
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１６回塩竈市都市計画審議会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１月３１日 

  



【日 時】平成２９年１月３１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１６回塩竈市都市計画審議会 

（１）報 告 第１５回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

     議案第２９号 仙塩広域都市計画道路の変更について 

            （都市計画道路新浜町杉の下線の区域の一部変更及び車線の数の決定） 

（２）議 題  

     議案第３０号 塩竈市都市マスタープランの改定について 

            

     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） 

【議事審議の概要】 

○第３０号議案 

 市当局（建設部担当）から概要を説明。 

  ～委員からの意見聴取～ 

 

○第３１号議案 

 市当局（建設部都市計画課課長補佐、復興推進局次長）から概要を説明。 

  ～原案のとおり承認～ 

 

○第３２号議案 

 市当局（建設部都市計画課課長補佐、復興推進局次長）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、姥浦 道生、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、伊勢 由典、今野 恭一、土見 大介、山本 進 

３号委員  門傳 淳 

４号委員  田中 まゆみ 

 

【欠席委員】 

１号委員  坂野 智憲、庄子 洋子 

 

【出席した職員の氏名】 

佐藤 昭  （塩竈市長） 

阿部 徳和 （建設部長） 

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） 

佐藤 慎平 （都市計画課まちづくり推進係主事） 

熊谷 滋雄 （復興推進局長） 

鈴木 康則 （復興推進局次長兼復興推進課長） 

大山 貴之 （復興推進課再開発推進室長） 

井上 千佳子（復興推進課再開発推進室主査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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。皆様お揃いとなりました

ので、ただいまから第１６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。 

はじめに、委員委嘱後初めてのご出席となります、東北工業大学千葉則行教授をご紹介いたします。

千葉委員、一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

千葉委員 

前回は欠席いたしまして大変申し訳ございませんでした。今回初めての出席となります。 

出身は岩手の平泉でございまして、仙台に住んで４５年になります。実は家内が塩竈の生まれで塩

竈にもよく来ておりました。平泉、仙台、塩竈と色々とみてまいりましたので、今後の都市計画に生

かしていければと考えております。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 

ありがとうございました。なお、本日、学識経験者としての委員でございます、庄子洋子委員、坂

野智憲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、別冊塩竈市都市マスタープラン(改定素案)、情報提

供１の再開発事業の概要、情報提供２の塩竈市内における復興事業の概要と進捗状況、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 

 今日は、１月の晦日でございますが、公私とも大変お忙しい中、第１６回塩竈市都市計画審議会に

ご出席いただいたことに、心から感謝申し上げます。 

  

 今の塩竈市の都市づくりでございますが、一つは第５次長期総合計画でございます。もう一つは、

２０１１年３月１１日に発災いたしました東日本大震災からの復旧・復興であります。この両輪をい

かに潤滑に回していくかということが我々に求められている課題だと認識しております。 

長期総合計画に掲げている「おいしさと笑顔がつどうみなとまち塩竈」、震災復興計画に掲げてい

る「長い間住み慣れた土地で、安心した生活をいつまでも送れるように」を実現するため復旧・復興

事業を進めさせていただいておりますが、審議会の委員の皆様方から適切なアドバイス・ご指導をい

ただいていることに心から感謝申し上げます。 

 

本日、ご審議をいただく内容でございますが、一点目は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。このマスタープランにつきましては、これから１０年、２０年先の塩竈市の都市形成

をいかに進めていくかという大切な計画であります。これまでも地域の皆様や有識者の方々から様々

なご意見、ご指導を賜り改定作業を進めてまいったところであります。今回、改定素案の概略がまと

まりましたことから、審議会の委員の皆様からぜひご意見を頂戴したいという目的でご説明させて



いただくものとなっております。 

 

２点目の議案は、塩竈市海岸通１番２番地区第一種市街地再開発事業の変更について、でございま

す。この事業につきましては、権利者の方々が再開発組合を組織されまして、もう２年ほど準備作業

を行ってまいったところでございます。平成２９年度から建物の解体、施設の整備に入る状況に至っ

ておりますが、海岸通の再開発事業につきまして、事業区域の見直しをさせていただいております。

当初計画した事業規模からの変更についてご提案させていただくものとなっており、具体的に申し

上げると、事務所棟の階層を４階から２階に縮小させていただく内容となっております。この趣旨に

ついては後程担当から説明させていただきます。 

 

３点目でありますが、塩竈市には東日本大震災以前から、中央公共駐車場という施設がございまし

た。残念ながら、津波の被害を受けて解体を余儀なくされたところでございます。この中央公共駐車

場につきましては、前段申し上げました塩竈市海岸通１番２番地区市街地再開発事業の区域の中に

組みこみまして施設整備をさせていただく予定であります。都市計画決定をしておりました敷地、配

置から若干変更させていただくものでありますので、その変更内容についてお諮りするものとなっ

ております。 

 

また、情報提供といたしまして、議案それぞれに関わりがございます、再開発事業の概要と取り組

み状況についてご説明をさせていただく機会を与えていただきたいと考えております。 

 

以上３点につきまして、本日ご審議を賜りますことを心よりお願い申し上げまして、私からの御礼

の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 

 第１６回塩竈市都市計画審議会、どうぞよろしくお願い申し上げます。様々な事業につきまして、

都市計画の立場から皆様には様々なご意見をいただきまして、進めてまいりたいと思います。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１３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。 

 

【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。 

傍聴者の方にお願いを申し上げますが、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

お願い申し上げます。 

 

