
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１７回塩竈市都市計画審議会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年３月１７日 

  



【日 時】平成２９年３月１７日（金）午後３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 １５：００ 

 

２．市長挨拶 

 

３．第１６回塩竈市都市計画審議会 

（１）報 告 第１６回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

     議案第３１号 仙塩広域都市計画第一種市街地再開発事業の変更について 

            （塩竈市海岸通１番２番地区第一種市街地再開発事業） 

      

     議案第３２号 仙塩広域都市計画駐車場の変更について 

            （塩竈中央公共駐車場） 

（２）議 題  

     議案第３３号 塩竈市都市マスタープランの改定について 

     

【議事審議の概要】 

○第３３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、庄子 洋子、鈴木 信弘、千葉 則行 

土井 儀憲 

２号委員  浅野 敏江、伊勢 由典、今野 恭一、土見 大介、山本 進 

４号委員  田中 まゆみ 

 

【欠席委員】 

１号委員  姥浦 道生 

３号委員  門傳 淳 

 

【出席した職員の氏名】 

佐藤 昭  （塩竈市長） 

阿部 徳和 （建設部長） 

阿部 光浩 （建設部次長兼都市計画課長） 

星  潤一 （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） 

石川 宏  （都市計画課総務係主査） 

 

 

 



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１７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。 

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、門傳淳委員は欠席とのご連絡

をいただいております。 

 

 続きまして、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、次

に審議会委員名簿、職員名簿、席次表、議案書一式、別冊１塩竈市都市マスタープラン(改定案)、別

冊２塩竈市都市マスタープラン（付属資料）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１７回の塩竈市都市計画審議会を開催させていただきました。年度末の大変お忙しい中委

員の皆様にご出席いただいたことに、心から感謝申し上げます。  

 本日の議題でございますが、塩竈市都市マスタープランの改定について、でございます。ご案内の

とおり、都市マスタープランは２０年間のスパンでそれぞれの都市のまちづくりをどのように進め

ていくかを計画するものであります。現在の計画でありますが、平成７年に策定をさせていただき、

２０年が経過しておりますので２７年度から改定作業を進めてきたところでございます。平成７年

当時でありますと、基幹産業であります港湾につきましては臨海型の工業を中心とする港湾でござ

いました。現状では、臨海型の工業から流通を中心とする港湾へ、水産業につきましてもマグロやカ

ツオ、サバなどの魚種を中心とする水産業に移行してきております。したがって、背後の水産加工団

地もこの２０年間でその形態を大きく変えてきております。現在、水産加工業界は残念ながら２０社

となっており、まちのかたちは大きく変貌してきております。また、塩竈市商業都市を標榜してきま

したが、塩竈商圏は平成１１年に消滅をいたしております。 

一方、塩竈の都市計画につきましては、市域全体を都市計画の網をかけさせていただいており、用

途地域などもきめ細かに指定させていただいております。時代の変革にあわせ、これから先の塩竈市

のまちづくりをどう進めていくかを考えるにあたり、都市マスタープランを今こそ２０年先を見越

して改定しなければならないところでございます。これまで、それぞれの地域に足を運ばせていただ

きながら様々なご意見を頂戴してまいりました。本日改定案としてまとめ、都市計画審議会の委員の

皆様から意見を賜りたいと考えております。ぜひ今後の２０年間の塩竈市の土地モデルの構築させ

ていただきたいと思いますが、これからも審議会の先生方から様々なご意見を賜りながら塩竈市が

しっかりとまちづくりを推進できる体制を構築してまいりたいと考えております。様々なご意見を

いただきますことをお願い申し上げて、開会にあたりましての私からのご挨拶とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

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、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。 

 

岩井会長 

 みなさんこんにちは。２か月前にも審議会を開催させていただいたところですが、本日はご案内の

とおり塩竈市都市マスタープランの改定について審議を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。 

 

