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第第第第11111111回岩回岩回岩回岩手県手県手県手県特定大規模集客施設立地誘導特定大規模集客施設立地誘導特定大規模集客施設立地誘導特定大規模集客施設立地誘導審議会審議会審議会審議会議事録議事録議事録議事録    

 

１１１１    日時日時日時日時    

平成27年８月27日（木） 午後２時30分～３時30分 

 

２２２２    場所場所場所場所    

盛岡市内丸11番２号 

岩手県公会堂 ２階 21号室 

 

３３３３    出席者出席者出席者出席者    

(1) 委員 

吉野英岐会長、西牧正義副会長、浅井敏博委員、小山田サナヱ委員、倉原宗

孝委員、吉田瑞彦委員 

 (2) 事務局 

高橋経営支援課総括課長、伊藤主幹兼金融・商業まちづくり担当課長、大坪

主任主査、押切主事 

 (3) 大船渡市（立地市町村） 

   鈴木商業観光課長、田中土地利用課長、今野市街地整備課長、金野市街地整備課

長補佐、鈴木商業観光課主任  

 

４４４４    議事概要議事概要議事概要議事概要（詳細は別紙のとおり。）     

  （仮称）大船渡再開発ショッピングセンター新設届出に係る県意見について 

   審議の結果、審議会としての意見は、「意見を有しない」とすることとされ

た。 

    

５５５５    傍聴人数傍聴人数傍聴人数傍聴人数    

 (1) 一般  ２人 

 (2) 報道  ３人 
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別紙別紙別紙別紙（議事詳細） 

 

１１１１    開会開会開会開会（吉野会長）  

 

２２２２    挨拶挨拶挨拶挨拶（高橋経営支援課総括課長）   ※挨拶内容は省略 

[挨拶終了後、伊藤主幹兼金融・商業まちづくり担当課長より、資料確認及び出

席報告（委員６名中６名の出席であり出席要件を充足）を行った。] 

 

３３３３    議事議事議事議事    

        （仮称）大船渡再開発ショッピングセンター新設届出に係る県意見について 

(1) (1) (1) (1) 届出内容及び県意見（案）の説明届出内容及び県意見（案）の説明届出内容及び県意見（案）の説明届出内容及び県意見（案）の説明    

   押切主事より、届出内容及び県意見（案）について説明を行った。 

 

    (2) (2) (2) (2) 大船渡市のまちづくりに関する説明大船渡市のまちづくりに関する説明大船渡市のまちづくりに関する説明大船渡市のまちづくりに関する説明    

   大船渡市 田中土地利用課長及び今野市街地整備課長より、大船渡市のまちづ 

くりの考え方に関し説明が行われた。 

 

    (3(3(3(3) ) ) ) 質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

（（（（吉野会長）吉野会長）吉野会長）吉野会長）    

 資料８の写真について、この建設予定地が赤く囲ってある所の前の平場がある所

が、今のサンデーですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 真ん中ほどがサンデーさんです。 

 

（（（（吉野会長）吉野会長）吉野会長）吉野会長）    

 真ん中のちょっと平べったく屋根がある所は、プレハブでつくっている住宅ですね。 

 それから、奥に何かクレーンがあって青く大きく見えるのは何ですか。 
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（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 ここは港湾です。湾口防波堤の作業とかをこちらのほうでやっております。 

 

（（（（吉野会長）吉野会長）吉野会長）吉野会長）    

 建物ではないですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 ケーソンを作ってここから運ぶとか、そういう考えでございます。こちらのほうは臨

港区域に入っていますので、土地区画整理事業の区域の中ではありません。 

 

（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）    

 現況は家が建っているところもありますが、今のお話ですと換地をして、ここではな

いところになると。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 そうですね、右下に緑色の建物がありますが、このところはちょっとだけ高くなって

いまして、浸水はしたのですが、ここは今回盛り土することによってシミュレーション

上は防潮堤の整備等によりこちらは浸水しません。（資料７の上側を指して）このよう

に国道45号沿いが、ぎざぎざになっていますが、この部分というのはシミュレーション

の結果、若干高さが違い区域外となります。最低限の範囲で土地区画整理事業を行って

いるところでございます。 

 

