進課の補足説明の中でスライド等を使いながら、ご説明させていただきます。 

 ４ページをご覧ください。こちらが今回都市計画を定める理由になります。今回地区計画を定める

理由としましては、先の議案や地区計画の目標で説明しましたとおり、当該地区では被災市街地復興

土地区画整理事業による整備を行っております。そこで整備された地区について、防災力の継続的な

維持及び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、地区計画を定めるも

のでございます。 

 続きまして５ページですが、こちらは区域の位置関係を示す総括図となります。先の議案とほぼ同

じ区域のため、説明は割愛させていただきます。 

 ６ページをご覧ください。こちらが計画図となっております。先ほどの土地利用の方針の中で、各

地区の概要はご説明させていただいたので、地区の説明は割愛させていただきます。なお、図面上、

緑色で表示されております地区施設として、公園を二カ所定めます。地区内東側を１号公園として約

６９０㎡、西側を２号公園として約１，３００㎡としております。 

７ページ以降は、法定図書を分かりやすくした概要版になります。 

 

 ここまで、都市計画課より簡単ではございますが、議案第４０号及び第４１号の資料について法定

図書を中心に説明させていただきました。具体的な中身につきまして、実際にこの案の作成を担当し

ました事業担当の復興推進課よりご説明させていただきます。 

 

 

鈴木復興推進課長 

復興推進課長をしております鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 私からは、事務局がご説明した内容につきまして、補足説明をさせて頂きます。スライドと併せま 

して、お手元の資料を、適宜ご覧いただければと思います。 

 

始めに、議案第４０号に係る資料の６ページ、計画書（新）の一番下にございます理由について

補足させて頂きます。スライドをご覧ください。事業の経過をまとめてございますが、先ず、平成

２３年１２月に、区画整理事業区域内に災害公営住宅６０戸を整備することを決定し、翌平成２４

年１１月に、便宜上『当初』と申し上げますが、区画整理事業の都市計画決定、平成２５年４月に

は同じく『当初』事業計画の決定・認可を頂きまして、事業に着手をいたしました。 

 一方で、本市におけます災害公営住宅の整備につきましては、入居希望者に対し、３度の意向調

査を実施しながら、都度、計画戸数を調整しつつ、これと並行する形で、完成した住宅に順次、ご
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入居を頂きながら、９地区の整備を進めて参りました。平成２７年までに６地区での供用を開始い

たしましたが、平成２８年に入りまして、北浜地区１期３１戸を含めた、残る３地区の完成時期が

確定したことに伴い、最終意向調査を実施した結果、期間経過に伴う入居ニーズの変化等、例えば、

ご親族と同居されることになりましたでありますとか、介護関係の施設に入居が決まりましたです

とか、そういったニーズの変化があったことなどから、計画戸数に残余を生じる見込であることが

判明いたしました。このため、下から２段目ですが、平成２８年３月に当時、唯一未着工でありま

した、北浜地区におけます２期整備分２９戸の整備凍結を決定致しました。 

  以降、住宅部分並びに、集会所等の整備を進め、本年８月末に、全ての整備が完了いたしました

ことから、今回災害公営住宅周辺の土地利用計画を見直したことに伴い、区画整理事業区域の一部

を縮小変更しようとするものでございます。 

 

