
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１９回塩竈市都市計画審議会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年１月３０日 

  



【日 時】平成３０年１月３０日（火）午後２時から 

【場 所】塩竈市役所３階北側委員会室 

【議事次第】 

１．開 会 １４：００ 

 

２．市長挨拶 

 

３．第１９回塩竈市都市計画審議会 

（１）報 告 第１８回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

  議案第３４号 仙塩広域都市計画下水道の変更について 

（港町二丁目及び中の島地区の都市計画下水道に関する変更） 

                

（２）議 題  

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 

    

【議事審議の概要】 

○第３５号議案 

 市当局（建設部次長兼都市計画課長・復興推進課課長）から概要を説明。 

  ～原案のとおり承認～ 

 

○第３６号～第３９号議案 

 市当局（建設部次長兼都市計画課長）から概要を説明。 

  ～原案のとおり承認～ 

 

【出席委員】 

１号委員  岩井 紘子、坂野 智憲、佐藤 仁一郎、鈴木 信弘、千葉 則行、土井 儀憲 

２号委員  浅野 敏江、今野 恭一、土見 大介 

３号委員  後藤 隆一 

４号委員  田中 まゆみ 



【欠席委員】 

１号委員  姥浦 道生、庄子 洋子 

２号委員  伊勢 儀憲、山本 進（塩竈市議会議事運営委員会の行政視察のため） 

 

【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） 

鈴木 陸奥男（都市計画課課長補佐兼まちづくり推進係長） 

斎藤 吉和 （都市計画課総務係長） 

佐藤 慎平 （都市計画課まちづくり推進係主事） 

佐藤 葵  （都市計画課総務係主事） 

熊谷 滋雄 （震災復興推進局長） 

鈴木 良夫 （復興推進課長） 

熊谷 孝行 （課長補佐兼都市基盤復興係長） 

木村 純一 （都市基盤復興係復興支援専門員） 

柴田 潤  （都市基盤復興係主査） 

 

 

司会 事務局 斎藤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１９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、少

しの間事務局で進行させていただきます。 

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、庄子洋子委員は欠席とのご連絡をい

ただいております。また、市議会議員としての委員でございます伊勢由典委員、山本進委員につきま

しては、塩竈市議会議事運営委員会の行政視察のため欠席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、議案書一式、別添資料でございます。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、市長からご挨拶申し上げます。 

 

塩竈市長 佐藤 昭 

 本日、第１９回塩竈市都市計画審議会を開催させていただきました。寒波が来襲しております大変

厳しい寒さの中、なおかつ、足元がお悪い中を、多数ご出席いただきましたこと、心から感謝申し上

げます。ありがとうございます。 

 

まもなく東日本大震災発災から７年になろうといたしております。おかげさまで塩竈におきまし

ては、昨年３月で災害公営住宅３９０戸がすべて完成をいたしております。今、被災者の皆様方には、

災害公営住宅で安心してお暮しいただいている状況でございます。また、東日本大震災からの復興の

シンボルといいますか、象徴的な役割を果たす塩竈魚市場の改築工事を実施させていただきました

が、昨年１０月２９日にグランドオープンにこぎつけることができております。今現在、市民の方々 



 

には、土曜日日曜日に足を運んでいただきまして、水産都市塩竈の今後の姿をご覧いただいていると

ころであります。 

 

また、都市計画審議会の議員の皆様方に様々な視点からご検討、ご指導いただいておりました北浜

地区の震災復興土地区画整理事業、藤倉地区の震災復興土地区画整理事業、そして海岸通地区の震災

復興市街地再開発事業でありますが、土地区画整理事業につきましては、おかげさまで順調に進展を

いたしておりまして、３０年度でほぼ完了という見込みでございます。一方、海岸通地区の市街地再

開発事業でありますが、現下の厳しい建設作業の中で、なかなか受注いただける業者の方が決まって

いないという状況でありまして、まもなく、再度入札に付すことになっております。入札業者が決ま

りましたら、３月には着工ということでスピードを上げてまいりたいと思っております。 

 

本日ご審議いただく案件でございますが、「仙塩広域都市計画地区計画の決定について」、他４議案

でございます。 

 

委員の皆様方には、様々な視点からご指導いただき、ご承認を賜りますようお願い申し上げまし

て、開会にあたり私からの御礼のご挨拶とさせていただきます。本日はどうぞ、よろしくお願い申

し上げます。 

 

 

司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 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。 

 

 

司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 それでは、次第に則りまして進めさせていただきます。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。岩井会長に議事進行を

お願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

 

【会議の成立】 

岩井会長 

 さっそくではございますけれども、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】 

岩井会長 

 次第に基づき議事に入ります。円滑な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。本日傍聴人の方はいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないようですのでこのまま

進めさせていただきます。 

 

【議事録署名人の指名】 

岩井会長 

 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、

坂野委員と今野委員お二方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、坂野委員と今野委員よろしくお願いいたします。 

 

【報告事項】 

岩井会長 

では議事に入りたいと思います。前回第１８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です。どうぞよろしくお願いします。 

それでは、前回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。前回、平成２９年

６月２日 開催の第１８回 塩竈市 都市計画審議会におきましては、議案 第３４号 仙塩広域都市計

画 下水道 の変更につきまして、ご審議をいただきました。審議結果に基づき、所定の手続きを行

い、平成２９年６月２３日に、都市計画変更となりましたことを、ご報告いたします。 

 