（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）    

 一番右にある白くて大きい建物は、何ですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 ドラッグストアです。これは震災後に建てられたものです。 

 

（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）    
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 薬局、ドラッグストア。これも仮設みたいな形ですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 これは本設です。 

 

（（（（吉田吉田吉田吉田委員）委員）委員）委員）    

 今回の届出者ですが、マイヤ、ホーマックは分かるのですが、大和リース、シメアゲ

も届出者になっているのは、この施設の中のどれかを持っているということですか。 

 

（押切（押切（押切（押切主事）主事）主事）主事）    

 お手元にお配りしております資料ですと、資料３を御覧ください。 

 まず、店舗ＡはＤＣＭホーマックさんの所有で、店舗Ｂはマイヤさんの所有です。店

舗Ｄはシメアゲさんの所有で、それ以外の店舗Ｃ、店舗Ｅ、店舗Ｆにつきましては大和

リースさんの所有とのことで伺っております。 

 

（（（（吉野会長）吉野会長）吉野会長）吉野会長）    

 シメアゲさんは地元の方ですか。 

 

（押切（押切（押切（押切主事）主事）主事）主事）    

 はい、地元でクリーニング屋を営んでいる会社のようです。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 山側で現在も営業しております。 

 

（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）    

 動いて本設するのですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 これも本設移転です。 
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（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）    

 そうですか、ここに戻ってくるということですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 今山側にマイヤがあり、一応本設という形ですが、かさ上げしなければならないた

め、海側に本設するということです。 

 

（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）（吉野会長）    

 地元の企業ということですね。 

 

（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）    

 ひょっとして説明があったかもしれませんが、土地の所有者はどなたになるのですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 基本的に赤い線で囲んだエリア、津波復興拠点の中は市が購入して市有地になってい

ますが、一部民有地も申し出換地で集約している部分がございます。大きな店舗にその

まま貸したいという意向のある方には、そういった申し出の仕方をしていただいてお

り、一部大規模商業区域の中には民有地も含まれています。 

 

（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）    

 大部分は市の所有地ですね。分かりました。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

 さっきの官民連携まちづくり協議会という組織がまちづくり会社に代わるのです

か。代わるというか、移行するというか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課今野市街地整備課今野市街地整備課今野市街地整備課長）長）長）長）    

 協議会を設立した経緯というのは、維持可能なまちづくりをということで、その中に
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は、将来的には山側の住宅地に人が張りついたらこのエリア全体で、商業だけではなく

てという形で進めてきました。その中で、今は特に商業の復興を優先してやっておりま

して、まちづくり会社の基本となる部分を、まちづくり会社設立準備室という組織を作

って検討してきました。まちづくり会社ができましたら、あとは民間になっていきま

す。別途法人化していただく、メンバー的にはそれぞれの協議会に構成した中からこの

まちづくり会社をつくっていくということです。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

 すると、大和リースはもともとタウンマネジメントという、こういうハードの施設と

いったものも作りながら、将来はここで地域としてのお祭りとか、売り出しとか、そう

いったものも兼ねておやりになるということですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 市としては、これも予定借地人の公募の際にエリアをマネジメントしてくれるパート

ナーを募集しますということで、そちらのほうはいわゆる専門的意見をいただくという

ことで入っていただいております。そちらのほうでは、エリアのにぎわいをつくってい

くためにこんなことが必要であるとか、将来的にはあとはテナント、不足業種のリーシ

ングといった部分でもノウハウをいただきたいということで入っていただいておりま

す。その中で、マイヤの街区の中では一部不足している業種についてのノウハウを生か

してもらっているというようなことです。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

 すると必ずしも大和リースとまちづくり会社がイコールというわけではない、という

理解でいいのですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）今野市街地整備課長）    

 はい、よろしいです。 
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（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