【会議の成立】 

岩井会長 

 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１２名出席

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。 

※１名は会途中からの出席。 

 

【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。しかしながら、本日は傍聴人の方はいらっしゃらないようです。 

 

【議事録署名人の指名】 

岩井会長 

 つづきまして、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、どち

らも私の方から指名させていただきたいと思います。土井委員と山本委員を指名させていただきた

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、議事録署名人、土井委員と山本委員よろしくお願いたします。 

 

【報告事項】 

岩井会長 

 では初めに、報告事項の前回の第１６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 阿部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阿部です。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いたします。 

前回、平成２９年１月３１日開催の第１６回塩竈市都市計画審議会におきましては、議案第３１号

仙塩広域都市計画第一種市街地再開発事業の変更及び、議案第３２号仙塩広域都市計画駐車場の変

更につきまして、ご審議をいただきました。 

審議経過に基づき、所定の手続きを行い、両案件とも平成２９年２月１７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ているということでございます。よろしいでし

ょうか。以上で第１６回審議会議案の処理報告を終わります。 

 

 

【議案第３３号説明】 

岩井会長 

 では、議案第３３号の塩竈市都市マスタープランの改定について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 阿部建設部次長兼都市計画課長 

それでは、議案第３３号塩竈市都市マスタープラン改定についてご説明させていただきます。 

着席して説明させていただきます。お手元に配付いたしております議案書の１ページをお開きい

ただき、「塩竈市都市マスタープラン改定について」をご覧ください。 

１のこれまでの取り組みですが、（１）の前回、１月３１日に開催されました第１６回都市計画審

議会におきましては貴重なご意見、ご提案を賜りました。その後、修正したものを、２のパブリック 

コメントを２月１３日から３月６日までの３週間実施し、１件の意見が寄せられております。 

２ページをご覧ください。ただいまの塩竈市都市マスタープラン（改定案）に関するパブリックコ

メントの実施結果となります。４の提出された意見の内容ですが、「４章の地域別構想について、地

域ごとに地域人口や年少人口、生産年齢人口、老年人口などのデータがありますが、平成２２年のも

のであり、古いと思います。できる限り最新のデータを用いた方がよいのではないでしょうか。」と

いう 意見でした。それに対する市の考え方ですが、「パブリックコメント実施時点では、平成２７年

に実施した国勢調査の数値の取りまとめ中であり、平成２２年の数値を掲載しておりました。改定時

においては、平成２７年国勢調査の数値を反映させるとともに、平成２２年からの人口増減について

も記載し、現状の人口動態をわかりやすく示すように努めてまいります。」と、回答いたしました。 

 