岩井会長 

 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。では第１８回審議会議案の処理報告を終わります。 

 

【議案第３５号 説明】 

岩井会長 

 議案第３５号の仙塩広域都市計画地区計画の決定について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

それでは、議案についてご説明させていただきます。議案第３５号につきまして、私からご説明さ

せていただきます。お手元に議案第３５号と書いてあります資料をご用意いただければと思います。 



 

議案第３５号につきましては、仙塩広域都市計画 塩竈市藤倉二丁目地区 地区計画の決定の内

容でございます。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市決定事項となっております。 

 

始めに、これまでの手続きの経過について簡単にご説明させていただきます。 

変更案につきましては、「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２９年１１月１日から１５日までの間公衆の縦覧を行ったのち、都市計画法

第１６条第１項の規定により、平成２９年１２月５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。その後宮城県土木部長の協議を経て、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２９年１２月２６日から平成３０年１月１９日までの間、本市都市

計画課にて行い、縦覧者はおりませんでした。なお、いずれの縦覧、説明会において、意見書の提出

はございませんでした。 

 

それでは、議案書に基づきまして、内容のご説明をさせていただきます。 

 

初めに１ページの「計画書 仙塩広域都市計画地区計画の決定（塩竈市決定）」をご覧ください。 

 本日ご審議いただく決定内容でございますが、こちらは平成２５年に２月に都市計画決定を行い

ました「藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業」の区域について、防災力の継続的な維持、

周辺環境と調和のとれた良好な住環境の形成と保全を図るため、地区計画を設定するものになりま

す。地区計画では区域と、区域の整備・開発及び保全に関する方針、地区整備計画を定めますので順

にご説明いたします。 

 

 本件の名称は「藤倉二丁目地区 地区計画」とし、区域は「藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区

画整理事業」の区域と同じ区域の「藤倉一丁目及び藤倉二丁目の各一部」約１．０ヘクタールとなり

ます。区域の位置関係につきましては５ページのＡ３版資料、総括図をご参照ください。少し分かり

づらいところもあるかと思いますが、この地区につきましては本市の中心部から北東側に位置しま

して、地区の東側約２４０メートルの場所にＪＲ仙石線の東塩釜駅が立地している場所でございま

して、交通利便性に優れ、低層の住宅を中心とした市街地を形成する地区でございます。なお、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。 

 

 続きまして、１ページのほうにお戻りを願いたいと思います。区域の整備・開発及び保全に関する

方針でございますが、全体目標と各種の整備方針等、４つの方針を記載させていただいております。 

 

まず、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、都市計画道路新浜町杉の下線との一体的整備を行い、地域の防災

力の強化、良好な市街地環境と居住環境の形成及び保全を図ることを目標とする。』としております。 

 

次に、土地利用の方針でございますが、本地区では用途地域が２種類ございます。第一種住居地域

（建ぺい率 60％ 容積率 200％）の住居系地域と、近隣商業地域（建ぺい率 80％ 容積率 300％）の

商業系地域となっております。 



そのため、用途地域に合わせ、土地利用の方針と、後程説明します地区整備計画をそれぞれ「住宅

地区」、「商業地区」の２つの区分で設定しております。各地区の区域は６ページの計画図記載のとお

りとなります。 

１つめの住宅地区の方針ですが、こちらは『主に住宅地としての土地利用を計画する。また、日照

確保に配慮するため、建築物の高さを抑えるなど、住宅地として良好な居住環境の形成及び保全を図

る。』としております。 

 

また、商業地区の方針につきましては、先程申し上げました立地特性を活かし、『駅からの交通利

便性の良い立地特性を活用し、小規模な商業施設等の生活利便施設の立地誘導を図る。』としており

ます。 

 

次に、地区施設の整備の方針でございますが『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、保全を図る。』としております。 

 

 次に、建築物等の整備の方針でございますが『良好な住環境を形成するため、「建築物の用途の制

限」、「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」、「垣又は

柵の構造の制限」について建築物等の誘導を図る。』という５つの制限を行いまして誘導を図るもの

としております。 

 

 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する。』としております。 

 

 続きまして裏面の２ページ及び３ページをご覧願います。こちらは地区内における建築制限等の

内容を定める地区整備計画となります。先ほどの「土地利用の方針」を踏まえまして、こちらも「住

宅地区」と「商業地区」の２地区で設定しております。 

  

 「住宅地区」は地区面積０．９ヘクタールで、地区施設として約２７０㎡の公園を一カ所位置付け

ております。 

 「商業地区」は地区面積０．１ヘクタールとなっております。 

 

 なお、建築物等に関する事項については、実際にこの原案作成を担当しました復興推進課よりご説

明させていただきますので、お聴き取り願いたいと思います。 

 

鈴木復興推進課長 

復興推進課長の鈴木でございます。私の方から、地区整備計画の内容となります建築物等に関する

事項につきましてご説明いたします。計画書の２ページをご覧ください。 

 

住宅地区の地区整備計画でございます。まず、建築物の用途の制限でございますが、都市計画で定

めた第１種住居地域で建てることが可能な建築物のうち、住宅地としての良好な居住環境の形成と

保全を図るため、建築してはならないものとして、計画書記載のとおり、ホテルまたは旅館、神社ま

たはそれらに類するもの、公衆浴場、畜舎、工場などを制限しております。 



 