  続きまして、議案第４１号、北浜地区の地区計画について補足説明させていただきます。 

始めに、地区計画制度について簡単にご説明させていただきます。地区計画とは都市計画法に定

められた法的な制限を持つ計画で、地区の特性にふさわしいまちづくりを行うために住民と行政が

協力してつくるまちづくりのルールでございまして、前回ご審議を頂きました藤倉二丁目地区に続

く、本市２例目の計画となります。 

構成といたしましては、先程、事務局からもご説明いたしましたが、まちの将来像を目標として

定め、これを実現するための『区域の方針』、建築物等に関する制限など具体的な内容を定める『地

区整備計画』の二つの部分により構成されております。 

 このうち、建築物等に関する制限などを定めた地区整備計画の内容について補足説明させて頂き

ます。お手元の議案第４１号に係る資料では、２ページと３ページの内容となりますが、８ページの

Ａ３版『２.地区整備計画について』に同じ内容を記載しておりますので、併せてご覧ください。 

 まず、建築物等の用途の制限でございますが、住宅地区Ａ、Ｂとも、同じ制限としております。内

容としては、都市計画法上の用途区域が準工業地域であるエリアに、通常建設できる建物の用途を、

「１」により、同法上、第一種住居地域に建設できる用途と限定した上で、権利者の皆様のご意見 

から、当該地区内にふさわしくない用途を、さらに「２～６」として制限しております。具体には、 

延べ床面積３，０００㎡超える店舗や事務所の他、ボーリング場、自動車教習所、畜舎、自動車修理 

工場、危険物を貯蔵、処理する施設などを制限する内容となります。 

次に、産業・サービス地区では、準工業地域に建設できる建物の用途の内、当該地区内にふさわ

しくない用途として、カラオケボックス、マージャン店、キャバレー、自動車教習所、危険物の貯

蔵、処理する施設などを制限する内容となります。 

続きまして、敷地面積の最低限度ですが、こちらにつきましては、区画整理審議会において決定

いただきました事業区域内におります小規模宅地及び建付地の取り扱い基準並びに、換地予定地積

等の実情を勘案いたしまして、住宅地区Ａ及びＢでは１２０㎡以上、産業・サービス地区では２００

㎡以上ということであまり小さく割られないように敷地面積の最低限度を設定しております。 

 続きまして、建築物等の高さの最高限度ですが、説明の都合上、表中央の住宅地区Ｂからご説明い 

たしますと、既存の北浜地区災害公営住宅につきましては、仙台塩釜港の港湾景観に配慮し、住宅棟 

ボリュームの低減と周辺のまち並みからの突出を抑えることを設計コンセプトとしております。こ 

のため、災害公営住宅の現況高を上限とし、住宅地区Ｂは１８ｍ以下、より港湾側の住宅地区Ａでは 
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１５ｍ以下としております。また、産業・サービス地区につきましては、権利者の意見を踏まえ、新 

たな産業施設の立地誘導を妨げないこと、また塩竈市景観計画において、鹽竈神社からの眺望景観の 

保全に配慮した一定基準が設けられていることを総合的に勘案し制限を設けないものとしておりま 

す。 

 次に、壁面の位置の制限でございます。区画整理事業により整備される良好な環境を維持するため、 

住宅地区Ａ及びＢでは、お隣との離隔を０．５メートル以上としており、産業・サービス地区では、 

既存の土地利用から、工場などの騒音にも配慮し、住宅地区＋０．５メートルの１メートル以上の離 

隔を設けるものとしております。 

 続きまして、建築物等の形態・意匠の制限ですが、こちらは全ての地区共通でございまして、屋根 

や外壁等は低彩度を基調とした落ち着きのある色調、また屋外広告物は自家用のみとした上で、それ 

ぞれまち並みとの調和に十分配慮したものと規定しております。 

 以上が権利者の皆様と行政が協力して定めた地区整備計画の制限内容となります。 

 

 最後に、参考といたしまして、区画整理事業におけます今後のスケジュールについてご説明致しま 

す。説明の都合上、先ず一番下、工事の状況でございますが、地盤改良を進めていた住宅街区につき 

まして、来月１日に、区域で最後となります宅地の引渡しを予定しております。 

 また、現在、市が進めております各工事につきましては、様々な工事が輻輳している状況ではござ 

いますが、平成３１年度の可能な限り早期に完了させる計画でございます。 

 バーチャートの１段目、２段目は、本日諮問させていただきました本件区画整理事業に係る都市計 

画の変更と地区計画の決定でありまして、委員のみなさまに、本日、決定を頂けましたら、３段目、 

４段目の事業計画の変更、平成３２年度の換地処分へと進める計画でございます。 

 私からの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。 

 

以上で、議案第４０号及び第４１号にかかるご説明とさせていただきますので、ご審議の程よろし

くお願いいたします。 

 

【議案第４０号、議案第４１号 質疑応答】 

風見会長 

ありがとうございました。議案第４０号、４１号について大変丁寧にご説明いただきましたので、

内容についてお分かりになったと思います。ご意見やご質問がありましたらお願いいたします。 

 

渡辺委員 

 初めてでよく分からないので確認で教えていただきたいのですが、都市計画決定の手続きの中で、

１０月１１日法定説明会において５名の参加者があったと話がありましたが、何か意見等は出たの

かということが一点、それから、議案第４０号の５ページの図面を見ると、左のほうに公園・緑地が

あって、一部住宅地として面積が抜かれておりますけれども、これがどういう意味なのか教えてほし

いということが二点目、また、特殊道路というものがどういう意味なのか、歩行者道路という意味な

のか、この意味を教えてほしいというところです。確認という意味で質問です。 
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事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

