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説明内容 

1 まちを計画し、まちづくりを進める仕組みにはど

のようなものがあるのか？ 

2 気仙沼市街地において、①被災した市街地はど

のようなまちであったのか？ ②今後どのような

まちになったらよいのか？どのように復興する

のか？ 
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１  まちを計画し、まちづくりを進める仕
組みにはどのようなものがあるのか？ 

＜ご説明内容＞ 

・我が国の都市計画制度・計画体系 

・気仙沼市の都市計画 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
①都市計画に関連する計画体系 ①都市計画に関連する計画体系 

宮城県将来ビジョン 
（H19年策定） 

宮城県将来ビジョン 
（H19年策定） 

気仙沼都市計画基本方針 
（平成16年策定） 

気仙沼都市計画基本方針 
（平成16年策定） 

地域地区 都市施設 
市街地開発事業 地区計画 

地域地区 都市施設 
市街地開発事業 地区計画 

国土形成計画 国土形成計画 

市町村マスタープラン 
（気仙沼市未策定） 

市町村マスタープラン 
（気仙沼市未策定） 

・気仙沼市地域公共交通総合連携計画（H21策定） 
・気仙沼市水道事業基本計画（H19策定） 
・気仙沼市都市再整備計画（H19策定） 

・気仙沼市地域公共交通総合連携計画（H21策定） 
・気仙沼市水道事業基本計画（H19策定） 
・気仙沼市都市再整備計画（H19策定） 

第１次気仙沼市総合計画（H19策定、H22改訂） 
第１次気仙沼市国土利用計画（H19策定、H22改訂） 

第１次気仙沼市総合計画（H19策定、H22改訂） 
第１次気仙沼市国土利用計画（H19策定、H22改訂） 

都市計画法に基づく計
画、規制・事業 

都市計画法に基づく計
画、規制・事業 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
②都市計画とは？ ②都市計画とは？ 

 「都市計画＝都市についての計画≠都市の計画全ての計画」  「都市計画＝都市についての計画≠都市の計画全ての計画」 

我が国の都市計画＝都市計画法に基づく計画（土地利用や都市施設などに関
する一定の計画を定め、それを実現するための各種の規制・誘導、あるいは
事業の実施を行うもの） 

我が国の都市計画＝都市計画法に基づく計画（土地利用や都市施設などに関
する一定の計画を定め、それを実現するための各種の規制・誘導、あるいは
事業の実施を行うもの） 

都市計画の決定プロセス 都市計画の決定プロセス 

１都市計画区域を定め、区域全体に係る都市計画の基本方針を策定する。 
２整備、開発、保全する区域を定め、都市を構成する各部分の用途をどうす
るかという土地利用計画を立てる。 

３土地利用計画に基づき、道路、公園、下水道などの都市施設や面的な開発
事業を有機的に組み合わせて、広域的な視野のもとに整備計画を立てる。 

１都市計画区域を定め、区域全体に係る都市計画の基本方針を策定する。 
２整備、開発、保全する区域を定め、都市を構成する各部分の用途をどうす
るかという土地利用計画を立てる。 

３土地利用計画に基づき、道路、公園、下水道などの都市施設や面的な開発
事業を有機的に組み合わせて、広域的な視野のもとに整備計画を立てる。 



6 

 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
③主な都市計画の内容 ③主な都市計画の内容 

 主な都市計画の内容  主な都市計画の内容 

都市計画法第４条第１項 
「この法律において都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る
ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画
で・・・」 

  ・計画・方針 
  ・土地利用 
  ・都市施設 
  ・市街地開発事業 

都市計画法第４条第１項 
「この法律において都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る
ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画
で・・・」 

  ・計画・方針 
  ・土地利用 
  ・都市施設 
  ・市街地開発事業 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
③主な都市計画の内容 ③主な都市計画の内容 

 計画・方針  計画・方針 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2) 
・通称名は「都市計画区域マスタープラン」 
・宮城県（都道府県）が都市計画決定の手続きを経て定める 
・都市計画区域ごとに都市計画の目標、区域区分の決定の有無、土地利用、都市

施設の整備、市街地開発事業に関する主要な都市計画の方針等を明示する。 
市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第18条の2) 
・通称名は「市町村マスタープラン」もしくは「○○市都市計画マスタープラン」 
･市町村が定める 
・都市計画区域マスタープランに明示された都市計画との整合を取りつつ、市区町

村が都市空間形成に関する基本的な考え方や土地利用・都市施設整備の方針、
ならびに自然的環境の保全や都市環境形成の指針などをきめ細かく総合的に
定める。 

・市町村の自主性を発揮できるよう、その手続き、内容とも自由度が高い 
・具体の土地利用計画の策定や都市整備事業は、都市計画マスタープランを基に

して進められる。 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2) 
・通称名は「都市計画区域マスタープラン」 
・宮城県（都道府県）が都市計画決定の手続きを経て定める 
・都市計画区域ごとに都市計画の目標、区域区分の決定の有無、土地利用、都市