【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。鈴木委員と土見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、鈴木委員と土見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１５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 星都市計画課課長補佐 

 建設部都市計画課課長補佐の星と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 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２８年１０月１３日

開催の第１５回塩竈市都市計画審議会におきましては、議案第２９号仙塩広域都市計画道路の変更

につきまして、ご審議をいただきました。審議の結果に基づき、所定の手続きを行い、平成２８年１

０月２８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１５回審議会議案の処理報告を終わります。 

 

 



【議案第３０号説明】 

岩井会長 

 では、議案第３０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 石川都市計画課主査 

それでは、議案第３０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、前回、昨年１０月１３日に開催されました第１５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、ご覧のように(２)

の有識者懇談会、(３)の策定委員会、(４)の庁内ワーキング、(６)の様々な世代との意見交換会とし

て、まちづくり懇談会、本町・南町まちづくり会議、２０歳～３０歳で構成された塩竈の未来のまち

づくりを考える会、塩釜高校生徒会とのワークショップなどを行い、ご意見を賜りました。そして、

お手元の改定素案として取りまとめさせていただきました。 

また、２の今後の予定ですが、本日、ご意見を賜り、修正した内容で２月にパブリックコメントを

実施し、再度３月下旬に都市計画審議会でご審議いただき、庁議を経て、改定完了といたしたいと 考

えております。 

 

それでは、改定素案について、説明させていただきます。厚い冊子、改定素案をご準備ください。 

表紙をめくって、目次をご覧ください。序章から４章までが、前回の都市計画審議会でご説明し、ご

意見をいただいた全体構想と地域別構想となります。時間の関係上、これまでご説明しました内容と

大きく変更した箇所、また、新たに追加しました５章、６章を中心にご説明させていただきます。 

それでは、１ページをご覧ください。 

まず、都市マスタープランそのものが、どのようなものか、なかなか分かりづらいため、ご覧の図

と説明を加えさせていただきました。都市基盤とは、教育、福祉、観光など、様々なまちづくりの受

け皿と考え、今後考えられるまちづくりを掲げながら、都市マスタープランとして将来においてどの

ような都市基盤が求められるかを明らかにし、その整備の方針を示していくものとして描いており

ます。１４ページをご覧ください。本マスタープランにおける目指す将来都市像ですが、第５次長期

総合計画の都市像と整合させて「おいしさと笑顔がつどうみなとまち塩竈」と設定し、その実現に取

り組んでまいります。１６ページをご覧ください。将来の推計人口のページを追加し、「第５次長期

総合計画」や「まち・ひと・しごと創生戦略」に基づき、将来の推計人口に合わせた適切な都市基盤

整備を目指していくことを掲げてまいります。 

４９ページからは、中央地域から 浦戸地域までの７地域についての地域別構想となりますが、５

４ページの一番下の欄をご覧ください。都市基盤の基本方針として、上に記載しております地域のま

ちづくり方針の受け皿となる土地区画整理事業や市街地再開発事業、都市計画道路事業等を、対象と

なるまちづくり方針の番号とあわせて記載いたしました。他の６地域についても同様に追加いたし

ました。  

 

次のページ、５５ページを ご覧ください。中央地域のまちづくり方針図ですが、若い世代の方々

から、宮町庁舎跡地やくるくる広場も含め、本町一帯を「歴史的まちづくり 観光拠点」として整備

していくべきだとの声が多くありましたので、新たに追加しております。 



また、中央の鹽竈神社、裏坂の参道上に紫の点線で描かれております「観光ルートみちのく潮風ト

レイルの環境整備」につきましては、環境省の事業として、青森県八戸市から福島県相馬市までの太

平洋沿岸を散策道でつなぐもので、本市では、観光交流課が窓口となってルートの検討に取り組んで

おります。本市のルートは、浦戸諸島から、マリンゲート塩釜、鹽竈神社を経て多賀城政庁へ至るコ

ースと、マリンゲートから貞山通地区を経て貞山運河へ至る２つのコースがあり、該当する浦戸地域、

東部地域、西部地域においても、それぞれ新たに紫色の点線でルートを追加いたしております。 

 

６０ページをご覧ください。新浜町地域のまちづくり方針図ですが景観計画 策定後に籬島が日本

遺産に登録されましたので、下にあります景観誘導地区について景観重要地区へ変更検討と、追加い

たしております。８０ページをご覧ください。先ほどの「観光ルートみちのく潮風トレイルの 環境

整備」ですが、鹽竈神社を経て多賀城政庁へ至るコースは、奥の細道とも重なることから、新たに景

観誘導地区として検討していくことを追加いたしました。 

 

８６ページをご覧ください。５章、都市基盤整備実現への方途として、今回新たに追加した部分と

なります。実施計画の事項をご覧のように掲げ、一番下の事業実施時期として、短期は平成３３年頃

まで、中期は平成３８年頃まで、長期は平成３９年以降と設定いたしました。次のページ、８７ペー

ジをご覧ください。実施計画(案)として、主な基盤整備をご覧のように 一覧表として取りまとめま

した。なお、右端の概算事業費につきましては、現在積算中となっております。次のページ、８８ペ

ージをご覧ください。都市マスタープランにつきましては、この２０年間において、途中での見直し

等は行われてきませんでした。しかし、今回、実施計画においては、ご覧のようにＰＤＣＡサイクル

によるローリング方式により、見直しを行うとともに、１０年後の平成３８年度に、都市マスタープ

ランの中間見直しを行うことを明記いたします。 

 