 資料７の図面の下のほうにパースがあるのですが、それはちなみにどの辺を指してい

るのかということと、また資料７の⑥街区と④、⑤街区の連携というか、行き来という

か、④、⑤街区のにぎわいを⑥街区へつなげられるような仕組み、仕掛けとかは考えて

いらっしゃいますか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 （資料７の左下のパースを指して）これのことでしょうか。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 それです。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

 はい。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 これは、ワーキングで検討した段階のイメージのパースでして、今のものとは違って

きています。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 現状は変わっているということですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 現状とは違います。 

 

（（（（小山田委員小山田委員小山田委員小山田委員））））    

 川は。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    
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 川がどこにあるのですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 （資料７の図で説明）川は真ん中でして、これが④、⑤街区をイメージしたものです。川

は国道45号と書いているところから真っすぐ下に、東西に抜けており、真ん中に須崎川

と書いてある部分です。⑥街区はパースの左端の切れている部分です。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 実際に入っていないのですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 入ってないです。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 もっと左のほうにあると。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 当初の想定はもっとコンパクトだったものです。⑥街区では、⑦、⑧街区というのは

事業者の出店意向といったものを加味しながら、最初は図の真ん中辺りにある青い囲み

の周辺エリアを想定していまして、先行して津波拠点で買収しまして、それを変更をか

けて10ヘクタールまで拡大、図では赤い枠まで拡大したという形になります。 

分かりにくいですが、区画整理の区域と津波復興拠点の区域が重複しております。土

地を買うのは津波復興拠点、盛り土や道路を作ったりというのが区画整理事業で、事業

の制度上、これらは重複できることになっています。 

 それと現在の土地利用の想定ですが、ホームページには載せていますが、①街区は地

元のさいとう製菓さんがやるところでありまして、③街区は海側にあるプラザホテルさ

んが移転新築するということで、今建物整備しているところで、今年度中にできる予定

です。②、④、⑤、⑦、⑧街区というのが、地元の商店街の方々がそれぞれの区域でテ

ーマを持ちながら共同施設的なものを想定しており、今詰めているところでございま
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す。こちらのほうに本設整備して、山側の仮設店舗からスクランブルしながらそれぞれ

の目的に沿った形でまちづくりをしていくという検討を今詰めているところです。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

 ④、⑤街区は何ですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 ④、⑤街区は地元の商店街です。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

 そこも地元の商店街と。何回もすみません、そうすると④、⑤街区から⑥街区のほう

への流れ的なものというのは一応考えてはいらっしゃるわけですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 そうですね、いろいろ補助金をいただく関係とかありますので、連携の仕方がどうか

との指摘もあります。道路が20メーター道路でかなり太いので、それを行き来するよう

な人の流れをつくるというのは、なかなか難しい部分がございます。その辺をどのよう

に人の流れをつくっていくかということもさまざまな検討はしております。ゾーニング

や、大規模店舗は地元の買い周り品であるとか、商店街グループのほうはある程度観光

客も意識したターゲット設定といった形で連携して、連動しながらどうやって人を流す

かとか、そういったさまざまな検討は進めております。 

 

（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）    

 資料３で出入口①、②、③とあって、道路の反対側に出入口が書いてあるのですが、実

際は出入口というのは道路より内側ということになるのですか。ただ道路の向こう側が

出入口のようになっていますが。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 矢印がこういうふうにして、実際はこのエリアの中から出入りするという意味ですよ
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ね、地図で言うと、出入口①とか出入口②は下側ですよね。 

 

（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）    

 そうですね、結局海側なのですね。ただ、かなり集客があるので、交通渋滞が予想さ

れるので、わざわざ海側に車を一回回らせての出入口になるのかなというような気もす

るのですが、なぜこういうところにつくって、表の通りというのですか、山側のほうに

つくっていないのかですね。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 要するに、店舗の背中側は鉄道が走っていると。 

 

（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）    

 これは道路ではないのですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    鈴木商業観光課長）鈴木商業観光課長）鈴木商業観光課長）鈴木商業観光課長）    

 道路ではないです。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 こっち側からは入られないということですね。なので、大きく上側というか、山側で