まず説明会のときに意見が出たかどうかということですが、特に意見としては出ておりませんで

した。二点目、三点目の質問に関しましては復興推進課のほうからご説明させていただきます。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

 復興推進課の木村と申します。二点目、三点目の質問にお答えしたいと思います。 

議案第４０号の資料の５ページの左側、三角形の公園の中に、ぽつっと黄色い住宅地が入っている

部分ですが、こちらは権利者の方がもともとこの場所に住んでいた方で、この場所から移りたくない

というご意向でございましたので、我々の方でも換地の調整を権利者のご意向に沿う形で行い、ここ

に住宅地を置いたということでございます。 

 それから三点目の濃い緑の特殊道路ですが、実は仙石線のガード下に震災前まで歩行者用の道路

があったと思うのですけれども、大分震災でガタガタしてしまいましたのと、もともと線路の下に歩

行者専用道路があるということもなかなか一般的ではないというところがございましたので、今回、

区画整理をやり直した地区につきましては、ガード下からはずしまして、高架の脇の位置に歩行者専

用道路を設置いたします。歩行者だけが通れる道路でございますので特殊道路として緑で塗ってお

ります。 

 

土井委員 

 私も確認ということで質問です。産業・サービス地区について高さ制限なしということですが、用

途地域は準工業で今は水産加工屋さんが結構多くありますが、ということは高層マンションもＯＫ

ということでよろしいのでしょうか。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 産業・サービス地区については用途地域的にも、高さはある程度は建ぺい率、容積率等を満たせば

建てられる地区でございます。ただこちらの地区の一部は、先程会長からもありましたが、景観の眺

望地区にかかっているところでございますので、我々としてはそちらの景観条例のほうで高さにつ

いては相談させていただきたいと整理しております。 

 

風見会長 

 今の点について私も気になっておりまして、準工業という規制が甘いところに地区計画を設定し

て居住地をつくっていくという考え方だと思うのですが、実際、景観条例の中でどの程度の拘束力が

あるか、規制ができるのかということの兼ね合い、高さについてどうするのかということで微妙な点

があると思います。景観条例の趣旨をみなさんご理解いただいた上で判断をできなければならない

のではないかと思うのですが大丈夫でしょうか。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

志波彦神社から海側を臨む非常に眺望がいい地域があるのですが、この地域についてはちょうど

マンション建設等が平成の最初の時期にあった際、市としては先駆けて条例化をしていこうという

ことで、そのときは理念条例として進めていた経過がございました。その後、風見先生を中心に景観
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審議会で審議を重ねながら、平成 29 年度に景観法に基づく条例化を行いました。その中では、上か

ら水際線にかけて見渡したときに海がみえるような状況の高さまでであれば建てられますよという

ことで条例を整備しました。 

実際こちら北浜の地域については一部かかっておりますが、今の条例に照らし合わせますと、約 35

メートルの高さの建物まででしたら景観上邪魔にならないとして制御をしております。それ以上の

ものが建つ場合には勧告までできる条例となっておりますので、その中で事業者に理解を求めてい

く対応になっていくことになります。 

 

山本委員 

土井委員は当時ジャスコの看板に対して、景観を考えた市民活動の先頭に立った方なので、思い入

れがあると思います。また風見先生が会長となって作られた景観計画についても、条例となっていて、

それも併せて総合的に考えてほしいということですが、なぜ塩竈において景観を大事にするのかと

いう歴史的な背景を考えた場合には、水際線だけ見えればいいのだというものでもない、眺望からは

ずれたからいいのだというものでもない、神社から見る、浦戸から見る、海から、山から見る、そう

いったところからも景観というものを大事にしていかなければならない、それが景観計画であり、景

観条例だと思います。そういった意味では、今回のこの計画は試金石として、各委員のご意見を斟酌

しながら進めていただければと思います。 

 

土井委員 

 先程本多課長から３５ｍというお話しがありましたが、１０ｍではなくてでしょうか。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 ラインをひくと、約３５ｍまでは大丈夫となっております。 

 

土井委員 

 それは大丈夫であって、あくまでも景観条例で定めている１０ｍを超えるものに関しては景観審

議会の審議を受けましょうということですよね。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 はい。１０ｍを超えるものに関しては、事前届出制となっており、その段階で景観を阻害する恐れ