次のページ、８９ページをご覧ください。 

６章、地域のまちづくり方針の実現に向けてとして、ここも今回、追加した部分となります。今回、

たくさんの市民の皆さんから、まちづくりについて、ご意見を伺ってまいりましたが、下の図のよう

な 推進体制で、市民協働によるまちづくりを 推進していくことを掲げてまいります。 

９１ページをご覧ください。また、推進方策として、市民主体のまちづくり、次のページの市にお

ける推進体制の強化、国や県、周辺自治体との連携・協力により、都市づくりを進めていくことも掲

げてまいります。 

 なお、今回のマスタープラン改定作業におきましては、有識者懇談会をはじめ、各地域の方々、様々

な市民活動の団体の皆さんからまちづくりについて多くのご提案、アイディアをいただきました。 

 今回の地域別構想には、概ね２０年間で実現可能なものを掲げさせていただきましたが、すべての 

ご提案を載せることはできませんでした。貴重な提案、アイディアが多く、今後のまちづくりにおい

て、是非、生かしてまいりたいと考えておりますので、付属資料としてこの冊子のあとに改めてご提

案、アイディア等のページを追加してまいりたいと考えております。 

  

なお、はじめに申し上げましたように、本日、皆様からご意見を賜り、修正した内容で２月にパブ

リックコメントを実施し、改めて ３月下旬に都市計画審議会でご審議、ご承認いただきたいと考え

ております。説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 



 

【議案第３０号意見聴取】 

 

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。他にも議案が２

つありますので、１５時頃を目安としたいと思います。 

 

山本委員 

 山本と申します。私から基本的なことをお尋ねします。さきほど市長の挨拶のなかで、現在塩竈市

は長期総合計画、震災復興計画を車の両輪としてまちづくりを行っているとありました。その中でこ

の都市マスタープランをどのように位置づけるかということです。都市マスタープランは資料にあ

りますように都市計画法第１８条の２に規定されている都市計画に関する基本的な方針ですが、長

期総合計画はご存じのとおり地方自治法の改正により策定の義務付けはなくなりました。それだけ

時間軸の速さは速いということで、市町村は臨機応変な計画を策定していくべきだというのが国の

方針かと思います。震災復興計画にしても復興創生期間となり残り４年となったなかで、今後都市マ

スタープランをどのように位置付けていくかが非常に大事になるかと思います。内容を見ますと、パ

ブリックコメントやまちづくりに関する子供たちの考えなど、明るい未来が見えてくる感じになっ

ています。そのような意味でも位置づけは非常に大事になってくると思いますが、その基本的なこと

についてお尋ねします。 

 

阿部建設部長 

建設部長の阿部と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

山本委員からご質問のありました都市マスタープランの位置づけでございますが、１ページをご

覧いただければと思いますが、都市マスタープランは塩竈市の都市計画の上位計画に位置付けられ

るものです。都市マスタープランは塩竈市だけで存在するものではなく、仙塩広域都市計画、宮城県

の整備・開発及び保全の方針などとリンクするものであります。塩竈市が、時代の変化が速い中で臨

機応変な判断が求められますが、この都市マスタープランで方向性が示されていないものは上位計

画に位置付けられていないものとして捉えられ、なかなか都市計画事業が進められないということ

も考えられます。そのため、土地の使い方や都市基盤整備を適切な方向に進めていけるよう可能性を

担保するものと考えております。速い時代の中で主にインフラの整備、土地利用などが自然や歴史、

市民の生活と齟齬なく将来に向かって適切に進めていけるよう、まずは２０年を基本として計画し、

中間地点の１０年でいったん立ち止まり、見直しをしていきたいと考えております。 

 

山本委員 

 ありがとうございます。基本的なことは今の部長の答弁でわかりました。 

 １点だけ要望させていただきます。それほど重要な都市マスタープランでございます。ここに定め

られている理念、特に歴史、観光、環境といったものを計画の大前提として、それに相反するような

現実的な要望などについては都市マスタープランの理念に基づいてそれを払拭する、あるいはノー

と言い、マスタープランで定められたまちづくりに少しでも近づくような行政をすべきだと考えて

います。トレイルといった新たな理念も導入していますので、塩竈の歴史・文化を未来永劫引き継い

でいく責務が我々にはありますので、その一つのツールとしてこの都市マスタープラン使っていけ

ればと思います。都市マスタープランは都市マスタープラン、現実は現実とするのではなく、ぜひ都



市マスタープランを常に事業計画の基本として進められることを希望して私の意見を終わります。 

 

伊勢委員 

 伊勢と申します。冊子を一読いたしましたが、まちの中心地の整備については商業の活性化が望ま

れる課題かと思います。塩竈商圏が既になくなって１０数年経っていることもふまえて、都市基盤整

備そのものを進めていくこと自体は大事な観点かと思いますが、一方で商業圏が失われて、今ある商

店を維持していくことで現状は手いっぱいかと思います。そういったところに対するプラン上の施

策はあるかどうかお尋ねします。 

 

阿部建設部長 

 商業圏の考え方でございますが、平成１１年の宮城県の消費動向調査で確かに塩竈商圏は消滅し

たとの結果が出ております。商圏の考え方というのは、最寄り品と買回り品とで分類されております。

最寄り品は通常生活するうえで必要な生鮮三品を中心とするもの、買回り品は家電や家具などの特

別な商品と整理されます。このうちの買回り品を塩竈市に買いにくる商圏がなくなったということ

でありますので、依然最寄り品につきまして塩竈市は生鮮三品を中心に地元の購買力が高い状態と

なっております。都市マスタープランにおきましても、市内の中心部、仲卸市場を中心とした新浜町

地域が商業地としまして広域的なつながりの中でもそのままの用途地域として掲げております。 

 