すか、海側から入るということですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 （資料３と資料７は上下が）逆です。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 逆ですね、上下逆なので、鉄道側からは入れないので、海側のほうから入れていく

と、２カ所。 

 

（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）（吉田委員）    
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 恐らくお客さんたちはほとんど山側から来るのですよね、皆さん。この国道45号を通

って来るか、一回海側のほうに出てから入るようになると。すると出入口③あたりが一

番混雑するのですかね。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 道路はＢＲＴの下を抜けるのですか、高架でかけるのですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 平面交差です。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 そうですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    金野市街地整備課長補佐）金野市街地整備課長補佐）金野市街地整備課長補佐）金野市街地整備課長補佐）    

 道路計画について説明したいと思います。 

 まず、資料３でショッピングセンターの施設配置図がございますが、これは今のお話

にあったとおり、まずは図面の上側は、都市計画道路大船渡細浦線であり、一般県道で

ございます。これとあと図面の左側は、野々田明神前線であり、市道となりますが、都

市計画道路となっています。そして、図面の右側は、今回新しく区画整理で整備する区

画道路になります。そして、店舗の背面は、ＪＲの軌道敷であり、この４方向に囲まれ

た施設になっております。そして、交通量が圧倒的に従前、被災前、今後においても交

通量が多いのが県道となります。大船渡細浦線が、道路の交通量の推計においても一番

交通量の多い道路になると予想されており、20メーターの幅員でございます。図面の左

側にあり、国道45号に接続される都市計画道路の市道野々田明神前線も同様の幅員です

ので、お客様としては県道を使うお客様と、国道45号から市道の明神前線を使うお客様

にそれぞれ分散されると思います。それぞれ20メーター道路については、従前の交通量

と推計をまず見て、かつこの施設ができた暁、今後においても１万台弱の交通量が見込

まれます。この１万台弱の交通量に耐え得る幅員、車道幅や路肩幅を有した道路がこの

２路線ですので、どちら側からお客様が来られても道路としても渋滞はないと考えてお
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ります。かつ施設の配置図をごらんになったとおり、施設内、敷地内には連絡通路等が

あるため、この車が駐車するために入るとき、あるいは出るときに公共の道路の一般車

両の通行の支障になる、渋滞になるというのは考えられないかなと思っております。 

 以上でございます。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

 審議内容については、個人として特に異論はありません。せっかく大船渡からいらし

ているので、いろいろ聞きたいのですが、よろしいでしょうか。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 はい。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

 この内容自体はいいのですが、せっかくいらっしゃっているので、特に復興というと

ころで気になるのですが、むしろ情報、今後の参考としてお聞かせいただければと思い

ます。 

 幾つかあるのですが、１つは、先ほども話題になった資料５の２番の土地利用関係計

画に関する適合性のところで、「適合している。」の中に、「大型店と商店街との連携

による活気ある商業地の形成を図る」ということが載せられています。それも大事なこ

とだと思うのですが、実際に中に入る方々とか、現場の状況というのはどんなものかお

答えいただける範囲でもお教えいただければ、今後のいろんな参考にもなるかなと思っ

たところです。 

 あと２点、非常に細かいのですが、資料６の都市計画図は、平成22年の都市計画図が

使われていますが、そもそもこうした復興計画を考えていく際に都市計画は余り変わる

ものではないと考えていいものなのか、それとも大船渡市の場合はたまたま従来の都市

計画と合致したがゆえにこのまま使おうということで使っているのか、その辺の様子を

参考のために聞かせていただければと思ったのがもう一点です。 

 それともう一つ、これも細かいのですが、資料７の緑の商業ゾーンのそのすぐ鉄道を

越えてすぐのところに公営住宅が建てられますが、非常にいい場所ではないかなと思う
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中で、これはやはり意図的に計画的にここに位置づけようという配慮があったのか、何

かいろいろな計画的な戦略があったのか、その辺についても伺えたらと思ったところで

す。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 ３つですね。１点は、持続的なまちづくりの中での大型店と在来型の商店との共存は

