
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１５回塩竈市都市計画審議会 議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１０月１３日 

  



【日 時】平成２８年１０月１３日（木）午後１時５８分から 

【場 所】塩竈市役所３階北側委員会室 

【議事次第】 

１．開 会 １３：５８ 

 

２．委嘱状交付 

 

３．市長挨拶 

 

４．第１５回塩竈市都市計画審議会 

（１）報 告 第１４回塩竈市都市計画審議会議案の処理について 

     議案第２８号 仙塩広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の変更について 

（２）議 題  

     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） 

 

【議事審議の概要】 

○第２９号議案 

 市当局（建設部次長・復興推進局次長）から事業概要を説明。 

  ～原案のとおり承認～ 

 

【出席委員】 

１号委員  岩井 紘子、姥浦 道生、坂野 智憲、佐藤 仁一郎、庄子 洋子、鈴木 信弘、 

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  千葉 則行 

 

【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） 

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） 

熊谷 孝行 （復興推進課課長補佐兼基盤復興係長） 



鈴木 千恵 （復興推進課都市基盤復興係主査） 

佐藤 大仁 （復興推進課都市基盤復興係技師） 

百井 洋平 （復興推進課都市基盤復興係技師） 

 

司会 事務局 建設部都市計画課 斎藤係長 

 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。定刻前でございますが、

皆様お揃いとなりましたので、はじめさせていただきます。審議会に先立ちまして、委嘱状の交付な

どにつきまして、しばらく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、千葉則行委員は欠席とのご連絡をいただいておりま

す。なお、千葉委員はこれまで会長を務めていただいた盛合禧夫様がご退任されるにあたり、新たに

委員にご就任いただきました。 

 

 まず、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。一番上に次第、次に審議会委

員名簿、職員名簿、席次表、議案書となります。その下に本日情報提供をさせていただきます情報提

供１の都市マスタープランの改定の取り組み状況、全体構想案及び分野別方針の概要、同じく情報提

供１の地域別構想検討資料、情報提供２の景観に関するこれまでの取り組み、最後に、情報提供３の

塩竈市震災復興計画における復興事業の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、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 建設部都市計画課 斎藤係長 

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１５回塩竈市都市計画審議会を開催させていただきましたところ、それぞれ公務ご多端の

中、多数の皆様方にご出席いただいたことに、心から感謝申し上げます。 

 

 本日が東日本大震災から２０４４日目でございます。大変厳しい長い月日でありましたが、都市計

画審議会の皆様方にこの塩竈の復旧復興の様々なご指導ご助言を賜りましたことに改めて感謝を申

し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 前回の第１４回都市計画審議会を３月１４日に開催させていただきました。その審議会では津波

避難デッキの一部変更についてを提案させていただき、ご承認を賜ったところであります。その後、

このデッキにつきましては、４月２３日に開通式を執り行うことができました。併せまして、津波避

難デッキをイメージでき、親しまれる愛称の募集を行わせていただきました。先日、みなと塩竈ゆめ

博のオープニングセレモニーの場で、最優秀賞を表彰させていただいたところでありますが、名称に

つきましては、マリンデッキ塩釜という愛称を付けていただいたところです。 



 さて、本日の議案でありますが、仙塩広域都市計画道路の変更についてでございます。具体的には

藤倉地区で現在取り組んでおります震災復興土地区画整理事業に関連いたします都市計画道路の一

部計画の見直しをさせていただく内容でございます。内容につきましては、円滑な交通処理の実現に

向けた計画変更となっているところでございます。 

 

 また、情報提供として先程資料の中でご説明させていただきましたが、現在改定作業を取り組んで

おります都市マスタープラン、あるいは景観条例に向けた景観計画といったようなものにつきまし

ても、今日併せてご説明させていただきますとともに、本市の震災復興計画の進捗状況につきまして

もご説明をさせていただきたいと思っております。よろしくお聴き取りいただき、様々な視点からご

指導ご助言を賜りますようお願いを申し上げまして、開会にあたりましての御礼のご挨拶とさせて

いただきます。本日は誠にありがとうございます。  

 