 それでは、ただいまのパブリックコメントも含め、前回の都市計画審議会でご意見ご提案をいた

だき修正した箇所について、ご説明させていただきます。厚い冊子、別冊１の改定案をご準備くだ

さい。まず、パブリックコメントで意見のあった部分につきましては、６６ページをお開き願いま

す。上の欄に年齢３区分人口とありますが、平成２２年の右側に、新たに平成２７年のデータの欄

を追加し、人口の増減を比較できるようにさせていただきました。新浜町地域をはじめ他の６地域 

につきましても同様に平成２７年のデータの欄を追加させていただいております。 

また、その他の改善点として、２～３章は、文字ばかりのページが多かったことから、まず、２４



ページから５７ページに、写真を多数掲載いたしました。また、地域別構想である６３ページから １

０７ページまでの４章につきましては、地域の特色が視覚的に把握しやすいように、写真を２倍に増

やしております。さらに、Ａ３版を折り込んでいた図面のページにつきましては、すべてＡ４版の見

開きに改善しております。なお、ページの割り付けの関係上、空白となっているページがございます

ので、本市の都市計画の変遷などをテーマとしたコラムを掲載してまいりたいと考えております。 

 それでは、前回の都市計画審議会でご意見ご提案をいただいて修正した箇所について、ご説明さ

せていただきます。 

３４ページをご覧ください。（２）土地利用の方針、ａの商業地の文章３行目に「地区計画」の文

言を追加しております。これは、前回、姥浦委員から「海岸通地区再開発の周辺において地区計画等

を検討するべきでは」とのご意見を反映したものとなります。これに関連して、６９ページをご覧く

ださい。Ａのコンパクトで持続可能な都市を支える拠点性の向上で、海岸通の再開発などについて 

記載した②の商業・業務施設をまちなかに集積し、利便性の向上の部分と④の北浜地区の都市基盤 

整備の部分にかっこ書きで「地区計画の検討」とそれぞれ追加記載しております。 

 また、９３ページをご覧ください。Ｂの市の北部拠点の形成で、藤倉の土地区画整理などについて 

記載した②の藤倉地区における住環境整備に「地区計画の検討」を追加しております。 

お戻りいただいて４４ページをご覧ください。（３）の交通施設整備の方針の①の公共交通の方針、

ａ鉄道において、２つ目の黒丸の２行目に、安全対策（ホームドア等）の記述を追加しております。 

前回、伊勢委員からご意見のあった鉄道駅のホームドアの設置について盛り込んだものとなります。 

続きまして７１ページをご覧ください。凡例の上から５段目、右側に青い波線の「歴史散策道」を

追加しております。前回、浅野委員をはじめ、散策道について好意的なご意見が多数ございました。

また、有識者懇談会など他の会議においても、散策道の整備をぜひ進めてもらいたいとの意見を多数 

いただいております。このことから、みちのく潮風トレイル以外にも歴史散策道としてマリンゲート

塩釜から整備中の北浜緑地護岸を通って日本遺産である籬島を経由し、さらに魚市場へのルート整

備を追加いたしております。 

１１３ページをご覧ください。前回、中ほどの都市計画道路事業について調整中としておりました

箇所が、国・県と調整が済みましたので、事業実施時期、事業主体を明記いたしております。 

概算事業費については、２０年スパンの長期計画で額を定めることが難しいことから、項目自体を 

削除いたしております。 

１１４ページをご覧ください。 

計画の見直しについて、前回は１０年後に中間見直しを行うとしておりましたが、土見委員から 

いただいたご意見のように、長期総合計画、仙塩広域都市計画などの上位計画との整合を図っていき

ながら、時代の変化に合わせた計画となるように、下から２行目となりますが、５年ごとに計画内容

の評価・見直しを図るとしております。 

 

それでは、別冊２の付属資料をご覧ください。これまで計画策定に係るご覧のような各種会議を 

庁外だけでも延べ２３回開催し、延べ３０５人の方々から貴重なご意見・ご提案をいただいておりま

す。 

これを、今後のまちづくりに生かすため、付属資料としてまとめさせていただきました。なお、実

際の製本の際には、改定案とあわせて一冊にまとめさせていただく予定となっております。 

 修正箇所は以上となります。本日、ご確認の上、ご承認を賜り、庁議を経て、都市マスタープラン

の改定を完了させていきたいと考えております。ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

 



【議案第３３号質疑応答】 

岩井会長 

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 

 編集作業お疲れ様でございます。私から細かい点になりますが何点かお尋ねいたします。はじめに、

２８ページの塩竈市内の地区の区分けがありますが、この中で住宅地と集落地はどういった違いが

あるのでしょうか。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

当初、浦戸諸島についても住宅地と表記していましたが、今後浦戸地区の地区計画を検討するにあ

たり、集落地としての地区計画として進めていくというところで、それに合わせて表記しております。 

 

土見委員 

 ありがとうございます。目を引く写真が多数あり、見やすい冊子になったかとは思いますが、キャ

プションがこれで良いのかという点が見受けられます。１７ページの「待ってた春」や２６ページの

「都市拠点」など、キャプションがあっていない点もあるかと思いますが、これから精査していくと

いうことでよろしいでしょうか。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

写真につきましては取り急ぎまとめたということもありますので、これから精査してまいります。

１７ページの写真などは観光写真コンクールの題名をそのまま使っております。コンクールの写真

を使っているということがしっかりわかるように表記を改めてまいりたいと思います。 

 