どういうふうに考えていらっしゃるかということと、２つ目は土地利用計画、都市計画

と災害というものがどういう関係になっているのか。３つ目は、具体的な位置において

災害公営住宅の位置がここにあるということの狙いという形かと思うのですが、１番目

はどちらからお答えいただきますか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 マイヤは、現在の被災後の建物を建てる前、⑧街区に５階建ての商業施設を持ってい

ました。そこを中心に商店街が張りついてきたような歴史を持っていまして、どちらか

というと地元の商店街の方はスーパーに来た方々がついでに寄っていただくというよ

うなイメージを持っています。いわゆる郊外型のショッピングモールのような形ではな

く、まちの大きなスーパーに来た方々が付近の商店街に寄っていただくというようなイ

メージを持っていますので、そういった点では商店街と大型店というのが仲のいい関係

で、今現在も仮設の店舗の脇にマイヤの店舗があって、人が行ったり来たりというのが

結構多いといったこともあり、その部分では特に大きな問題はないと考えております。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 もともとあったのですね、被災前から。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 そうですね、被災前からもありましたし、今もあります。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 仮設で営業していると。 
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（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 そうです。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

 まずは、地元の方々は大型店舗に行って、その後に小さなところにも寄ろうという生

活のスタイルというのは余り変わらないものなのですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 あとはお客さんによって、高齢者の方は地元商店街に行ったり、若い方は１カ所で欲

しいものが揃うところに行ったり、そういった形ですみ分けができている部分がありま

す。 

 公営住宅に関しましては、やはり山側に関しても実際に浸水している区域なので、そ

のイメージが強く、当初はこのエリアでも違うところで一生懸命探した経緯はございま

す。その中で、だんだん適地を住宅の担当のほうで探していく中で、全体的な工事の現

況や具体的なまちの商業計画ができてきた段階で、あとは地権者の仮換地の指定の状況

を踏まえて、地権者の了解の得られたところがたまたまこの場所だと。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

 では、意図的に商業地どうこう、住宅地と結びつけてとか、そういう戦略というわけ

ではないのですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 地権者との関係が一番大きいですね。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 これ線路の西側にあるのですね、またいで向こうにあるのですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    
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 そうですね。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 次は、災害と一般的な都市計画ですが、変更はあるのですか、ないのですか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    田中土地利用課長）田中土地利用課長）田中土地利用課長）田中土地利用課長）    

 そうですね、今回の震災で大きく変わったことは、災害危険区域が指定されたという

ことです。今まで住居地だったところが災害危険区域となり住めなくなったところがあ

ります。そういったことも踏まえて、マスタープランを今年度中に更新しようと思って

います。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 やはり変えなければいけないと。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    田中土地利用課長）田中土地利用課長）田中土地利用課長）田中土地利用課長）    

 変えようと思っています。このエリアについては、新しいものになったとしても商業

地域は変わらないとは思うのですが、一般的には、災害危険区域を指定したため居住が

できなくなるところがでてきますので、これは是非やらなければならないと思っていま

す。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

 この資料７でいろいろと色がつけてある所は、どちらかというと一番にぎわいのある

場所だと思うのですが、こうした新しい計画というのは震災前からあった、あるいは大

船渡のまちで何十年も続いてきたような土地の雰囲気に合わせたほうが、やはりやりや

すいものでしょうか。それとも先ほどのお話ですと、こちら側にはどちらかというとそ

ういう施設がなかったので、意図的にこういうのをつくっていこうという意思があるか

と思うのですが、過去の土地の使われ方と新しい計画というのはうまく誘導できるもの

なのですか、なかなか難しいものなのでしょうか。 
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（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 やはり同じような意見が、ワーキング・商工会議所の部会の際にもあり、商業者の方々

でもここで津波を何回も経験した方もいらっしゃいます。やはりどうしても大船渡なら

ではの港町の雰囲気という話は毎回出ますし、その中で、安全性を確保ながら今までの

雰囲気を残しつつ、かつ利便性を高めていくというようなところで話を持っていったよ

うな形です。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 西牧委員は何かございますか。 

 