 次に、壁面の位置の制限でございますが、図をご覧いただきながらご説明いたしますので、恐れ入

りますが資料の最後につけております別冊資料「藤倉二丁目 地区計画ガイド(案)」の２ページも適

宜ご参照ください。２ページの中段右側のイメージ図にありますとおり、建築物の外壁等から敷地境

界線までの距離を０．５メートル以上としております。ただし、同じページ下段にありますとおり、

物置、車庫、出窓につきましては例外規定を設けております。 

 

 次に、計画書の２ページにお戻り願います。建築物の高さの最高限度でございます。 

 あわせて別冊資料３ページ上段左側、住宅地区の欄も適宜ご参照ください。 

 建築物の高さにつきましては、高さは１０メートル以下として、かつ、屋根の傾斜におきまして、

日照の関係から真北方向の隣地境界線からの水平距離に１．２５を乗じて得た値に５メートルを加

えたもの以下としております。 

 

次に、計画書２ページ、下から２番目の欄、建築物等の形態又は意匠の制限でございます。 

あわせて別冊資料３ページ中段も適宜ご参照ください。 

計画書にありますとおり、（１）建築物の屋根、外壁等の色彩につきましては、原色を避けまして、

低彩度の落ち着いた色合いを基調とし、まち並みとの調和に十分配慮したものとする、（２）屋外広

告物の設置につきましては、自家用のみとし、まち並みとの調和に十分配慮したものとすると規定し

ております。 

 

次に、垣又は柵の構造の制限でございます。別冊資料では３ページの下段でございます。道路境界

及び敷地境界に垣又は柵を設置する場合におきましては、（１）生垣、ないしは、（２）鉄柵・金網等

の透過可能なもので、基礎を含めた高さが１．５メートル以下かつ基礎部分は６０センチ以下のもの、

このふたつのうちいずれかとしております。 

 

続きまして計画書３ページをご覧ください。商業地区の地区整備計画でございます。 

先程と同様に建築物の用途の制限からご説明いたします。都市計画で定めた近隣商業地域で建て

られる建築物のうち、小規模な商業施設等の生活利便施設の立地誘導を図るため、計画書記載のとお

り、建築してはならないものとして、ホテルまたは旅館、カラオケボックスその他これに類するもの、

マージャン屋、ぱちんこ屋、劇場、映画館などを制限してございます。 

 

 次に、壁面の位置の制限でございますが、住宅地区と同様の内容となっております。 

 

 建築物の高さの最高限度につきましては、別冊資料３ページ上段、右側の商業地区の欄にもありま

すとおり、高さは１２メートル以下としております。 

 

次に、建築物等の形態又は意匠の制限でございますが、こちらも住宅地区と同様の内容となってお

ります。 

 

地区整備計画の説明は以上となりますが、計画の策定にあたりましては、各地権者との個別ヒアリ

ング２回、アンケート調査１回、先程都市計画課のほうから説明のありました法定の説明会とは別に、

地元説明会を１回開催させていただきまして、十分な調整を行っておりますことを併せてご報告さ



せていただきます。私からの説明は以上でございます。 

  

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 

以上が本地区計画に関する建物の制限等についての説明でございます。資料の４ページには都市

計画決定の理由書というものをつけさせていただいておりますが、こちらは先ほど読みあげさせて

いただきました「地区計画の目標」と同様のため、大変恐縮でございますが割愛させていただきます。 

 

以上で藤倉二丁目地区 地区計画の決定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３５号 質疑応答】 

岩井会長 

ありがとうございました。ただいまの内容につきましてご意見やご質問がありましたらお願いい

たします。 

 

土見委員 

 ご説明ありがとうございます。土見です。３５号の資料の２ページの住宅地区の制限についてお伺

いしたいのですけれども、建築物の用途の制限というところの（５）、（６）で工場や自動車工場はだ

めというようにあったのですが、現在、こちらの地域にはバイクや自転車の修理もしくは販売がとい

う看板を掲げているものがあるのですけれども、そこに関しては（５）の工場、もしくは（６）の自

動車工場には該当しないということでよろしいでしょうか。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

（５）の工場、もしくは（６）の自動車工場につきましては、原動機付きの工具のようなものを使

う工場を想定しております。現地にございます自転車修理工場につきましては、そういった大規模な

修理をやるわけではないので、一般の自転車屋さんでやっている自然工具という形になりますので、

こちらの制限対象にはあたりません。以上でございます。 

 

土見委員 

 分かりました。もう一つだけ、同じページの一番最後、垣又は柵の構造の制限のところなのですけ

れども、生垣もしくは鉄柵等書かれているのですが、この（２）のところで高さなどを制限する理由

を教えていただきたいと思います。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

一般的に透過性のある鉄柵あるいは金網に関しては２メートルを超えるとかなり圧迫感があると

いうこともありまして、他都市の実情についても調べましたら一般的に１．５メートル以下というこ

とになっておりましたので、地元のみなさまにご提案差し上げまして、みなさまの意見を取り入れな

がら、１．５メートル以下にしようということにさせていただきました。以上です。 

 

 



 