施設の整備、市街地開発事業に関する主要な都市計画の方針等を明示する。 
市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画法第18条の2) 
・通称名は「市町村マスタープラン」もしくは「○○市都市計画マスタープラン」 
･市町村が定める 
・都市計画区域マスタープランに明示された都市計画との整合を取りつつ、市区町

村が都市空間形成に関する基本的な考え方や土地利用・都市施設整備の方針、
ならびに自然的環境の保全や都市環境形成の指針などをきめ細かく総合的に
定める。 

・市町村の自主性を発揮できるよう、その手続き、内容とも自由度が高い 
・具体の土地利用計画の策定や都市整備事業は、都市計画マスタープランを基に

して進められる。 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
③主な都市計画の内容 ③主な都市計画の内容 

 土地利用  土地利用 

地域地区(都市計画法第8条) 
・市街地及び市街地が見込まれる区域において、活発な都市活動や良好な都市

環境を維持するため、建築物の用途や構造の制限、あるいは開発行為の制限な
どを行う地域や地区を定める。 

・用途地域や風致地区、防火・準防火地域、臨港地区など多くの種類がある。 
・建築確認などの手続きを通して規制・誘導を行い、計画の実現を図る。 
 
※気仙沼市で定められている地域地区 
○用途地域 
・第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第

二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
○特別用途地区 
・特別工業地区（準工業地域） 
○高度利用地区 
○防火地域・準防火地域 
○臨港地区 

地域地区(都市計画法第8条) 
・市街地及び市街地が見込まれる区域において、活発な都市活動や良好な都市

環境を維持するため、建築物の用途や構造の制限、あるいは開発行為の制限な
どを行う地域や地区を定める。 

・用途地域や風致地区、防火・準防火地域、臨港地区など多くの種類がある。 
・建築確認などの手続きを通して規制・誘導を行い、計画の実現を図る。 
 
※気仙沼市で定められている地域地区 
○用途地域 
・第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第

二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 
○特別用途地区 
・特別工業地区（準工業地域） 
○高度利用地区 
○防火地域・準防火地域 
○臨港地区 
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③主な都市計画の内容 ③主な都市計画の内容 

 都市施設(都市計画法第11条)・・・赤字は気仙沼市で定められているもの  都市施設(都市計画法第11条)・・・赤字は気仙沼市で定められているもの 

①道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 
②公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地 
③水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場そ
の他の供給施設又は処理施設 
④河川、運河その他の水路 
⑤学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 
⑥病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 
⑦市場、屠畜場又は火葬場 
⑧一団地の住宅施設 
⑨一団地の官公庁施設 
⑩流通業務団地 
⑪その他政令で定める施設 
・道路、公園、下水道など都市生活や都市機能の維持に不可欠な社会基盤施設

の将来的な担保を図るため、その位置や構造などを定めます。 
・都市施設が決定されると、その区域内では一定の建築制限が課せられます。 

①道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 
②公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地 
③水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場そ
の他の供給施設又は処理施設 
④河川、運河その他の水路 
⑤学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 
⑥病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 
⑦市場、屠畜場又は火葬場 
⑧一団地の住宅施設 
⑨一団地の官公庁施設 
⑩流通業務団地 
⑪その他政令で定める施設 
・道路、公園、下水道など都市生活や都市機能の維持に不可欠な社会基盤施設

の将来的な担保を図るため、その位置や構造などを定めます。 
・都市施設が決定されると、その区域内では一定の建築制限が課せられます。 

（１）我が国の都市計画制度・計画体系 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
③主な都市計画の内容 ③主な都市計画の内容 

地区計画等(都市計画法第12条の4) 地区計画等(都市計画法第12条の4) 

・地区計画等は住民の身近な生活空間である地区を単位として公共施設の配置
や建築物に関する制限を定め、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりを誘
導しようとするものです。 

・地区計画が定められると計画に適合しない開発や建築はできなくなります。 

・地区計画等は住民の身近な生活空間である地区を単位として公共施設の配置
や建築物に関する制限を定め、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりを誘
導しようとするものです。 

・地区計画が定められると計画に適合しない開発や建築はできなくなります。 

被災市街地での地区計画活用イメージ 被災市街地での地区計画活用イメージ 

・住宅用途の制限（低層階への住宅禁止、地区内での住宅禁止 等） 
・壁面線の指定（道路境界からのセットバック） ・地区施設の指定 

・住宅用途の制限（低層階への住宅禁止、地区内での住宅禁止 等） 
・壁面線の指定（道路境界からのセットバック） ・地区施設の指定 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
③主な都市計画の内容 ③主な都市計画の内容 