伊勢委員 

 そういった点も含めて、買回り品等の購入などについてもよく精査してご検討いただければと思

います。３４ページに公共交通の方針が書かれていますが、鉄道のところで JR 東北本線、仙石線に

ついては鉄道事業者と協力して公共交通の利用を促進しますとなっていることや、鉄道駅及びその

周辺のバリアフリー化について書かれているところがあり、高齢者や障がい者の方にとっても非常

に重要でしっかりやっていただければと思います。先日仙台市で高校生がホームに転落して事故に

あってしまったことがありましたが、都心部は駅で線路への転落防止のための整備が進められてい

ますが、プランにも関係機関への働きかけなどの一文があってもよいかと思います。 

 

阿部建設部長 

 １５ページをお開きいただきたいと思います。伊勢委員から３４ページの公共交通の方針を例に

ご意見を頂戴いたしましたが、今回都市基盤の基本目標の中で、美しく住みやすい都市として掲げ、

復興事業や防災対策事業、治安維持、都市基盤のバリアフリー化等を進めることにより、災害に強く

安心・安全な住みやすい都市基盤の整備を目指しますとしております。今委員がおっしゃった内容は

まさに基本目標の中で包括的に掲げておりますので、ご理解いただければと思います。 

 

伊勢委員 

 わかりました。個別事例にはなってしまいますが、基本目標の中で書かれているとありますが、そ

ういった観点も踏まえて今後のまちづくりに従事していただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

 

佐藤委員 

 鹽竈神社のおまつりなどの関係でも色々と道路を見てまいりましたが、震災以降道路や側溝が痛

んだままの箇所がまだまだ多くあります。側溝についても古い鉄板が壊れてそのままになっていた



りして、車や人の事故が起きたら大変かと思います。私の住む南部地域では特にひどい状況の箇所が

多くあります。市に見ていただいたところでもまだ解消されていなかったり、道路は直っても側溝や

グレーチングが直っていなかったりする危険性がある箇所が多くあります。塩竈市内の色々な場所

で新しく整備したところや直したところもありますが、古いところはそのままという状況です。また、

街路灯がついていないところがあるなど、地域にはまだまだそのような課題があります。 

マスタープランの中では、地域の概況・課題の中で「街灯が少なく防犯上危険」や「交通安全性の

確保」などと明記されていますが、震災から６年経過しても全く直っていないという現状から、事故

が起きてからでは遅いと思うので、危険箇所については早急な修理が求められるかと思います。前回

の審議会で話した西塩釜駅のエレベーター設置については明記されていて安心しましたが、早急な

エレベーターの設置とホームに降りるエレベーターについて関係機関に働きかけていただきたいと

いうことを要望いたします。 

 

阿部建設部長 

 せっかくの機会ですので、今佐藤委員からお話があったことについて、都市のインフラの維持を担

当する建設部として申し上げたいと思います。東日本大震災があり、一定程度インフラの新たな入れ

替えに着手できたところは、２２％の浸水地域についてであり、国からの復興交付金をいただいて震

災後に大きく地盤沈下したところなどを中心に６年かけて対応させていただいております。それ以

外の地域については、建設部には年間３，０００件ほどの改善・修繕の要望が寄せられており、実際

に事故も起きている状況でございます。１０月から１１月にかけて、側溝やグレーチングのふたにつ

いて、大きい道路から細い市の管理道路に至るまで、全箇所を建設部の職員が実際に踏んで歩く点検

を行いました。その結果、緊急に対策が必要であると確認できた箇所が７００か所ありました。この

７００か所のうち、既に２００か所程度につきましては今年度対応をさせていただいており、残りの

箇所については予算を多く計上して対応させていただく予定としております。他にも数年後には危

険性が増すであろうという箇所も２，０００件ほどありました。対応の順番については交通量の多さ

や通学路かどうかなどを考慮して、計画的に優先順位をつけて対応していかなければならないと考

えております。ご理解をいただければと思います。 

 

浅野委員 

 ５４ページに今回新しく「観光ルートみちのく潮風トレイル」が明記されておりますが、貞山運河

の活用について、宮城県においても非常に価値があるとされていて、整備して観光に結びつけるとい

う点で塩竈市においてもまちづくりに活用できると素晴らしいと考えます。その点で県や他市町村

との連携といった部分はこれまでどうだったのか、また今後どのように考えているのかをお聞きし

たいと思います。 

 

阿部建設部長 

 貞山運河の利活用については、これまでは宮城県の河川課に音頭を取っていただいて、流域の市町

村が集まって勉強会が年２回ほど開催されております。本市からも商工港湾課や観光交流課、土木課

などが参加させていただいております。名取市や亘理町など沿線の市町村が集まり意見交換なども

しております。また、市民が清掃をするといった具体的な取り組みも出ております。 

 みちのく潮風トレイルにつきましては、環境省が北は八戸市から南は相馬市まで歩いて復興支援

をしようといった取り組みで行われて、トレイルを整備しております。八戸市では既に供用開始して

おり、南東北はルート設定の段階というところでございます。本市は東松島市から浦戸諸島にわたっ



て、浦戸４島を歩いて、マリンゲート塩釜に上陸して、本町を通って多賀城の方へ抜けていくといっ

たコースとなっており、おもてなしとあいまった新たな復興に寄与する事業であり、新たな道路の使

い方としても考えられるものです。また、こちらは庁内ワーキンググループで情報提供があり位置づ

けたものでございます。 

 