土見委員 

 シンプルなキャプションも良いですが、もう少し丁寧に表記した方が良いかと思います。最後にな

りますが、海岸通地区再開発事業の写真について、写真の中にさらにピックアップした写真がありま

すが、小さすぎて見えないかと思いますので、もう少し大きくした方が良いと思います。私からは以

上です。 

 

田中委員 

 大変貴重な資料をいただきましてありがとうございます。先ほど説明がありましたように、地域別

構想の年齢三区分人口について、前回は平成２２年のもので少し古いなと感じておりました。今回の

資料では平成２７年との比較ができるということで、大変有効だなと思いました。地域によっては人

口が増えている地域もありますが、北部地域など多くの地域では減っている傾向にあり、市民として

は心配する点でもあります。どういった手だてが必要なのかという点について模索していく必要が

あると感じました。 

 もう一点ですが、基盤整備の基本方針の中で、これまでになかった歴史的風致地区維持向上計画の

検討という項目が入ったことについて嬉しく思います。これまでは景観重要地区・誘導地区のみの記

載でしたが、自然の美しい趣を守るために、都市計画の観点からも明確にしていくという点で非常に

有効と感じております。 

  



土井委員 

 冊子を見させていただいて、読んでいて楽しくなるような冊子になったと感じています。一点だけ

気になる点があります。９３ページの地域のまちづくり方針のＡ－③について、狭あい道路等の改善

とありますが、これを見ると狭い道路でも家が建てられるようになると勘違いする人がいないかと

思ってしまいます。狭い道路のため家が建てられない方がたくさんいるので、誤解を招かないかとい

うことで少し心配です。 

 

千葉委員 

 土井委員のご意見に関係するところもありますが、５２・５３ページの都市防災の方針についての

部分で気になるところがありました。５２ページの②の課題の４つ目に、古くからの市街地では道路

が狭く、とありますが、ほとんど車が通れない狭い道路に民家があるところが多くあります。その中

で火災という問題があり、課題として触れられておりますが、５３ページの都市防災の方針の中では

火災に関する対策が記載していないですね。そのため、追加してもよいのではと思います。糸魚川の

火災がありましたが、消防車が入れない場所があるということもありますので、予防対策として方針

をもう一つ掲げてもよいのではと感じました。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

 確かに火災につきましては方針が抜けておりますので、追加したいと考えております。 

 

伊勢委員 

 何点か確認させていただきたいと思います。６ページで人口減少・少子高齢化の進行の中で、３つ

めに市町村間の転入・転出状況が書かれており、仙台市・多賀城市・利府町への転出超過が見られ、

県東部・北部からの転入超過が見られますとあります。あらためて転出者がどこの都市にいき、転入

者がどこからきているかという現状がわかるようになっています。都市マスタープランの中で、定住

増加策が一つの命題となってくるかと思いますが、５年ごとの見直しになるということで、なぜ仙台

市や利府町、多賀城市への転出が多く、県東部などからの転入者がなぜ多いのかということについて、 

今後の都市基盤整備をつくるうえで、分析の結果を生かしていく必要があるかと思いますが、そのあ

たりの捉え方をどう考えていますでしょうか。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

 これまでも定住人口戦略プランなどを策定するにあたり、人口の流入出の分析はしてまいりまし

たが、都市マスタープランの見直しにおいても、定住人口を増やす施策について検討してまいりたい

と考えております。 

 