 司会 事務局 建設部都市計画課 斎藤係長 

 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 建設部都市計画課 斎藤係長 

 それでは、次第に則りまして進めさせていただきます。まず、審議会会長の選出についてです。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。会長選出の方法についてご意見がありましたらお願いいたします。 

 

佐藤委員 

 この審議会に長く携わっていただいております岩井紘子さんを会長に推薦したいと思います。 

 

司会 事務局 建設部都市計画課 斎藤係長 

 ただいま、佐藤委員から岩井委員の会長への推薦がありましたが、ご異議ございますでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

司会 事務局 建設部都市計画課 斎藤係長 

 ご異議ございませんでしたので、本審議会の会長として岩井紘子委員が選出されました。平成３０

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。 

 

 

【会長就任挨拶】 

岩井会長 



 この席にこの間まで盛合先生がお座りになっておられましたので、代わって私がということは荷

が重すぎるのですが、年が一番上なのかなということで受けざるを得ないということになりますけ

れど、お手柔らかにお願いいたします。 

 

 昨年度最後の時の審議会の時には、仕事の都合でお休みをいただきましたが、津波避難デッキの時

の議事録を見せていただきました。本当に皆さんは塩竈を愛しているんだなという気持ちが切々と

伝わってきました。やはり都市計画には地元の目線というのはとても情熱的に反映されるというこ

とで、とても大切なことだなと思います。私は部外者という形で皆さんのご意見を伺いながら塩竈と

いうものを外から見てはこんな感じなんだよということも踏まえて、都市計画の大きな世界の審議

をしていきたいと思います。どうぞ皆さんどんどんご意見を出していただいて、いい形の都市計画を

やっていきたいと思いますので、どうぞご協力をお願いいたします。 

 

【職務代理者の指定】 

岩井会長 

まず、職務代理者を決めていただきたいと思います。私の方からご指名させていただいてよろしい

でしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 それでは、姥浦道生委員を職務代理者に考えておりますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

 それでは職務代理者につきましては、姥浦道生委員にお願いいたしたいと思います。 

 

【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、本日欠席が１人で、

１４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。 

傍聴者は本日はおりませんので、このまま進めたいと思います。 

 

 

 

【議事録署名人の指名】 

岩井会長 



 議事録署名人の指名でございます。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名指名するものです。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。庄子委員と今野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、議事署名人、庄子委員と今野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１４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 

 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３月１４日開

催の第１４回塩竈市都市計画審議会におきましては、議案第２８号仙塩広域都市計画一団地の津波

防災拠点市街地形成施設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、平成２８年３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１４回審議会議案の処理報告を終わります。 

 

【議案第２９号説明】 

岩井会長 

 では、議案第２９号の仙塩広域都市計画道路の変更について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 阿部建設部次長 

 それでは、議案第２９号仙塩広域都市計画道路の変更について、まず都市計画から法定図書につい

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。 

 

 お手元に配布いたしております、議案書の１ページをお開き願います。この議案につきましては、

仙塩広域都市計画道路中、道路番号３・５・１１５号新浜町杉の下線の変更について、都市計画法第

１９条第１項の規定により、本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８月１９日、壱番館５階

の会議室で説明会を開催し５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２８年９月１６

日から９月３０日までの２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いたします。初めに１ページ目の仙塩広域都市計画道路の

変更についてご説明いたします。新浜町杉の下線の変更となります。本線の種別は幹線街路、番号は

３・５・１１５号、起点は国道４５号の本市新浜町一丁目の先となります。終点は西側の藤倉を経て、

下馬春日線の泉沢町先となっております。区域の延長は約２，９８０ｍ、構造は地表式で、車線数は

現在未設定となっており、今回の変更で２車線として計画決定いたします。理由といたしましては、

平成１２年の都市計画法の改正に伴い、それ以降の計画決定、変更を行う場合は車線数を決定するこ

ととなっているためです。幅員は代表的な幅員として１２ｍ、鉄道等の交差構造としては、立体交差

が１箇所、幹線街路や特殊街路との平面交差が５箇所となっております。備考には変更事項を記載し

ております。変更理由といたしまして、一番下をご覧ください。円滑な交通処理のため交差点部にお

いて必要な区域を追加するものです。 

 