浅野委員 

 ありがとうございます。これは環境省の提案した事業ですが、塩竈市においては予算や期間といっ

た部分で今後見通しがあるものなのか、単なる提案だけなのか、事業として位置づけていくものなの

かについて、お聞かせ願います。 

 

阿部建設部長 

既にスタートしております北東北のエリアでは、小さな道標が沿道にあり、それをたどっていくと

いうことで環境省からの予算措置などもされており、ガイドブックの発行などもしております。市町

村が行うべきこととしては、訪れたひとに対してホスピタリティ溢れるもてなしの心をもって復興

に資する道が続いていくようにと位置付けられております。現在まだ正式なルートが決定したわけ

ではありませんので、広域的な観光ルートの取り組みの中で、本市の観光交流課が中心となって具体

的な施策を検討しているところでございます。 

 

土見委員 

 ご説明ありがとうございます。私からは都市マスタープランに関する基本的なところについてい

くつか質問させていただければと思います。はじめに、前回の会議で私から若者の意見を反映する場

がないのではないかと提案したところ、早速「塩竈の未来のまちづくりを考える会」を早速実施して

いただき、２０歳代から３０歳代の方の意見を取り入れてくれたことについて、感謝申し上げます。 

 １４ページのところでお聞きいたします。都市マスタープランは２０年先の都市像の実現に向け

てということで計画を策定すると書いてあります。目指す将来像が「おいしさと笑顔がつどうみなと

まち塩竈」となっており、キャッチコピーとしては良いとは思いますが、ここから２０年後にどうい

う人たちがどのように住んでいるかという像は見えてきづらいのではないかと思いました。それを

イメージしなければ何が必要なのかが見えてこないので、その部分をもう少しつめていただければ

良いかと思います。なぜそのように言うかというと、行政だけではこのプランは実現できないので、

いかに市民の皆さんと共有してプランを創り上げていけるかが重要だと思うからです。みなさんが

イメージしやすいように、また、将来こういうふうに生活できるのだとイメージできるようにビジョ

ンをつくっていただきたいと思っております。 

 そのなかで質問したいことですが、最後に PDCA サイクルを回していきますとありますが、都市

像の中に具体的な数値的な目標が出てこない中で、チェックはどのように行っていくかお伺いした

いと思います。 

 

阿部建設部長 

チェックをどのように行っていくかということですが、地域別構想のページを見ていただければ

と思います。たとえば６４ページを見ると、下の方にグレーの表を新たに追加しております。これが

基盤整備の基本方針であり、この地域のまちづくり方針をこの事業で実施していきましょうという

ものです。この事業を着手できているのか、着手したとしても遅々として進んでいないものなのか、

着手する前提条件が整っているのかなどをチェックしてまいります。 



 

岩井会長 

 あと２つ議案がありますので、質問やご意見は簡潔にお願いいたします。 

 

土見委員 

 ありがとうございます。最後にお聞きします。見直しを１０年に１回ということですが、短期・中

期・長期と事業を行っていく中で１０年に１回は長すぎるのではないでしょうか。また、まちの皆さ

んからご意見を収集しているということですが、チェックの際などに今後懇談会などが定期的に行

われていくのかについてご意見を伺います。 

 

阿部建設部長 

 都市マスタープランとしての懇談会というのはいったん終息させていただこうと思っております。

ただし、都市マスタープランに限らず市民の方からご意見を伺いながら事業を進めていくというこ

とは現在必須になってきております。都市マスタープランをきっかけとしてお集まりいただいた懇

談会については、この機会で終わりにしてしまうというのは非常に残念な部分もございます。都市マ

スタープランだけの組織ではなく、もっとまちづくり全体について検討するような組織に育ってい

けば、都市マスタープラン策定が一つのきっかけとなったということで幸いなことだなと考えてお

ります。 

 

土井委員 

 私からは意見や質問というよりも注文があります。重点戦略の中に定住という言葉があります。定

住を促進するうえで建物の建て替えが必要かと思います。市内は坂道や狭あい道路など消防車も入

れない道路がたくさんあります。そのため建物を建てられない方もたくさんいますので、法律を曲げ

るわけにはいきませんが、なにか良い策はないのかと常々考えております。 

 浦戸のステイ・ステーションですが、良い施設ができたにもかかわらず、使用するための敷居が高

いと伺っており、利用率もいまいちだとの話も聞いております。気軽に楽しく使用できるようになれ

ばと思います。 

 

阿部建設部長 

 都市マスタープランを策定するにあたり考えるべきところは、例えば西部地区の玉川など消防車

が入っていけないようなエリアについて、機運が高まり、延焼防止のため空地をもうけて区画整理を

しよう、再開発をしようなどとなった際に、上位計画であるこの計画に狭あい道路の解消や危険空き

家の解消などの文言が入っていなければ、都市計画事業としておこしづらくなってしまいます。そう

いった意味で、何か課題を解決する際にこの上位計画が都市マスタープランを一つのツールとして

活用できるかどうかが重要となってきます。市が抱える課題については多くの皆様からご意見をい

ただいて十分拾えていると感じておりますので、狭あい道路の解消などの課題を抜本的に解決でき

るような都市計画を行う際に十分活用できるような計画になっていると考えております。 

 浦戸ステイ・ステーションにつきましては、私自身が離島振興の担当だった際に土井委員からもご

助言いただきながら改修した施設でございます。管理担当の方にも利用促進が図れるよう声を上げ

ていきたいと思っております。 

 

 