伊勢委員 

 １２ページに都市基盤整備の進捗とありますが、都市計画道路で実際に進捗しているのが越の浦

春日線で残り半分ほどでしょうか。中心部のところで人口が減っているという記述があったかと思

いますが、北浜沢乙線の赤坂橋から向ヶ丘、利府のインターチェンジにつながる都市計画道路につい

て、県東部や県北の方がスムーズに塩竈の中心部に来られるようにしていく必要があるかと思いま

す。県の事業になるか市の事業になるかわかりませんが、もう少し打ち出し方をすっきりさせたほう

がよいのではないかと感じました。 

 



阿部建設部次長兼都市計画課長 

 １１３ページをご覧ください。その中ほどに県道塩釜吉岡線（（都）北浜沢乙線）と記載があり、

これが今委員からご指摘のあった路線でございます。これにつきましては県と協議をしまして、矢印

で示している時期に事業を着手するということで県にも了承をいただいております。事業主体につ

いて、あくまでも県の事業となりますが、市も色々な面で事業に協力をしてほしいという観点から要

望がありましたので、事業主体は県、市との記載になっております。 

 

伊勢委員 

 もう一点気になることがありまして、市街地整備の方針の中で沿道街路整備という表現が冊子の

中であったかと思いますが、市では１２０万円ほどの予算をつけて懇談会をしていくとのことで、南

町や本町のまちなか居住の再生検討事業を進めようという目的はわかるのですが、住民や関係者と

の合意形成を丁寧にやっていただきたいと思っております。マスタープランの中で直接的に表現さ

れている箇所がありましたので、そのあたりの考え方についてお聞かせ願います。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

 今委員からご指摘のあった内容について、３４ページの商業地の一番目の黒丸の中の、本町から南

町にかけての沿道まちづくり（沿道街路整備事業）を通じ、という部分かと思いますが、７０ページ

をご覧ください。図面の中央の下の部分に、本町南町地区、一方通行の解消及びまちなか居住の促進

と書かれています。この部分については、市というよりも地元の方々から空洞化した市街地をなんと

かしたいとのお話があり、これから３年かけて勉強会などをしながら住民の方々の合意形成を図っ

たうえで中心部に人口を増やす施策に取り組もうという動きであります。あくまでも住民の方々の

合意形成を図ったうえで事業を進めていく予定で取り組んでおります。 

 

庄子委員 

 今のお話を聞いていて、これから住民の方との集まりがあるということで、これから市民の人々を

中心にマスタープランが進められていくかと思います。歴史のことを言うと、塩竈は江戸時代になっ

てから鹽竈神社、遊女街、花街、商人のまちとして少しずつ栄えてきました。昭和３０年頃に、今の

ようにこれから先の塩竈をどうしていくかという話し合いがあり、神社、商店街、行政がなんとかし

ようと集まりを持ちました。しかしながら、その集まりを何度もってもうまくいきませんでした。そ

れは塩竈を引っ張ってきた旧家の皆さんの反対があったからです。これからまちの人との話し合い

をしていく中で、何代も続いてきた旧家さんにはこれまで培った知恵がありますので、そのような方

と一緒になって前向きに進めていっていただければと思います。人は心ですので、心を一つにして進

めていってもらいたいと思います。 

 

浅野委員 

 これから塩竈市は少子高齢化がますます進み、どうにか少子高齢化に歯止めをかけるために、若い

人が集まってもらうまちにという観点から議員の中でも意見を出しています。マスタープランの中

でも子育て世代の方が集まりやすいように、そして、歴史・文化と若者の文化をどのようにうまくマ

ッチさせていくかという考え方を入れていく必要があるかと思います。 

 もう一点ですが、プレジャーボートが海岸周辺に多くあります。海のレジャーをしに釣り人などが

多く来ていますが、交流人口を増やしていくという点でもそういった方々をどのようにとらえてい

ますでしょうか。 



 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

 子育て世代の方々が子供たちを健やかに育てられる環境をつくるという観点から、９４ページに

あるように北部地域などでは良好な住環境の維持という方針を掲げております。良好な住環境を維

持していく中で、子供たちを健やかに育てていける環境をつくっていくとマスタープランの中では

触れております。 

 プレジャーボートに関しましては、７１ページをご覧ください。７１ページの図の右上の方に、ウ

ォーターフロントの魅力の強化に向けた観光施設や駐車場等の整備とまとめさせていただいており

ます。港奥部の魅力の向上は塩竈市が力を入れていくべき部分の一つでありますので、取り組みを進

めてまいりたいと考えております。 

 