 ２ページをお開き願います。都市計画に係る土地一覧表案をご覧ください。新たに編入する箇所が

あるため、その区域である藤倉二丁目の一部を追加変更するものとなります。 

 

 ３ページをお開き願います。仙塩広域都市計画道路の変更総括図（塩竈市決定）をご覧ください。

大変小さくて見づらいですが、ピンク色で新浜町杉の下線をお示ししております。東側の本市新浜町

一丁目を起点とし、西側の本市泉沢町を終点とした図面となっております。 

 

 ４ページをお開き願います。次に都市計画道路の変更計画図（塩竈市決定）についてご説明申し上

げます。６ページまでの３枚にまたがった図面となっております。４ページ左側の凡例にお示しして

いるとおり、ピンク色で着色している箇所が、新浜町杉の下線の既決定部となります。赤色について

は、今回新たに追加する区域となりますが、縮尺の関係で大変見づらいことから、後ほどの復興推進

課の説明の際、詳細な図面にてご確認いただきたいと思います。また、中央の旗揚げをご覧ください。

新浜町杉の下線延長約２，９８０ｍを新たに車線の数を２で計画決定いたします。代表的な幅員は１

２ｍとして表示いたしております。 

 

 以上が法定図書のご説明となります。なお、詳細な変更内容につきまして、引き続き復興推進課か

らご説明させていただきます。 

 

事務局 鈴木震災復興推進局次長 

 復興推進課の鈴木と申します。具体的な変更内容につきまして、引き続きご説明させていただき

ます。着席して、説明いたします。次の７ページをお開きください。新浜町杉の下線の全線を記載

しております。中央赤点線で記載している部分が今回復興事業で整備している箇所となっておりま

す。第二小学校の下の部分から藤倉交差点の部分まで延長は約７００ｍとなっております。 

 

 次の８ページをお開き願います。藤倉交差点部分の赤で記載している箇所、この部分を今回都市

計画区域に追加するものでございます。北側部分の面積が約１１７㎡、南側部分の面積が約９７㎡

でありまして、合計２１４㎡の追加となるものでございます。 

 

 次の９ページをお開き願います。交差点部分をご覧いただきたいと思います。今回区域を新たに

追加いたしますのは、この交差点の円滑な交通処理のために宮城県公安委員会との協議により、右



折車線を設置いたしまして３車線に道路を拡幅するためでございます。２車線から３車線に道路を

拡幅する区間は約６５ｍとなっております。現在の計画幅員は１２ｍとなっておりますが、３ｍの

右折車線を設置いたしますので、この交差点部分につきましては１５ｍの幅員となるものでござい

ます。 

 

 次の１０ページをお開き願います。道路の横断図を記載しております。上の図が一般の道路部分

の１２ｍの横断図となっております。下の図が今回拡幅する交差点部分の横断図となっておりま

す。交差点の中央部に３ｍの右折車線を設置いたしまして、１５ｍの幅員となるものでございます。 

 

 次の１１ページをお開き願います。こちらは全体のイメージパースでございます。交差点部分を

東側から西側に俯瞰したパースとなっております。道路の右側が区画整理の区域となっておりま

す。今回の変更内容がより分かりやすく記載しているパースですので、ご参照いただきたいと思い

ます。以上、具体的な変更点について、ご説明いたしました。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

【質疑応答】 

岩井会長 

 ありがとうございました。場所も皆さんご存知の所かと思います。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。 

 

（特になしとの声） 

 

岩井会長 

 特に質問がないとのことでございましたので、よろしいでしょうか。 

 

（了承の声） 

 

【議案の承認】 

岩井会長 

 議案第２９号につきましては、原案のとおり承認する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２９号は原案のとおり承認いたします。本日の審議は、これで終了

いたします。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 建設部都市計画課 斎藤係長 

 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

いては未定ですが、開催の２か月前にはお知らせいたしますので、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、審議会委員の皆様に情報提供をさせ

ていただきます。はじめに、情報提供１塩竈市都市マスタープランの改定の進捗状況について、都市

計画課よりご説明いたします。 



 

【閉会】１４：２７ 

 

 

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 

 