岩井会長 

他にご意見はありませんでしょうか。 

 

鈴木委員 

土見委員のところと少し重複するのですが、生垣と柵の構造の制限について、ここの道路に関して

は第二小学校や第二中学校の生徒達の通学路になっていて、道路整備していただいて、歩道が広くな

り、本当に大変感謝しております。また、透過可能なフェンスということで、子どもの通学の際の防

犯にも大変役立つと思うので、透過可能なフェンスに関しては結構だと思うのですが、生垣の高さの

制限がないというところがいかがかなと思っているのですが、いかがでしょうか。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

生垣の樹種にもよりますけれども、中にはかなり育つ樹種がありまして、高さを制限しますと、樹

によってはなかなか剪定が難しいという状況もありますし、また、現地の実情で申しますと、それほ

ど各敷地が広くありませんので、現実的にはそれほど大きな樹種を植えるということはなかなか難

しかろうと考えております。これについても地元のみなさまとご相談しながら、こういうかたちで制

限を加えていこうということにいたしました。以上でございます。 

 

土井委員 

 土井でございます。商業地区について一点お伺いいたします。商業地区のいわゆる民有地について

は、非常に狭い、狭隘な場所なのですが、将来、この区画整理エリアの隣地と一緒に何かしら建物を

建てようとした場合は、この地区計画のルールは適用になるのでしょうか。それとも、このエリアだ

けが地区計画の範囲ということで認識するのでしょうか。 

 

復興推進課 木村復興推進専門員 

 制限はエリア内だけとなります。ですから隣の敷地と一体として使う場合に制限がかかるのは、こ

の地区計画の区域内だけでございます。 

 

田中委員 

 田中でございます。先程鈴木委員さんからもお話がありましたけれども、私、二小に勤めておりま

した折に、今日のような雪のとき、車だけが通れて、子どもたちが全然通れないのですよというお話

をしておりました。ところが、今回このような道路になりまして、何回も現地に行ってみました。そ

うしたら子どもたちが悠々と登校できる、安全に下校できるということで、大変スムーズにこの事業

が進んだのだなと心から感謝申し上げるところです。 

 そして、ただいまの説明にもございましたけれども、ヒアリング２回、アンケート１回、地区の話

し合い、説明会等いろいろとしていただいたおかげでここまでこぎつけたことに心より感謝したい

と思います。以上です。 

 

岩井会長 

みなさん事前に各自ご説明いただいたので、本日の説明も大変分かりやすく聞こえたかとは思い

ますが、他にご意見ございますでしょうか。 

 



 

浅野委員 

 浅野でございます。一点、公園の持つ意義なのですが、確かに都市計画の中で地域に公園は必要と

されるのですが、最近の公園は遊具などを置かずに、ベンチが一つあるなどといった状況で、憩いの

場所という考えだとは思うのですが、いつも私たち議員に要請、ご相談があるのは、公園の管理です。

今後、市の管理になっていくのか、それともこの地域にお住まいの方々の管理になっていくのかとい

うかということで、都市計画には直接関係するかどうか分かりませんけれども、お住まいの住民の

方々には大変な関心があることだと思いますので、そのあたりについてお聞かせ願います。 

 

熊谷課長補佐兼都市基盤復興係長 

 復興推進課の熊谷です。よろしくお願いいたします。公園の管理自体は建設部の土木課になるとい

うことで整理させていただいております。ただ、公園係と協議させていただいている中では、日常管

理等はわりと地元の方もいろいろと携わっていただきながら進めていけたらということで、今後地

元の町内会を含めてお話し合いをしていこうということで考えているようでございます。以上でご

ざいます。 

 

田中委員 

 私は松陽台に住んでおりまして、よくウォーキングするときに公園がたくさんあって、そこを通る

と、市の方らしき方が枝の大振りになったところをカットしたりする作業をなさっているところに

よく出くわすのですね。そういうとき、私はその方といろいろとお話をすると、市の職員の方で、計

画的にそういった伐採を行っているのですよということをおっしゃって、それでは（公園の）中もで

すかと尋ねると、そうですよとおっしゃって。住民からすると大変ありがたく、日常的に管理をなさ

ってくださっているということを、ウォーキングをしたりするときに目の当たりにするので、大変あ

りがたいなと思っております。以上です。 

 

【議案第３５号 承認】 

岩井会長 

 ほかにご意見はございますでしょうか。なければ議案第３５号についてお諮りします。議案第３５

号について承認することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

岩井会長 

異議なしということで、議案第３５号は原案のとおり承認いたします。復興推進課の方は退室を認

めます。ありがとうございました。 

 

【議案第３６号、第３７号、第３８号、第３９号 説明】 

岩井会長 

続きまして、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ですけれ

ども、これら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たします。 



事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 続きまして私の方から議案第３６号から議案第３９号についてご説明させていただきます。 

議案第３６号から議案第３９号は宮城県の仙塩広域都市計画の第７回定期見直しにかかる案

件でございますので一括してご説明させていただきます。 

 

資料の説明に入る前に、この定期見直しの概要について簡単にご説明いたします。 

都市計画法第６条の規定により、県では概ね５年ごとに都市計画に関する基礎調査を実施す

ることが定められております。その結果に基づき、県が「都市計画区域」、「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」、「区域区分」を見直します。また、市では県の見直しに合わせて編入され