田中委員 

 資料を読んでいましたところ、暮らし続けられる環境の確保という視点で都市マスタープランが

できていることについて深く感動しております。生活サービスとしての福祉・医療・商業・保育・交

通などについて書かれています。それを生かしたプランが書いてあり、定住・移住につながっていく

のではと考えます。地域別構想の人口の記述において、年少人口、生産年齢人口、老年人口と分けて

書かれており、各地域に子育て支援などの文言が載っていますが、具体的にはどうしていけばよいの

かを心配しています。老年人口に対してどのような取り組みをしているかということですが、市内循

環バスはいつもたくさん乗っています。以前は女性が多かったように思いますが、今は男性も多く乗

っています。病院やスーパーマーケット、市内の４つの駅を中心に利便性が良くできていると高く評

価できると思います。老年人口の方々はサークル活動や習い事など非常に頑張っていますが、年少人

口が少ないということについて、どうにかしなければなりません。私自身教育委員会にも関係してお

りますので、学校教育の充実という点で市は力を注いでいるということは目に見えてわかります。し

かし、若者を増やさなければ塩竈市の人口の危機は解決しないと思います。震災後に利用できなくな

ってしまった浦戸桂島の海水浴場には昨年は本当に多くの若者が集まりました。そういった際にス

テイ・ステーションなどの施設活用を呼びかけたり、パンフレットを作成したりとか、塩竈市の歴史・

文化を宣伝する手立てが必要かと思います。 

 また、北部地区のインターチェンジへのアクセス強化について、どのような動きになるのでしょう

か。北部地区に住んでおりますと、震災以降大型車が非常に多く走っており、子供たちの通学路でも

横断歩道を渡る際に数多くの車を待つ必要があります。アクセス強化の点について伺いたいと思い

ます。 

 

阿部建設部長 

田中委員からいただいたお話についてですが、１ページ目をご覧ください。都市マスタープランは

教育、福祉、歴史、観光、子育てなどといったモノの入れ物となるものでございます。入れ物に入る

そのものについては、子育てであればのびのび塩竈っ子プランは５年ごとに改定され、個別の中身に

ついては関係各位のご意見をいただきながら計画を考えております。今回の都市マスタープランは

その入れ物と考えていただければと思います。 

また、先ほど具体的にお話しいただいた北部地区の道路の件でございますが、７５ページの北部地

域のまちづくり方針図をご覧いただければと思いますが、この左側の方に利府中インターチェンジ

がございます。その右側に青い点線部分に（都）越の浦春日線の整備とあります。（都）とは都市計

画道路のことでございます。今まさに宮城県仙台土木事務所の事業で、実線のところまでは事業化の

見通しがついております。国道４５号線に接続するのがⅡ期工事となっており、Ⅰ期工事と併せて用

地買収が進められていく予定となっております。この越の浦春日線が国道４５号線に接続すること

により、大型貨物が塩竈のまちなかを通らずに三陸自動車道に抜けていくというのが都市計画上の

考え方でございます。 

  

岩井会長 

 まだまだご意見をお伺いしたいと思いますが、時間的な制約もございますので、この議案につきま

しては意見聴取のみということになっておりますので、事務局は次回の審議会までに今回の委員の

皆様からのご意見を踏まえまして適宜修正を行うようにお願いいたします。 

 

 



 

 

【議案第３１号・３２号説明】 

岩井会長 

 続いて、議案第３１号に進みたいと思います。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、及び議案第３２号仙塩広域都市計画駐車場の変更について、一括して説明をお

願いしたいと思います。 

 

事務局 星都市計画課課長補佐 

それでは議案第３１号及び第３２号につきまして、都市計画課から法定図書のご説明をさせてい

ただきます。着席して説明させていただきます。 

議案第３１号につきましては、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の内容

でございます。議案第３２号につきましては、仙塩広域都市計画駐車場中、駐車場番号１号、塩竈中

央公共駐車場の変更についての内容でございます。 

両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。なお、変更案につきましては、都市計画法第１６条第１項

の規定により、平成２８年１２月１５日に壱番館５階会議室で説明会を開催し８名の出席者がござ

いました。また、都市計画法第１７条第１項及び第２項の規定により、本市都市計画課で平成２９年

１月１２日から１月２６日までの二週間、公衆の縦覧を行いました。なお、縦覧期間中、縦覧者及び

意見書の提出はございませんでした。 

 

それでは、議案書の資料を使って、ご説明をさせていただきます。 

初めに２ページ目の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、ご説明いたしま

す。既決定からの変更につきまして、３ページの新旧対照をご覧願います。まず、面積ですが既決定

では約１.１ｈａでありましたが、約０．８ｈａに変更となります。次に公共施設の配置及び規模で

ございますが、こちらは施工区域内における道路、下水道、その他の公共施設について定めておりま

す。既決定では道路は４つございましたが、施工区域の変更に伴い、幹線道路の延長変更、区画道路

が廃止となります。幹線道路一国幹線は延長が１６０ｍから１５０ｍに変更となります。幹線道路 

海岸通下馬線は延長が１３０ｍから５５ｍに変更となります。区画道路１と区画道路２については

廃止となります。下水道は公共下水道に接続となっております。その他公共施設としましては、２街

区に新たに広場５５０㎡を位置付けます。建築物の整備に関する計画でございますが、建築物につき

まして、１街区の建築面積が約２，３００㎡から約２，０４０㎡になります。延べ面積は約１３，５

００㎡が約１０，０９０㎡になり、容積対象面積は約１０，８００㎡から約８，７１０㎡になります。 

２街区は中央に広場が位置付けられるため、２－１街区、２－２街区、２－３街区の３つに細分化さ

れます。建築面積は全体で約１，６００㎡だったものが２－１街区約３６０㎡、２－２街区約３９０

㎡、２－３街区約１００㎡となります。延べ面積と容積対象面積は全体で約５，０００㎡だったもの

が２－１街区約５７０㎡、２－２街区約８３０㎡、２－３街区約１３０㎡となります。次に建築敷地

の整備に関する計画ですが、こちらは１街区の建築敷地面積が約３，８００㎡から約３，３６０㎡に

なります。２街区は全体で約２，４００㎡だったものが、２－１街区 約５００㎡、２－２街区 約

６４０㎡、２－３街区 約１３０㎡となります。 

  