市街地開発事業 市街地開発事業 

○減歩・換地方式による土地区画整理事業 
○買収方式による新住宅市街地開発事業 
○権利変換方式による市街地再開発事業 など 
 
・既成市街地や今後の市街化を図る区域において、計画的に面的なまちづくりを

進める事業です。 
・公共施設（道路・公園など）の整備や宅地の造成、建築物の改善を行います。 
 

○減歩・換地方式による土地区画整理事業 
○買収方式による新住宅市街地開発事業 
○権利変換方式による市街地再開発事業 など 
 
・既成市街地や今後の市街化を図る区域において、計画的に面的なまちづくりを

進める事業です。 
・公共施設（道路・公園など）の整備や宅地の造成、建築物の改善を行います。 
 

被災市街地での市街地開発事業の活用イメージ 被災市街地での市街地開発事業の活用イメージ 

・被災市街地復興土地区画整理事業の活用による道路･公園の整備、敷地の整序 
・第二種市街地再開発事業の活用による避難ビルの整備・共同化 

・被災市街地復興土地区画整理事業の活用による道路･公園の整備、敷地の整序 
・第二種市街地再開発事業の活用による避難ビルの整備・共同化 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
④都市計画の決定手続き ④都市計画の決定手続き 

都市計画決定とは？ 都市計画決定とは？ 

都市計画のメニューを都市計画法に定められた手続きに従って定めること 都市計画のメニューを都市計画法に定められた手続きに従って定めること 

都市計画決定されると… 都市計画決定されると… 

土地利用、都市施設、市街地開発事業あるいは地区計画を都市計画決定する
と、そこには法に基づく制限、いわゆる都市計画制限がかかる。 

土地利用、都市施設、市街地開発事業あるいは地区計画を都市計画決定する
と、そこには法に基づく制限、いわゆる都市計画制限がかかる。 

誰に都市計画決定の権限があるのか？ 誰に都市計画決定の権限があるのか？ 

広域的・根幹的な都市計画については宮城県が、身近な都市計画は市町村が
決定する。 

広域的・根幹的な都市計画については宮城県が、身近な都市計画は市町村が
決定する。 
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 （１）我が国の都市計画制度・計画体系 
④都市計画の決定手続き ④都市計画の決定手続き 

都市計画決定の手続き 都市計画決定の手続き 

住民の意見を反映させるため必要に応じて公聴会や地元説明会を開催するこ
と(都市計画法第16条)、住民に対して計画案の縦覧を行うこと(都市計画法第
17条)、計画案を県の都市計画審議会に付議すること(都市計画法第18条、第
19条)が定められています。 

住民の意見を反映させるため必要に応じて公聴会や地元説明会を開催するこ
と(都市計画法第16条)、住民に対して計画案の縦覧を行うこと(都市計画法第
17条)、計画案を県の都市計画審議会に付議すること(都市計画法第18条、第
19条)が定められています。 

宮城県が定める都市計画の決定手続き 市町村が定める都市計画の決定手続き  
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 （２）気仙沼市の都市計画 

①主な地域地区の内容 ①主な地域地区の内容 

用途地域 用途地域 

○建物の用途、建ぺい率、容積率等を定める地域  
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 （２）気仙沼市の都市計画 

①主な地域地区の内容 ①主な地域地区の内容 

用途地域 用途地域 

○用途地域によって、建築可能
な建物の用途や規模（面積）
が定められています。 
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 （２）気仙沼市の都市計画 

特別用途地区（特別工業地区） 特別用途地区（特別工業地区） 

○用途地域の土地利用の規制に加
えて、その地区の固有の目的に
応じて規制の緩和や強化を行う
制度です。 

○気仙沼市では、鹿折地区の一部
、松岩地区の一部の地区で、地
区内の住宅環境を保護し、立地
する工場と調和のとれた土地利
用を図ることを目的に、特別工業
地区を指定しています。 

①主な地域地区の内容 ①主な地域地区の内容 

特別工業地区 特別工業地区 
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 （２）気仙沼市の都市計画 

臨港地区 臨港地区 

○港湾を管理運営するために定
められる地区 

○地区内に大規模な工場・事業
場を新増設する場合などは、
港湾法に基づく届出が必要と
なります。 

○今回の津波被害では、建物は
流出損壊したものの、地盤沈
下による冠水被害は発生して
いません。 

①主な地域地区の内容 ①主な地域地区の内容 

臨港地区 臨港地区 
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 （２）気仙沼市の都市計画 

②都市施設の整備・被災状況 ②都市施設の整備・被災状況 

都市計画道路・公園・下水道・処理場 等 都市計画道路・公園・下水道・処理場 等 

○終末処理場が被災したことに
より、下水処理が停滞してい
る。 

○地盤沈下している地区では、
道路の嵩上げに併せて、地下
のインフラ（上下水道）の再整
備が必要になる可能性が高
い 
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 （２）気仙沼市の都市計画 

③市街地開発事業による基盤整備状況 ③市街地開発事業による基盤整備状況 

市街地開発事業(都市計画法第12条) 市街地開発事業(都市計画法第12条) 

○津波により甚大な被害を受け
た地区は、土地区画整理事
業によって整備された市街地 

○内陸部には、土地区画整理事
業によって整備されたものの
空き宅地のある事業地区が
存在 