る区域について、用途地域の指定をいたします。 

 

従いまして議案第３６号にから議案第３８号については県決定の案件で、議案第３９号について

のみ市決定の案件となります。県決定案件にあたりましては、都市計画法第１８条第１項の規定によ

り、関係市町村に意見照会をすることとなっておりますので、市事務局より当審議会にお諮りするも

のでございます。 

 

なお、県への回答に当たりましては、当審議会のご意見並びに、２月２日から２月１６日まで、県

及び市で実施する公衆の縦覧の結果を踏まえまして、２月下旬に市長より県に回答させていただく

予定としております。 

 

また、県決定案件におきましては、昨年の１０月１７日に利府町で住民説明会が開催され、１２名

の出席者がございました。市決定案件におきましては１２月５日に壱番館で市民説明会を実施し、５

名の方に出席いただいたことをご報告いたします。 

 

本件の今後のスケジュールでございますが、３月１９日に宮城県都市計画審議会で審議が行われ

る予定となっております。その後３月下旬より県が国との協議を行いまして、５月中旬頃に変更告示

を行うという予定でございます。 

 

【議案第３６号 説明】 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

それでは議案第３６号より順にご説明させていただきます。資料の方は、資料の右肩に議案第３６

号と書かれているものをご準備願います。それでは資料の１ページをお開き下さい。 

 

議案第３６号につきましては、「仙塩広域都市計画区域の変更」でございます。 

名称は「仙塩広域都市計画区域」でございます。 

仙塩広域都市計画につきましては、仙台市をはじめ記載の１１市町村で構成されています。 

都市計画区域の範囲及び規模については、資料にありますとおり、仙台市で２．９ヘクタールの増、

本市で０．１ヘクタールの増、松島町で０．６ヘクタールの増減がありまして、合計で３ヘクタール

の増となり、都市計画区域の面積は８８，９３１ヘクタールから８８，９３４ヘクタールになるもの

でございます。 

 

今回の変更理由は、平成２６年から２７年度にかけまして県が実施いたしました都市計画現況調



査を踏まえ、管内市町村の一部で土地の増減があったためでございます。 

それでは２ページをご覧いただきたいと思います。２ページには先程ご説明させていただきまし

た増減の具体的な内容が書いておりまして、仙台市の増加分については、仙台塩釜港の仙台港区にお

ける港湾整備によって公有水面埋立地が発生したものになります。 

本市では、県が整備中の都市計画道路八幡築港線、一般的には産業道路と言われている道路でござ

いますが、こちらの街路事業における道路拡幅整備によって公有水面埋立地が発生したものでござ

います。 

松島町分については、大崎市とまたがる区域において土地改良事業が実施され、行政区分が変更と

なったため、それに合わせて変更するものです。 

 

それぞれの変更する地区については４ページの総括図のとおりになります。少し見にくい図面に

なりますが、位置関係はこちらで把握していただきまして、本市の変更地区については、５ページの

ほうに具体的な計画図として掲載させていただいておりますのでご覧いただければと思っておりま

す。 

 

【議案第３７号 説明】 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

続きまして議案第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」についてご

説明を申し上げます。恐れ入りますが、資料の議案第３７号、及び議案第３７号別冊をご用意いただ

きたいと思います。 

 

こちらは、先程もご説明させていただきましたが、都市計画法第６条の２の規定によりまして、都

市計画区域に定める方針で、通称「都市計画区域マスタープラン」と呼ばれる、市町村マスタープラ

ンの上位にあたる計画の変更を行うものでございます。こちらは昭和４５年に当初決定し、平成２２

年までに６回の見直しが行われており、今回が７回目の見直しとなります。 

 

変更理由としましては、平成２９年３月に改訂した宮城県の総合計画である「宮城の将来ビジョ

ン」、平成２３年１０月に策定した「宮城県震災復興計画」に掲げるビジョンを実現するため、市町

村の総合計画等も踏まえ、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を見直すものです。 

 

それでは資料の中身についてご説明いたしますが、時間も限られておりますので、大変恐縮ですが、

主な変更点を中心にご説明させていただきますのでご了承願います。 

 

それでは議案第３７号別冊という少し厚めの資料をご用意いただきたいと思います。 

１ページをお開きください。始めに見直しにあたっての基本的な考え方について記載されており

ます。この仙塩広域都市計画区域内に置きまして取り組むべき課題について、大きく４点に集約して

おります。これらを踏まえまして、下段にありますとおり、見直しの方向性として、災害に強い都市

構造の形成、コンパクトな市街地の形成、新たな産業拠点の形成と道路交通ネットワークの充実、豊

かな自然環境の保全とこれと調和する都市空間の形成という４点を掲げているところでございます。 

 

２ページをご覧ください。 

こちらは「市街化区域の設定に当たっての基本的考え方」及び「集約市街地周辺部における市街地



のあり方」を示すものになりますが、こちらにつきましては、基本的には従前の考え方と同様のもの

になりますので、説明は省略させていただきます。 

 

それでは３ページをお開き願います。ただいまご説明させていただきました基本的な考え方に基

づきまして、都市づくりの基本方針、基本理念を定めております。大きなポイントでございますが、

やはり震災を受けて、防災のまちづくりを新たに盛り込んだという点が大きな変更点ということに

なります。コンパクトシティの概念でありますとか、多核連携集約型都市構造、環境保全の概念につ

きましては前回の計画から盛り込まれている内容でございます。 

 