千葉委員 

４２ページから交通施設整備の方針がありますが、三陸自動車道が１車線から２車線となったり

インターチェンジが増えたりする中で、ここ短期間の間に起きている大きな変化をどう捉えている

かという点が気になります。パーソントリップなどにより人の動きがどうなっているのかをとらえ

ていき、ハコモノをつくってニーズがどれほどかという予測を常に立てていかなければがならない

と思います。変化をどう捉えているか、そしてどう捉えようとしているのかということについて伺い

ます。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

三陸自動車道の整備が進められましたが、塩竈市にとってインターチェンジに通じる道が整備さ

れていないことが一番の課題ととらえています。インターチェンジに通じる道が全て県道となって

いるという事情もあることから、県に対しては要望活動を常に行っております。１１３ページにあり

ますように、１２の県道利府中インター線が県で整備していただいている事業ですが、これが県道利

府中インターチェンジに通じる道路であり、県には優先的に整備に取り組んでいただいております。

１５の県道塩釜吉岡線（北浜沢乙線）についても早期整備の要望活動を行っておりますが、県では利

府中インター線が終わってからと考えているとのことで、事業実施時期は長期の欄に入っておりま

す。１６の県道泉塩釜線（玉川岩切線）についても長期の欄となっておりますが、本線の塩釜駅に出

てくる道路ですが、住宅が張り付いておりまして、道路の整備が難しい状況となっております。この

路線につきましては、多賀城、利府、県にも入っていただき、都市計画の変更を見込んで調査を行っ

ていく予定となっています。泉区からくる道路が塩竈で止まってしまっているので、県としては国道

まで抜くような変更をしたいと考えているようですが、そのルートが定まらず難しい状況となって

います。 

歩行者等の動線につきましては、都市再生整備事業の中で調査を行っております。前回は平成２６

年に行っており、平成２９年度にもう一度歩行者の計測を行い、震災以降歩行者の流れがどのように

変わってきているかを調査する予定となっております。 

 

田中委員 

 今の質問と重複しますが、北部地域のまちづくり方針図の中で、気になる点があります。良好な住

環境の維持と書いてある一方、三陸自動車道利府中インターチェンジへのアクセス強化や都市計画

道路の整備という２つの方針が書かれています。松陽台地区はメインのとおりが広い道路となって

いまして、震災以降トラックなど大型の運搬車両が多く行きかっています。子供たちが登校する時間



帯にも走っており、歩行者も多く高齢者も危険な状態です。アクセス強化というのはどのような意味

で書いているのかについて質問したいと思います。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長  

 ９５ページの図面を見ていただきたいのですが、現在松陽台地区で交通量が増えているというこ

とですが、その一本北側の道路について、しおりトンネルから吉津の方面へ抜ける道路の整備を県で

行っていて、進捗率が７９％ほどとなっています。新年度５月頃には一部着工すると聞いております。

用地買収が吉津のトンネルの出口部分で完了していない箇所がありますが、できるところから着工

していくとのことです。図面上、点線になっている越の浦に抜けていく部分を整備することにより、

直接国道から松陽台を通らずにしおりトンネルへ抜けて利府街道へ行くことができます。それによ

り住宅地の中を通らずに塩竈の物流を通すことができると考えています。 

 