施工区域、公共施設の配置及び街区の配置については図面の方でご説明させていただきます。 



４ページの仙塩広域都市計画第一種市街地再開発事業の変更総括図をご覧ください。中央やや左

下の黒で枠取りされた部分が既決定の区域、グレーで着色してある部分が今回変更する区域となり

ます。 

５ページをご覧ください。計画図についてご説明申し上げます。右側の凡例にお示ししているとお

り、赤の一点鎖線で囲まれる区域が変更後の区域となります。斜線部が都市計画道路一国幹線の部分

となります。網掛け部分が都市計画道路海岸通下馬線の部分となります。また２街区の施工区域内で

グレーに着色されている部分が、新たに広場として位置付けられる部分となります。 

３ページにお戻りください。変更理由としましては、最下段にお示ししておるとおり「にぎわいと

風格のある良好な都市環境整備に向け事業区域の適正化を図るため」に変更するものでございます。

以上が議案第３１号の法定図書の説明となります。 

 

続きまして、議案第３２号仙塩広域都市計画駐車場の変更についてご説明いたします。 

６ページをご覧ください。こちらが今回の変更にかかる法定図書となります。 

７ページをご覧ください。こちらが新旧対照になりますのでこちらでご説明申し上げます。名称は

駐車場番号１塩竈中央公共駐車場となります。施設の位置は塩竈市海岸通地内となります。面積は約

９００㎡。既決定では約０．０９ｈａとなっておりますが、平成１２年の都市計画法改正に伴い表記

を変更するものでございます。構造は地上５層６階となります。階層の変更はありませんが、こちら

も面積と同様に都市計画法改正に伴い、鉄骨造の表記が不要となったことから表記を削除するもの

でございます。備考については、駐車台数１１８台、出入口１箇所となります。 

 

 区域については図面の方でご説明させていただきます。８ページの仙塩広域都市計画駐車場の変

更総括図をご覧ください。本来はＡ０版のサイズとなりますが、配布資料の関係上Ａ３版に縮小した

ものになりますがご了承願います。都市施設の位置関係を示す図面になります。縮小版のため大変見

づらくて申し訳ございませんが、施設の位置は先ほどの第一種市街地再開発事業区域内の１街区に

位置するものになります。 

 ９ページをご覧ください。こちらが計画図となります。 

 左下の凡例にお示ししておりますが、赤色の部分が追加する区域、黄色の部分が廃止する区域にな

ります。ピンク色の部分は従前の区域と今回の変更区域で重複する部分となりますので、既決定の区

域となります。ですから、黄色とピンク色の区域が従前の区域となりますが、今回の変更案による新

しい区域はピンク色と赤色の区域となります。  

７ページにお戻りください。 

変更理由としましては、最下段にお示ししておるとおり「市街地再開発事業に伴い、合理的かつ適正

な配置計画とするため、区域の変更をするもの」でございます。以上が議案第３２号の法定図書の説

明となります。なお、詳細な変更内容について引き続き復興推進課からご説明いたします。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 復興推進課鈴木と申します。具体的な変更内容について私から説明させていただきます。 

 参考資料の１、１０ページをお開き願います。黄色の着色した部分について、まずは①の面積の縮

小についてです。従前の１．１ha から０．８ha に縮小するものでございます。図中の赤線点で示し

ている部分が縮小した０．８ha 部分を示しており、周辺の黄色に着色した部分が従前の区域を示し

ております。縮小する部分については地権者の方々が現在の土地利用を継続したいというご意向が

あり、再開発事業の区域から除外したことにより区域が０．８ha に縮小しております。 



 二つ目の２番地区の広場の設定について、グレーに着色した部分でございます。従前は闇市の通路

として使われていた市所有の土地５５０㎡を集約いたしまして、まちを訪れていた方々に快適でゆ

とりある空間を提供するために、広場を設定するものでございます。再開発事業での建物配置計画が

まとまりましたので、お示ししておりますグレーの部分を新たに広場として位置づけるものでござ

います。 

 三つ目は事務所棟の設計変更でございます。１番地区の事務所棟の部分でございますが、再開発組

合では事業を進めるために事業費の削減・軽減策を議論しております。様々な議論をしておりますが、

事務所棟を４階から２階層に変更することにより、相当の建設費の軽減が計られることになりまし

たので、４階から２階層に設計変更を行うこととなりました。再開発事業の主な変更点は以上３つで

ございます。 

次に、１１ページをお開き願います。駐車場の変更点について説明いたします。再開発事業の建物

配置計画がまとまりまして、赤線で示しております右の建物が１４階建てのマンション棟、その隣が

２階層の事務所棟、赤で着色している部分が変更後の駐車場の位置でございます。黄色い部分が従前

の駐車場の位置を示しております。面積、構造、駐車場台数に変更がありませんが、建物の位置が変

わりましたので、今回区域の変更を行うものでございます。 

１２ページをお開き願います。駐車場の設計図を記載しております。左が平面図、右が立面図とな

っておりまして、５階建て６層の建物となっております。平面図を見ていただきますと、１階あたり

２０台停められまして、６層で１２０台程度でございますが、１階と６階は身体障がい者用駐車場の

設置などにより１９台、２階から５階は２０台、合計１１８台という設計になっております。 

 １３ページをお開き願います。全体のパースでございまして、変更箇所等を記載しております。右

の方の黄色い部分については、まだ４階層の事務所棟のパースですが、黄色い部分がなくなり２階層

に変更となるといった内容でございます。こちらについてもご参照いただければと思います。以上、

具体的な変更点についてご説明させていただきました。ご審議お願いいたします。 

 