それでは４ページをご覧いただきたいと思います。４ページは、将来都市構造及び将来都市構造の

イメージでございますが、前回の区域マスタープランと同様に、「多核連携 集約型都市構造」を目指

すことを掲げておりまして、もう少し詳しくイメージをつかんでいただきたいと思いますので、図に

基づいて簡単に説明いたします。図を現状に置き換えますと、左側の赤の都市圏中心核が宮城県でい

う仙台都心、右側のピンクの地域中心核が各地の地域の拠点、オレンジの集約適地は自転車や徒歩で

移動できる圏域、そのまわりの黄色につきましては、市街化区域というようなイメージでございます。

各地域拠点でオレンジの集約適地内に都市機能を集約しまして、複数の核の間、例えば塩竈と仙台、

そういった形で連携を図りながら都市機能を維持、強化していくということがこの図でイメージで

ございます。 

 

次のページ５ページをお開きください。５ページは本区域の将来像となっておりますので後程ご

覧いただければと思います。 

 

次に６ページから９ページにかけましては、区域区分に関する方針について記載がされておりま

す。具体的に、１枚めくっていただきまして、７ページ、８ページを見ていただきますと、将来の市

街区域内の人口、産業規模を推定するとともに、平成２９年度時点で既に市街化区域の指定を受けて

いる区域や、あるいは今後１０年以内に確実に市街化が見込まれている区域について勘案しており

ます。なお、こちらにつきましては、議案第３８号と重複する部分がございますので、そちらで詳し

く説明をさせていただきたいと思います。 

 

続きまして１０ページをお開き願いたいと思います。１０ページ以降につきましては、主要な都市

計画の決定の方針を定めております。まず、１０ページの土地利用についてですが、先程からご説明

差し上げておりますとおり、本区域では多核連携集約型都市構造の実現のために、下に記載のありま

すとおり業務地、商業地、工業地、流通業務地、住宅地を適切な密度構造で配置して良好な市街地形

成を図るものとしております。主要用途の配置の方針につきまして、本市関連で特に触れさせていた

だきたいところは仙台塩釜港、塩釜港区が臨海型の工業地や流通業務地として、また新浜地区が水産

加工工業地に位置付けられているという点でございます。 

 

次に１２ページをご覧願います。こちらでは都市施設の決定方針について示しております。まず、

交通施設の決定方針につきましては、「多核連携集約型都市構造」を支える交通軸の形成を図るとと

もに、過度に自動車交通に頼らない環境配慮型の都市構造を実現するため、広域ネットワークの整備

など、以下記載の通り６つの整備方針が掲げられております。特に６番目の災害に強い交通施設の整

備が今回新たに盛り込まれた項目ということになります。 



 

下水道につきましては、地域特性や地域住民の意向を考慮し、効率的かつ適正な整備を行っていく、

また、河川・海岸につきましては、特に東日本大震災や関東東北豪雨などの自然災害への対策として、

防潮堤などの整備とともに、上下流一体となった総合的な河川・整備を進めていくことが盛り込まれ

ているところでございます。 

 

１４ページをご覧いただきたいと思います。こちらは市街地開発事業に関する決定方針について

示しております。基本方針としては、集約市街地の形成を図るため、必要以上の市街地拡大を抑制し、

「生活・交通利便性」が高い地域に市街地形成を支援することを基本的な方針としております。また、

集約市街地形成の観点から、市街地を「集約適地」と「周辺部」に区分して、基本方針を定めており

ます。集約適地においては、市街地の居住環境、防災機能等の改善を図りながら、密集市街地におけ

る居住環境の向上に努め、仙台都心は高次都市機能を集積し、地域中心については土地の高度利用を

図っていくこととしております。周辺部においては、デマンド型交通など地域特性に応じた公共交通

を構築し、多様性のある市街地を目指すこととしております。 

 

それでは１６ページをご覧いただきたいと思います。 

１６ページは自然的環境の整備又は保全に関する方針について示しております。本区域には、特別

名勝松島に代表される自然環境と歴史的風土が残る地区がございます。このような地区については、

豊かで良好な自然環境の保全を図っていくこととしております。また、自然環境、歴史的資源、公園

緑地の整備、保全を図るとともに、これらが有機的に連続した緑の形成を図っていくものとしており

ます。 

 

それでは１８ページをご覧いただきたいと思います。 

こちらは防災に関する方針について示されておりまして、この項目は今回の定期見直しで新たに

加わった項目でございます。基本方針としては、東日本大震災などの自然災害を踏まえ、災害による

被害を低減し早期復興が図られるよう、防御施設や避難路の整備、内陸移転等による居住地の安全確

保を行うことにより、災害に強く安全な都市構造への転換を図る、また、あわせまして広域避難路・

輸送ネットワークの形成を図る、また、大規模災害においてソフト事業も展開していくという内容の

ものになっております。 

 

駆け足になりましたが、県から示されております都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

につきましては以上となります。 

 

【議案第３８号 説明】 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

続きまして議案第３８号「仙塩広域都市計画区域区分の変更」についてご説明いたします。総括表

と計画書の２種類の図書がございますが、重複する部分がございますので、主に総括表を用いて説明

させていただきます。 

 