鈴木委員 

 ２ページですが、まちづくりのカラフルな図がありますが、まちづくりの基本は人づくりだと考え

ています。他地域と比べて人口の減少率も多いですが、多賀城や利府に比べれば土地の値段も安く、

交通の便も良いので、本来であれば転入が多くなっても不思議ではない地域だと思っています。それ

なのに流出してしまっている根本的な原因を行政として考えていかなければならないと思います。

余談になりますが、３箇年の計画の第４次学力向上プランを策定していますが、小学校、中学校の９

年間で連続した教育に取り組んでいくとなっています。少子化時代の中で、若いご夫婦の方が子供に

かける教育費が増しているというのは大都市では当たり前になっていますし、良い教育が受けられ

るというのも、市としての大きな魅力の一つになっていくのではと考えます。学力テストを見ても、

塩竈市は県内平均よりも若干下であり、全国平均からすると大分下というのが現状です。地方都市で

も秋田県のように良い教育をすれば学力が向上するという例もあります。まちづくりイコールひと

づくりということから考えると、人口流出に歯止めをかける要因になるのではと思います。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

 委員からご意見のあった内容ですが、別冊２の１２ページをご覧ください。私たちも市から流出す

る人口が２０歳代から３０歳代の若い世代が多いということを認識しています。ここにある塩竈の

未来のまちづくりを考える会というのを開催し、マスタープランを自分たちの手でどうやって実現

していくかという視点で議論しています。せっかくたくさんの方々に集まっていただいたので、その

場を活用して、どうして若い世代が塩竈から出ていってしまうのかということなどについて新年度

以降議論をしていただいて、どういった施策をとっていけばよいのか検討していくという取り組み

を行っていきたいと思っています。 

 教育についても、定住の大きな要素であり、議会などでも議論の中心になっています。今回のマス

タープランはどちらかというとハード面の計画でありますが、市としては教育については定住人口

の増加に向けた大きな柱と考えますので、これからも見守っていただければと思います。 

 

山本委員 

 今の鈴木委員の意見は大変貴重な意見だと思います。今回マスタープランの策定にあたって、各地

域に入って計画をまとめていったわけですが、単にまち・ひと・しごと創生総合戦略、長期総合計画、

震災復興計画と並列してマスタープランがあるのではなくて、まちづくりの基本の大きな手立てと

して使っていく必要があると思います。以前、コミュニティ・カルテという地域の現状がどうなって



いるかをまとめたものを計画策定時に作りましたが、それに匹敵するだけの計画かと思いますので、

マスタープランを常にそばにおいて、事業などの計画にあたってはそれがマスタープランのどこに

位置付けられているのか、マスタープランがどう実現していくのかということを常に意識しなけれ

ばならないと思います。長期総合計画は長期総合計画、復興推進計画は復興推進計画、マスタープラ

ンはマスタープラン、ではなく、まちづくりのバイブルとして使っていかなければならないと思いま

す。 

 

阿部建設部次長兼都市計画課長 

 委員からご指摘があったとおり、２０年前に作った都市マスタープランについては、見る機会がほ

とんどなかったというのが事実で、本当に反省しております。これからは、このマスタープランを開

きながら、それに基づいて仕事をしているかということを意識し、次の見直し時にはどのように直す

べきかを念頭に入れて仕事に取り組んでまいりたいと考えます。 

 

岩井会長 

 ソフトの面も加味したまちづくりということで、大変参考になったかと思います。ご意見は他にあ

りませんでしょうか。なければ、議案第３３号についてお諮りいたしたいと思います。議案第３３号

について承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 異議なしということで、議案第３３号は原案のとおり承認いたします。 

本日の審議は以上となります。事務局から事務連絡がありますので、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 

 それでは、議案につきましては、本日の審議会の結果を踏まえまして、来週２２日に開催する策定

委員会にお諮りいたします。改定後、冊子が完成しましたら委員の皆様には送付させていただきます。

また、次回の審議会についてですが、６月頃に開催したいと考えております。日程が定まりましたら

皆様にお伝えしますのでよろしくお願いいたします。ここで、都市計画審議会を閉会とさせていただ

きます 

 

【閉会】１６：０５ 

 

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 