（西牧委員）（西牧委員）（西牧委員）（西牧委員）    

 審査自体については何もないのですが、興味のあるところが１つあります。マイヤは

歴史的にずっといらっしゃる会社なのでしょうが、今回マイヤだけではないので、万が

一経営がうまくいかなくなると早期に撤退するというようなこともなくはないわけで

すよね。初めからそういうことを言ってはいけないとは思うのですが、そのときはどう

いうふうに考えていらっしゃるのかというようなことがもしあったら、例えば、次の大

型店舗が入りやすいような策を考えているであるとか、もしくは第２のプランを持って

いるであるとかというようなことがあったら、ちょっと聞かせていただけないかなと思

ったのですが。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 当初の段階から、そのためにゾーニングをして街区で組んでおりまして、⑥街区の貸

付先というのは、この中で市が貸す相手を大船渡再開発という形で別会社にしていただ

いております。それぞれに貸すという形ではないので、今回出店する方々が別組織をつ

くって、その中で借地の間は引き続き借りていただくと。まちづくりとは別な立場で、市

は交付金をいただいて整備した土地の地主、そこを有効に活用させていくという部分も

ございますので、その点については撤退した場合、そういった不慮の事故があった場合

でもちゃんと次に変更できるようにしていますので、同じように④、⑤街区であります

とか、商店街の街区に関しても個々には貸しませんと、グループをつくって、そこを法
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人化してくださいと、そこに対してお貸ししますというやり方を大船渡市の場合はとっ

ています。 

 

（西牧委員）（西牧委員）（西牧委員）（西牧委員）    

 経営部門の方がこの土地全体のマネジメントをしていると、そういうことでよろしい

のですよね。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 私から１点、ここ災害危険区域設定になるということは、簡単に言えば危険性がある

ということなので、住居は建てませんよと。しかし、ほかの用途ではオーケーなので、普

通は公園にするとか、あるいは今回のように商業施設をつくるということで、そうなる

と商業施設の場合は、不特定多数の方が顔見知りでない方も大勢見えるし、繁盛してい

るときは一時的には相当の数のお客様が同時にいらっしゃるということですよね。た

だ、立地的に見るとやはりかなり海が近いのと、さまざまな災害安全対策を市としては

とっていると思うのですが、事業者に対して、市として具体的に災害安全対策をとるよ

うな協議というのは何かなさっているのでしょうか。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 災害危険区域の捉え方でございますが、災害危険区域をなくすにはそれこそ大変な盛

り土、事業費もかかってきますので、それとの兼ね合いも出てきますが、果たして商業

者の方々が1,000年に１回の津波を想定して出店をどうこうという判断をするかという

問題も一つあります。 

 それとこの津波復興拠点の区域に限りましては、制度の趣旨はこういった趣旨でリス

クを負いながら出店していただくと。その部分で、ある程度、賃料でのインセンティブ

が与えられることと、あわせて防災に関しても何らかの取り組みをしていただくような

ことを公募の際の条件にしておりまして、マイヤグループさんでは災害時の避難の関係

とか、なかなか避難施設を併設するという部分も当初は想定していたのですが、コスト

の面と、想定外があるので、取り残された場合、その辺も含めて基本的にはずっとずっ

と山側に逃げられるような避難をきちんと誘導するというような形で、防災面を強化し
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てくださいということは予めお願いしております。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 そういう書類も出ているということですね、市のほうに。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 そうです。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 それも勘案してオーケーということですね。 

 

（（（（大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市    今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長今野市街地整備課長））））    

 相手がオーケーしていると。 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 分かりました。担保されているということですね。 

 そのほかご質問よろしいでしょうか。 

 

 （「なし」の声） 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 それでは、ご異議がなければ、この資料５のとおり審議会としてもお認めしたいと思

いますが、よろしいですか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

（（（（吉野会長吉野会長吉野会長吉野会長））））    

 それでは、意見を有しないという結論で本審議会もまとまったということで考えてい

きたいと思います。 
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４４４４    閉会閉会閉会閉会（伊藤主幹兼金融・商業まちづくり担当課長） 

 

 

 

 

 