のあるものは景観審議会の審議を受けることになっております。 

 

土井委員 

 審議を進める上で勘違いされてしまうと困るので一応確認でした。 

 

風見会長 

 今、土井委員から付け加えていただいたように、施行されたばかりの景観条例というものの拘束力

がどの程度なのかは今後の話ですが、勧告にしたがって事業者の方々がきちんと調整していただけ

れば景観条例というものでコントロールできると思います。 
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ただ、地区計画を立てる段階で、先程バックキャスティングの話もありましたが、どういう土地利

用、景観を形成するのかという上で、本来はそこで高さの指定はすべきかなとは思います。そこにつ

いてはどういった議論があったのかはもう一度お聞かせていただければ。そして、そのうえで景観条

例を踏まえてしっかり誘導していくという市の方針であればそれはそれで考えますが、いかがでし

ょうか。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

 当初、産業・サービス地区についても、具体的な高さ制限を定めたほうがいいのではないかという

議論は確かにありました。ただ、景観条例の中では先程もご説明いたしましたとおり、一部区域がこ

の区画整理の区域にかかっておりまして、このかかっている地区については条例の中では３５ｍま

で建てていいということになっております。もちろん届出は１０ｍ以上で必要ですが。 

ただ具体的に、この地区は準工業地域で容積率は２００％という中で、区画整理の中でみなさんに

引き渡しをしている宅地の広さなどを考えますと、とても３０ｍを超えるような建物は技術的にな

かなか難しいだろうと思われます。３０ｍというとマンションでいえば１０階建ですので、２００％

の容積で言うと、建ぺい率も２０％程度と想定されるため、鉛筆みたいに細くしないと建たないよう

な敷地の状況でございます。こういう状況の中、そして景観条例もある中ですので、さらに高さの基

準をつくるということはしなくてもよいだろうと、今回は制限なしといたしました。 

 

風見会長 

 分かりました。他にご意見ございますでしょうか。 

 

志賀委員 

 こちらの産業・サービス地区には住宅は建てられるのですか。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

 住宅は建てられます。 

 

渡辺委員 

 今、高さの問題がでましたが、他にも壁面の制限、形態・意匠の制限など、特に分かりやすい例で

言うと、看板、広告物については自家用のみにして街並みとの調和を図るとか、また、建物の色彩に

ついてもは極彩色は避けるなど制限がかかっておりますが、非常に抽象的なような気がします。この

枠の中で、建築指導などしていくと思うのですけれども、非常に大雑把な規制のように思えます。 

 また、個人的に言わせてもらうと、鹽竈神社から見ると風景としてなにが見えるのかというと、も

ちろん塩竈は圧倒的に人口密度も高いので建物が密集している状態が見えると思うのですけれども、

壁面もそうですが、屋根の色彩が非常に個人的には気になります。屋根の色をたとえば赤色とか茶色

とか黒とか統一しただけでもかなり違うのではないかと思うのです。昔遠野に行ったときに、30 年

くらい前ですけれども、黒い瓦に統一するというお話を聞いて、そういったもう一歩踏み込んだ景観

をつくるという計画ができないのかという気がするのですけれども。 

 それから緑地の関係でいうと、この海岸線に緑地の面積がありますが、そのデザイン等の関係で、
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この背後地に工場も含めて、今回提案された地区計画の関係がどのように意識しているのか、その部

分もお聞きしたいと思います。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

 スクリーンをご覧ください。これは景観計画、景観条例の中でも同じ取り扱いをしておりますが、

低彩度と一般的に言っておりますけれども、一応市の中で基準をつくっておりまして、（スクリーン

の）こちらはマンセル値というもので、５Ｒから５Ｙとあります。ＲはレッドでＹはイエローです。

この色が並んでいるものは、右にいけば右にいくほど原色に近くなっておりまして、一般的にアース

カラーという落ち着いた色や赤、黄色系の彩度６以下まで使えます。上の段の赤い点線で囲ったあた

りですね。下のほうのブルー、グリーン、紫の系統の色はどちらかというとあまり建物に使うような

色ではないのですけれども、これについては彩度２まで、青い点線で囲ったあたりまでが使ってよい

となっております。 

 看板についてもこの色を推奨しますし、屋根についても同様に考えています。一般的に日本の屋根

はあまり彩度が高いものはありませんけれども、こんな形でやっております。 

 また、こちらの形態・意匠について、現在建設中の公園との絡みはどうかということでしたけれど

も、公園との絡みを考えて今回の基準をつくったわけではなく、実は北浜の区画整理の地権者の 

皆様もこの地区が景観条例の区域に一部かかっているということはご存じで、その中で権利者の皆

様からもぜひ落ち着いた色で我々のまちをつくりたいというご意見が多かったので、このような基

準にしたということでございます。実際に、この範囲の色でしたら、公園の緑、あるいは地肌の茶と

も調和すると考えております。 

 