【質疑応答】 

岩井会長 

 ありがとうございました。ただいまのご説明について、ご質問やご意見がございましたら、よろし

くお願いいたします。 

 

土井委員 

 駐車場の台数について確認したいのですが、この地区にパースを見ると概ね６０世帯程度のマン

ションができます。塩竈市には集合住宅には必要台数の駐車場を確保しなさいという条例がありま

すが、この駐車場については不特定多数の人がすべて使えるものなのか、それとも一部マンションの

人が使うようになっているのか、確認したいと思います。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 お答えいたします。マンションについては６３戸が予定されています。駐車場１１８台のうち６３

台につきましてはマンション棟の方にお貸しをして、固定の駐車場として利用いただく予定と考え

ております。 

 

 土井委員 

 それでは、駐車場のおよそ半分はマンションの人が使うということでしょうか。 



 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 はい。 

 

姥浦委員 

 再開発の都市計画変更自体には全く異論はありませんが、それに付随した内容について意見を述

べさせていただきたいと思います。参考資料の１を見ると分かりやすいですが、広場が設定されてい

ますが、その周りに事業から抜けたところがあります。広場をつくって低層の再開発事業で塩竈らし

い統一した良い雰囲気づくりをしても、ここにおかしなものが来ると雰囲気が変わってしまいます。

そのあたりをどうしていくかについては、あらかじめ街区全体を考える必要があると思います。たと

えば地区計画や景観地区の設定など、やり方は色々とあると思いますが、地元の方で話し合われたう

えで、その一つとして再開発事業を位置づけるとした方が望ましいと考えます。 

 もう一点は、広場は接道になるのでしょうか。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 周辺の地権者の意向でございますが、再開発組合に加盟していた方もいらっしゃいますので、再開

発事業の趣旨をご説明して、今後どのようなものを建てるかなどについては共同で考えていければ

と思います。法規制等につきましては、まだそこまでは考えておりませんでしたので、建設部とも協

議をしてまいりたいと考えております。 

 広場については国道に接しておりまして、通路を兼ねて真ん中に広場をおくという位置づけにな

っております。 

 

姥浦委員 

 広場に敷地が接していたら接道にみなされるということですか。それとも接道にはあたらないの

ですか。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 以前は公衆用道路と位置付けておりますが、今回は広場と位置付けております。法規性につきまし

ては確認をしておきたいと思います。 

 

姥浦委員 

建物が広場の方を向いてという意図で広場の設定をしていると思いますが、他の敷地が広場にお

尻をむけるようになってしまうと全体的に辛い状況になってしまうと思います。先ほどの地区計画

や景観計画と併せて検討いただければと思います。今の世代の方には理解をいただいていても、子供

の世代になると売りに出してしまうなどで、別の人が入ってくることも考えられます。塩竈の玄関口

として市としても重点的に考えているエリアかと思いますので、十分ご検討いただければと思いま

す。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 さきほどの接道の件でございますが、接道するという見解でございます。 

 

伊勢委員 



 地権者のうち、同意をしていない方がまだいらっしゃるということですが、今の時点で地権者同意

をすべて得ることについては終了ということでしょうか。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 再開発事業の中身につきましては、会の終了後に再開発組合の事務局の方をお呼びして情報提供

の時間を設けるようにしておりますので、組合の方から直接ご回答させていただければと思います。 

 

伊勢委員 

 手続きとしては今日の都市計画変更を経て、組合で正式に事業計画を進め、権利変換計画に進んで

いくという認識でよろしいでしょうか。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

今日の都市計画変更がスタートラインであり、次に組合が事業計画の変更を県に提出いたします。

続いて３月に権利変換計画の認定を受けるという流れでございます。この都市計画変更がないとス

タートラインに立てないという大事な会議でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

鈴木委員 

事務所棟の４階から２階に設計変更になるということですが、計画変更に際して補助金の変更は

あり得るのでしょうか。 

 

事務局 鈴木復興推進局次長 

 全体事業費が縮小すれば補助対象事業費が縮小します。そのため補助金も少なくなります。変更前

は４４億の事業費でしたが、事業計画の変更に伴い事業費が縮小します。 

 

【議案の承認】 

岩井会長 

 そろそろ意見を集約したいと思います。一案ごとにお諮りしたいと思います。  

 議案第３１号について原案のとおり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３１号は原案のとおり承認いたします。 

続きまして、議案第３２号について原案のとおり承認ということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

ありがとうございます。それでは２案とも承認ということで、本日の審議は以上となります。 

事務局から事務連絡と情報提供がありますので、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、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

いてが、都市マスタープランの関係で３月に開催いたします。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。続きま

して、委員の皆様に情報提供をさせていただきたいと思います。 

 

 

【閉会】１５：３６ 

 

 

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 

 