始めに経緯でございますが、先の説明の通り、整備、開発及び保全の方針の第７回見直しを行うこ

ととなりましたので、それに伴い区域区分が変更となるものです。見直しの考え方につきましては、

先ほどの議案３７号の中でご説明させていただきましたので、割愛させていただきます。 



 

変更の内容ですが（１）の人口に関する表で示す通り、方針の目標年次である平成３７年の市街化

区域で約１４０万４千人と推計されており、住居系用地が不足すると予想されております。 

 

面積及び人口密度は、市街化区域の追加面積１１０ヘクタール、市街化調整区域としての除外面積

が５３ヘクタールとなりますので、区域全体としましては差し引き５７ヘクタールの市街化区域増

となります。 

 

２ページをご覧いただきたいと思います。区域区分の変更箇所の一覧でございます。今回の定期見

直しで市街化区域への即時編入をする地区は、本市芦畔町の約０．１ヘクタール分を始め、記載の１

０カ所、合計約１１０ヘクタールとなります。 

 

なお、本市の編入区域は議案第３６号でご説明しました「都市計画区域」の編入箇所でございます。

都市計画道路八幡築港線の事業区域であり、土地利用の観点から、周辺の道路区域と整合を図る必要

があるため、市街化区域への編入を行うものです。 

以上で時間の関係から、基本方針に絞っての説明となりましたが、以上が今回の変更内容の要点と

なります。 

 

また、市街化調整区域に編入する地区、いわゆる「逆線引き」となる地区は、仙台市で記載の４地

区で、緑地や河川を保全する区域として合計約５３ヘクタールとなります。 

 

なお、次ページに記載してある「市街化区域に編入することを保留する区域」につきましては、今

回の変更では編入を行いませんが、将来的に編入することが見込まれる区域として位置付けられる

ものでございます。 

 

４ページをご覧願います。こちらが法定の計画書となりますが、こちらの図書自体の説明は、重複

となりますので、割愛させていただきます。各区域の概ねの位置につきましては５ページの総括図、

計画図につきましては６ページとなりますが、資料の都合上、本市分のみの添付とさせていただきま

すのでご了承願います。以上が区域区分の変更内容の説明となります。 

 

【議案第３９号 説明】 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

最後となりますが、議案第３９号「仙塩広域都市計画用途地域の変更」についてご説明させていた

だきたいと思いますし。 

 

下段の理由からご説明いたしますが、先ほどからご説明しておりますとおり、都市計画道路 八幡

築港線の事業に伴う埋立地が、「都市計画区域」及び「市街化区域」に編入されますので、周辺の土

地利用との整合を図り、適正な土地利用と良好な市街地の整備を図るため、本地区に新たに用途地区

を定めるものです。 

 

編入区域に定める用途地域ですが、表の上から１０段目、アンダーラインを引いております「準工

業地域」を０．１ヘクタール追加するものでございます。 



なお、準工業地域とは「主として環境の悪化をもたらす恐れがない工業の利便の促進を図る地域」

という位置づけでございます。 

 

表の右側、備考欄に変更前の面積を記載しておりますが、従前の市内全域における準工業地域の面

積は１５７．０ヘクタールでしたが、今回の追加により１５７．１ヘクタールとなります。 

これに伴い、用途地域全体の面積が１２９１．０ヘクタールから１２９１．１ヘクタールに変更とな

ります。 

 

区域につきましては２ページの総括図、３ページの計画図記載の通りとなります。 

なお、分かりやすい資料といたしまして、参考図面として４ページに新旧対照図面を添付しており

ます。新旧対照図面の上が現況となっており、八幡築港線計画内に一部白地の部分がございますが、

今回の変更により、下段のとおり紫色で記載されております準工業地域となります。 

 

以上で議案３６号から３９号にかけての「仙塩広域都市計画第７回定期見直し」にかかる一連の案

件の説明になりますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

【議案第３６号、第３７号、第３８号、第３９号 質疑応答】 

岩井会長 

ありがとうございました。ただ今の説明について、ご質問やご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

 

今野委員 

 今野と申します。単純な質問なのですが、議案第３６号の１ページにございます都市計画区域の範

囲及び規模についての表のなかで、増減については小数点以下一位まで記載されているのに対し、変

更前、変更後については整数しか記載されていないのは、なにか訳があるのでしょうか。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 申し訳ございません。ただいま手元に資料がございませんので、確認のお時間をいただければと思

います。 

 

今野委員 

 では、議案第３７号について、資料の１１ページでは新浜町がマーキングされていて、その他の商

業地というふうになっているのですが、先程の説明のなかでちょうど『新浜町は○○○～』という説

明があったように思いましたが、もう一度ご説明お願いします。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 はい。新浜町地区につきましては、水産加工工業地ということで、水産加工を中心とする工業地と

いう位置づけになっております。 

 

今野委員 

 工業地、なるほど。はい、ありがとうございました。よく分かりました。そこでなのですが、今回

のこの議案についてではありませんけれども、たとえばこの新浜町に仙台方面、多賀城方面から到達



するには国道４５号線もしくは八幡築港線という道路を通って往来、人の行き来をしなければなら

ないですが、今後この水産加工工業地に出入りするための道路、国道４５号線と八幡築港線を直線で

この新浜町地区に行けるようにぜひ新たな都市計画をつくっていただきたいというふうに、これは

お願いでございます。 

 先程の質問の回答については分かりましたか。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 はい。ただいま確認いたしましたところ、範囲及び規模の表の中の増減につきましては、単位の揃