風見会長 

 ありがとうございます。時間もだいぶ過ぎておりますので、一度ここで議論を整理していきたいと

思います。今回の都市計画審議会の審議事項としては地区計画について、そして区画整理事業の規模

の変更についてという部分ですので、それについてはまず了解をとっていかなければと思います。 

高さ規制について今日の議論をまとめると、景観条例をつくって、景観を尊重してコントロールを

どうしていくかという部分が今日本でもまさに進んでいるところで、財産権に関係する部分なので

これからいろいろな事情が積みあがっていくと思いますが、現在は塩竈で条例の中で勧告まででき

るようになりました。そういう意味では今日あった議論を踏まえて、実際に想定される住宅の高層建

築のシュミレーションなどもされた上で行政の方で厳しく誘導などしていただけると思います。 

実際、先程ご説明があったとおり、そんなに高い建物は建たないと思いますが、それ以上に本来は、

このウォーターフロントの水辺がどういう景観になるべきなのかという議論が今はまだないので、

それをしっかりとつくっていきながら、都市計画的にどういった規制をかけるのか。規制はただの規

制なので、そういう意味では高さについても指定をしたいところではありますが、それについては景

観条例を有効に使わせていただいて、その範囲内の高さにおそらくとどまるだろうというふうに予

測もつきます。事務局の方で景観条例と併せながら、しっかり誘導していかれるということでいかが

でしょうか。   

また、実際に震災復興の住宅の状況からして、実際いろいろな規制の中で家屋が減少しているとい

うことで、それについてはよろしいのではないかと思いますが、いかがですか。 
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滝沢委員 

 委員の滝沢です。今回の土地区画整理事業の前提となるのが当初決定となると思いますが、先程の

説明では平成２４年の１１月に当初決定があったと。その前の平成２３年１２月の時点では、災害公

営住宅６０戸を整備するという内容だったのが半分も減ってしまったとなってくると、法的な観点

からいえば、当初決定の合理性というものを判断しなければならないのかなと思います。 

災害公営住宅６０戸を整備するという合理性、変更するということは合理性がなかったというよ

うになるかもしれないので、そこについてはどのように考えていらっしゃるのでしょうか。 

 

鈴木復興推進課長 

 当初６０戸ということで計画させていただいてございました。その段階では住民意向を聞きなが

ら市内の災害公営住宅全体で四百数十戸という計画戸数を調整していたという経緯がございます。

最終的に災害公営住宅に対する意向がそれぞれ変わられていく中で、一部増加させた部分もござい

ますし、減少させた部分もあり、その減少させた部分がこちらということです。  

先程もご説明申し上げましたとおり、すべての住宅にお入りいただくということがそもそもの趣

旨でございましたけれども、必要戸数として判明した戸数が最終的には全体で８９戸余るという見

通しがあったところでございました。その時に国や復興庁などとも相談させていただきながらご指

導いただきましたのが、被災者のためにつくった住宅ではありますけれども、被災者としての募集範

囲を広げた中でも応募がなければ、一般の市営住宅にしても差し支えないという判断をいただきま

したものですから、北浜地区の６０戸のうち、未着工であった２９戸について計画の方を凍結したと

いう経緯でございます。 

 

滝沢委員 

 当初決定だと、議案第４０号５ページの右側黄色の住宅地とされている部分、ここが災害公営住宅

になる予定だったということでよろしいでしょうか。そうすると変更決定においては、ここは住宅地

とされているのですけれども、しっかり住宅地として使われるのか、空き地だらけにはならないとい

う見込みをもって決定されているのか、そのあたりはどうでしょうか。 

 

鈴木復興推進課長 

 今おっしゃられた住宅地区につきましては、現在、すでに返還があった部分には一部建物等も建て

られております。まだ迷われている地権者さんもいらっしゃるとは聞いておりますが、基本的には住

宅地としての利用が今後も図られていくと考えているところでございます。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

 少し補足の説明をいたしますと、前の計画の図面がございますので見ていただければと思います。

（スクリーンの図面について）これが今現地に建っている住宅です。共同住宅として考えられている

１期工事分の３１戸でございます。当初決定では左側にもう１棟、２号棟として２９戸建てる予定で

した。見ていただいて分かるとおり、駐車場と住宅棟ほぼそれのみでございました。そこで、歩行者

専用の通路を作りたいという部分と、もともとこの土地は細長い敷地でなかなか活用が難しいとい

う部分もありました。当初、実は集会室という形を住宅等の２階の一室で計画していたりもしており
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ましたが、新しい計画では集会所としてきちんと別につくり、また健康広場というコミュニティ形成

に重要な広場も併せて織り込んで作ったということになります。 

区域から除外した右上のところはわざわざ使うほどの敷地面積と形ではないということで、ここ

については今回縮小をさせていただいたということでございます。 

 

伊勢委員 

 区画整理事業前、震災前にどれくらいの人がお住まいになっていたかということと、今回の審議会

の議題の用地についての様々な規制の部分もありますが、実際、たとえば図の黄色の住宅地の部分は

もともと住んでいた方が戻る土地なのか、それともそれぞれの土地を利用して新たに住宅地をつく

るということなのか、どのようなイメージを想定されているのか確認させてください。 

 

鈴木復興推進課長 

 まず１点目ですけれども、震災以前のお住まいだった方についての資料をすみません今持ってい

なのですけれども、当初の地権者が５１名と記憶しております。それが居住者かどうかははっきり申

し上げられませんが。 

 それから２点目の今後住宅地区のほうにみなさん戻ってらっしゃるのかというというところです

が、換地の方は１２月１日をもって宅地につきましては、すべて返しきる形になります。ただ先程も

申し上げましたとおり、地権者の方々もいろいろと迷われているようです。実際アパート、集合住宅

を建てられたという方もいらっしゃいます。それぞれお話しする中で、お店をやりたいという方もい

らっしゃいますし、基本的には住宅地区ということで今回住環境整備と地区計画を行いましたので、

なるべく戻っていただけるようにお話ししていきたいと思います。 

 

田中委員 

 市民の立場でお話しさせていただきます。議案第４１号について、地権者の方々と景観上の視点も

加味して緻密な話し合いのもとに機能的に整備されているということを先日１２日の事前説明にて

丁寧にご説明いただきましたのち、仙石線の電車に乗って見下ろしてみました。そうしましたら素晴

らしい景観で、いろいろな視点できれいにまとめてくださったのだなと大変ありがたく思いました。 

 あともう一つなのですが、前回の議案第３５号で藤倉地区の整備ということで大変きれいに機能

的にとてもまとまった藤倉地区になっておりました。以前私が学校に勤めておりました際に、第二小

学校のスクールゾーンになっておりまして、あの地区はすごく雪が降ると、子どもたちが歩けないと

いうことで職員から地域の方々からスクールボランティアの方々がたくさん道に出ていていただい

て子供たちを守っていただいたという経緯がございました。今回も眺めながらいつも通るのですけ

れども、素晴らしい生活環境になったな、子供たちが大変守られているなという実感をしておりまし

て、大変ありがたく感謝しているところです。以上です。 

 

 

風見会長 

 ありがとうございます。ほかにご意見はございますでしょうか。 
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志賀委員 

 素朴な質問なのですけれども、住宅地、災害公営住宅もありますけれども、ちょうど津波の通り道

ですよね。あそこを通って藤倉地区のほうに行ったのですよね。だからどうしてわざわざそこに住宅

なのか。防潮堤はできるし、災害公営住宅は一階が駐車場だけだからまだいいのかもしれない、ただ、

一番被害がひどかったところにどうしてわざわざ住宅っていうのは私としては腑に落ちないのだけ

れども、市の考えとしてはどうなのでしょう。 

 