え方の考え方でございますが、手続き上は単位を小数点第１位までにまとめるというものがござい

ます。ただ、区域規模につきましては従前より整数で示しておるということがございますので、こち

らがたとえば繰り上がるような０．７のような場合には１に上がるというような処理となっており

ます。したがってこのような齟齬がでてくるものとなりますのでご理解お願いできればと思います。 

 

今野委員 

 特別な意味はないのですね。分かりました。ありがとうございました。 

 

岩井会長 

 ほかにご意見ございますでしょうか。 

 

土井委員 

 はい。文言が一箇所分からない部分がございましたので教えていただければと思うのですが、議案

第３７号の１４ページ、デマンド型交通というのはどういう交通を指すのでしょうか。 

 

都市計画課 佐藤慎平主事 

 都市計画課の佐藤と申します。デマンド型交通という言葉ですが、一般的に少し聞きなれない部分

もあるところではございますが、注文型の、いわゆるタクシーのような意味合いを持つバスです。そ

こに住まわれている住民の方の要望に応じて、注文的に出すような、定期路線で出すというような形

ではないような交通手法となっております。以上でございます。 

 

佐藤委員 

 議案第３７号の１２ページ、交通施設の都市計画の決定の方針の基本方針の中の、黒丸６番目、災

害に強い交通施設の整備とありますが、この交通施設というのは具体的に分かりやすいものがあり

ましたらお願いいたします。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 県の方から示されているものによりますと、災害に強い交通施設の整備としては、道路、港湾、鉄

道などの交通施設につきまして、人命救助や消火活動、あるいは物資輸送を円滑に行い、生命や財産

を守り支える基盤として重要な役割を担っているものとしておりまして、災害時においてもその機

能を確保する必要がある、そのため緊急輸送道路、津波などの被害を抑止する堤防道路、沿岸部から

の避難路などのネットワークを構築するとともに、緊急輸送道路等の橋梁、沿岸建築物の耐震化を促

進し、震災時の輸送・避難ルートの確保や消火活動等の機能を確保するということが大きな考え方と

してございます。 



 

佐藤委員 

 ありがとうございました。そうすると、マリンゲートのところに作った避難所や災害センター、今

建築中ですかね、ああいった設備が関連するということでしょうか。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 当然、沿岸部からの避難路のネットワーク構築の一部としては、今おっしゃられたようなものも含

まれておりますが、ただ、県の方で考えているのは、もう少し大きなネットワークで、ひとつひとつ

の単体ではなく、それらが最終的に道路と接続して機能をはたしていくというものであると思いま

す。枝葉の部分としては、避難所の整備、塩竈市に関してはそれだけではなくて、沿岸部からかなり

の本数の避難路の整備を進めているというような状況となっております。 

 

佐藤委員 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

土見委員 

 ご説明ありがとうございます。私から議案第３７号についてお伺いしたいのですけれども、ご説明

の冒頭、市のマスタープランの上位版ですといった話があったと思うのですけれども、市のマスター

プランと大きく違うなと感じている部分がありまして、この仙塩広域都市計画というものが、資料を

みさせていただいている範囲で考えると、各市町村の都市計画を足し合わせたようなイメージにな

ってしまって、それぞれ各地区の商業地域であったり工業地域であったり、そういうものを広域でど

う組み合わせてやっていこうかという話が全然見えないところがあります。これは塩竈市役所に聞

くのもおかしな話なのかもしれないのですけれども、広域として考えたときに、市町村の行政枠を超

えたどのような宮城県の意思というものがここに入っているのか、もしご存じでしたらご説明いた

だければと思います。 

 

事務局 本多建設部次長兼都市計画課長 

 一番イメージとして分かりやすいものとしては、先程の資料別冊の中の４ページ、将来都市構造の

図が宮城県の考え方を表すものとして適切かと思います。たとえばですが、仙台を中心として、その

右側の地域中心核というゾーンの中が、簡単に言えば、これが塩竈市というイメージです。このゾー

ンの中を計画していくのが市のマスタープランの役割で、このエリアをきちんとやっていきましょ

うと。ほかの地域におきましても各々こういった地域中心核がありまして、それを縦断横断的につな

いでいって、ネットワーク化していくことが県や国が果たすべき役割で、そういう意味で市の上位計

画という位置づけになっているものだと考えていただければ思います。 

 

【議案第３６号、第３７号、第３８号、第３９号 承認】 

岩井会長 

 ほかにご意見はございますでしょうか。なければ議案第３６号、３７号、３８号、３９号について

お諮りします。議案第３６号、３７号、３８号、３９号について承認することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 



岩井会長 

異議なしということで、議案第３６号、３７号、３８号、３９号は原案のとおり承認いたします。

本日の審議についてはこれで終了となります。事務局からの事務連絡がありますので、事務局よろし

くお願いします。 

 

【閉会】 

司会 事務局 斎藤都市計画課総務係長 

 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。 

 

以上をもちまして、第１９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】１５：３０ 

 

 

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 