佐藤建設部長 

 活発なご意見ありがとうございます。そもそも論として北浜での区画整理事業についてというご

質問をいただきました。今回北浜地区の区画整理事業を実施する際に、地元の方々といろいろと話し

合いを行いながら事業をすすめてきた経緯がございます。その際、もともとこの地区にお住まいだっ

た方々も結構いらっしゃいまして、どうしてもここに住みたいということもございました。どうにか

引き続き住めないかということでご要望もありました。 

今回県で防潮堤の整備をしていただくということで、津波のほうのシュミレーション等を行いま

すと、塩竈市内につきましては比較的高い津波が来たとしても浸水被害は軽減できるという見通し

が一つありました。 

もう一つは今回、区画整理に併せて、土地のかさ上げを実施するということで、居住地区について

は家などが流されないような整備をする、そうすれば安心して住めるなということで、今回こういっ

た計画にさせていただきました。 

  

風見会長 

 いかがでしょうか。津波のことについては単に防災だけでなく減災、避難のことも含めて、防

災意識が薄れてきますと危険になりますので、そういったソフトの部分も考えていかなければ

ならないと思います。 

ほかにご意見ありますか。なければ総括していきたいと思います。 

 

みなさん活発なご意見ありがとうございます。審議会の議長として整理していきたいと思い

ます。 

今回の議案第４０号の区画整理事業の変更については、先程滝沢先生からもありましたが、計

画の合理性がひとつ大きな論点であると思います。それについては各自治体においての災害公

営住宅、ほぼ共通の事例がありますが、想定よりも少ないと。ただそれは当初計画からの合理性

で見たときに、それがきちんと論理性があるのかということは注意すべき事項ではないでしょ

うか。 

その意味で今回はさらに便利になった、住宅環境がさらに良くなったということも含めて汲

取りましたけれども、計画というのは常に責任が伴うものですので、それについては議事にとめ

ていただきたいと思います。 

今回の計画において多少改善すべき点もございました。計画として変更することはどうして

も仕方はありませんが、それがどういった理由で変更されてきたのかというところは、事業者と

してはやはり正確を期していただきたいというところを付け加えておきたいと思います。 
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地区計画の内容については、沿岸部の地区計画というものは実はすごく難しいのですよね。準

工業というものは規制が緩く、いろいろなものが建つのです。その中で緩いところから厳しく規

制を加えていくという考え方が地区計画の中にはあるのです。 

高さ等については、やはり全体の景観計画の中で決められる話なので、前から私も市長にお願

いしておりますけれども、ウォーターフロントの都市がどういった景観であるべきなのか、たと

えばサンフランシスコや横浜、色々な事例がありますから、昔なつかしい田舎町があるほうがい

いとか、住宅が少し建っていたほうがいいとかいうビジョンについて、市長も今日バックキャス

ティングとおっしゃっていましたので、ぜひその議論を進めていかれてはいかがでしょうか。 

都市計画審議会として議論すべき枠には限界があります。建築基準法だったり都市計画法だ

ったり景観法だったりありますが、それが連動しない限りは抜け穴になってしまいますので、ぜ

ひ次回の時でも送っていただいてもいいですけれども、景観計画をせっかくですからみなさん

にもう一度ちゃんと読んでいただきたいと思います。勧告までできる新しい条例もできました

ので、国立のマンションの高さの議論などみなさんもご存じかと思いますし、塩竈でもいろいろ

な論争があったと思いますけれども、本当に美しい景観をどの時点でどこから守るかという議

論は市民を介してしなければなりませんが、そういった部分も都市計画審議会のみなさんもし

っかり理解していただいて、建築基準法と都市計画のちょうど真ん中なのが地区計画という考

え方で、都市計画では広すぎる、建築基準法では狭すぎるというところを街区単位で規定してい

くものなので、そこが緩いようでは仕様がないので、みなさんの議論も踏まえて、事業者として

見たときに規制が緩くないかということについては必要であれば地区計画の変更を求めていく

くらいの思慮をしていかれることを申し加えて、議案第４０号、４１号については了承というこ

とでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

ありがとうございます。それでは、議案第４０号、４１号については承認するということにした

いと思います。 

今日の議論をしっかりと事業者に伝えていただいて、また市長にもぜひ地区計画、景観、そう

いったものを連動して、これからの未来を予測した景観誘導、都市計画誘導ができるように体制

を整えていっていただきたいと思います。 

大変活発な意見交換ができて、これからの審議会が重要な機能を果たすのではないかと会長

として大変嬉しく思いました。以上で議事を終わります。ありがとうございました。それでは、

事務局の方、よろしくお願いいたします。 

 

【閉会】 

司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 風見先生、ありがとうございました。それでは、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。 
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以上をもちまして、第２０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。 

 

【閉会】１７：０５ 

 

 

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 

 

 

 

                                                                 印 


