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１．市の現状分析 

100ｍメッシュ人口密度 

築館地域の用途地域周辺の平成 27 年（2015 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 人口密度（100ｍメッシュ、平成 27 年（2015 年）、用途地域周辺 築館地域）  
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若柳地域の用途地域周辺の平成 27 年（2015 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 人口密度（100ｍメッシュ、平成 27 年（2015 年）、用途地域周辺 若柳地域） 
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栗原市都市計画区域周辺の令和 7 年（2025 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和７年（2025 年）、都市計画区域周辺） 
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築館地域の用途地域周辺の令和 7 年（2025 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和７年（2025 年）、用途地域周辺 築館地域） 
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若柳地域の用途地域周辺の令和 7 年（2025 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和７年（2025 年）、用途地域周辺 若柳地域） 
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栗原市都市計画区域周辺の令和 17 年（2035 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和 17 年（2035 年）、都市計画区域周辺） 
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築館地域の用途地域周辺の令和 17 年（2035 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和 17 年（2035 年）、用途地域周辺 築館地域） 
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若柳地域の用途地域周辺の令和 17 年（2035 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和 17 年（2035 年）、用途地域周辺 若柳地域） 
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栗原市都市計画区域周辺の令和 22 年（2040 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和 22 年（2040 年）、都市計画区域周辺） 
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築館地域の用途地域周辺の令和 22 年（2040 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和 22 年（2040 年）、用途地域周辺 築館地域） 
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若柳地域の用途地域周辺の令和 22 年（2040 年）の 100ｍメッシュ人口密度は下記のとおりで

す。 

 

出典：国土技術政策総合研究所「将来人口・世帯予測ツール V2（H27 国調対応版）」より作成 

図 地区別人口（100ｍメッシュ、令和 22 年（2040 年）、用途地域周辺 若柳地域） 
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洪水浸水想定区域 

（１） 計画規模 

築館地域の用途地域周辺の洪水浸水想定区域（計画規模）は下記のとおりです。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模） 用途地域周辺（築館地域） 

出典：宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図）  
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若柳地域の用途地域周辺の洪水浸水想定区域（計画規模）は下記のとおりです。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模） 用途地域周辺（若柳地域） 

出典：宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図） 
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（２） 想定最大規模 

築館地域の用途地域周辺の洪水浸水想定区域（想定最大規模）は下記のとおりです。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（想定最大規模） 用途地域周辺（築館地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ  
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若柳地域の用途地域周辺の洪水浸水想定区域（想定最大規模）は下記のとおりです。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（想定最大規模） 用途地域周辺（若柳地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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バスの状況 

築館地域の用途地域周辺のバスの状況は下記のとおりです。 

 

出典：国土数値情報（平成 22 年、国土交通省）より現況を加味して作成 

図 バス停から 300ｍ※圏域の状況 用途地域周辺（築館地域） 

※都市構造の評価に関するハンドブック（平成 26 年 8 月：国土交通省都市局）よりバス停の徒歩圏はバス停から 300mと 

 されている  
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若柳地域の用途地域周辺のバスの状況は下記のとおりです。 

 

出典：国土数値情報（平成 22 年、国土交通省）より現況を加味して作成 

図 バス停から 300ｍ圏域の状況 用途地域周辺（若柳地域） 

 

  

バス交通人口カバー率：47.8％ 

（平成 27年総人口：69,906 人 カバー人口：33,448 人） 

※人口カバー率：ここでは総人口に対するバス停誘致圏内の人口割合 
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都市機能増進施設の立地状況 

現在の日常生活の利便性に貢献する都市機能増進施設について立地状況を把握します。 

施設の立地状況については、ⅰタウンページ、宮城県内の医療機関（病院・診療所）名簿（令

和 3 年 10 月 1 日現在）【宮城県 HP】、公共施設マップ【栗原市 HP】等の資料をもとに把握しま

した。 

 

表 対象施設リスト 

No 大分類 中分類 名称 

1 行政施設 市役所 栗原市役所 

2 行政施設 総合支所 築館総合支所 

3 行政施設 総合支所 若柳総合支所 

4 行政施設 総合支所 栗駒総合支所 

5 行政施設 総合支所 高清水総合支所 

6 行政施設 総合支所 一迫総合支所 

7 行政施設 総合支所 瀬峰総合支所 

8 行政施設 総合支所 鶯沢総合支所 

9 行政施設 総合支所 金成総合支所 

10 行政施設 総合支所 志波姫総合支所 

11 行政施設 総合支所 花山総合支所 

12 行政施設 出張所 金成総合支所萩野出張所 

13 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 
社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 

栗原市高清水デイサービスセンター 

14 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 
社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 

栗原市瀬峰デイサービスセンター 

15 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 
社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 

栗原市一迫デイサービスセンター 

16 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 一迫高齢者生活福祉センター 

17 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスはる 

18 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ニチイケアセンター高清水 

19 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 風和の郷 

20 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 医療法人財団弘慈会石橋病院 

21 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ケア サロン anju 

22 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム anju 

23 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護老人保健施設グレイスガーデン 

24 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護老人保健施設藤の里 

25 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 薬師デイサービスセンター 

26 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護老人保健施設高森ロマンホーム 

27 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護老人保健施設シエスタ 

28 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護いつくしみの家 清水館 

29 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護いつくしみの家 本館 

30 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護いつくしみの家 新館 

31 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護いつくしみの家 別館 

32 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ウエックデイサービスセンター一迫  

33 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 一迫ウエックガーデンよしざわ 

34 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 栗駒デイサービスセンター 

35 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 りつわフローラル 

36 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 りつわフローラルⅡ 

37 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 小規模多機能ホームりつわ 

38 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム りつわフローラルⅡ 
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No 大分類 中分類 名称 

39 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム りつわフローラル 

40 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター桂葉 

41 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 通所介護ひまわり畑岡 

42 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターさくらの里若柳 

43 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 在宅複合型施設さくらの里若柳 短期入所生活介護事業所 

44 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホームまいはあと 

45 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 いちょうの里デイサービスセンター 

46 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 くりはらデイサービスセンター 

47 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイハウスりつわ 

48 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム デイハウスりつわ 

49 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター彩の里 

50 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス八木 

51 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム はるみ荘 

52 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 栗原市山王デイサービスセンター(地域密着型認知症対応) 

53 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム山王 

54 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 地域密着型特別養護老人ホーム 第二山王 

55 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ケアハウス山王 

56 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス郷の湯 

57 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスやなぎのめ 

58 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 白鳥苑 

59 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスすっちゃん 

60 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターくりこまの里Ⅰ 

61 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターくりこまの里Ⅱ 

62 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム桂葉 

63 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホーム桂葉 

64 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 通所介護たんぽぽ 

65 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホームさくらの里若柳 

66 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホームいちょうの里 

67 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホームしわひめ 

68 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホーム SAKURA 

69 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 公益財団法人宮城厚生協会 くりこまクリニック 

70 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム若藤園 

71 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム いちょうの里ユニット 

72 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 いちょうの里グループホーム ぎんなん荘 

73 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム愛光園 

74 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 栗原市志波姫デイサービスセンター 

75 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム千葉福寿園 

76 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ほほえみサポート・ケアセンター 

77 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム ほほえみホーム 

78 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス大東 

79 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ケアハウス栗駒「愛」 

80 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 りつわウエルネス 

81 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護いつくしみの家 中央館 

82 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター金成ポプラの家 3号館 

83 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム金成ポプラの家３号館 

84 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター金成ポプラの家 

85 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム金成ポプラの家 

86 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスケアスタ中町 

87 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター金成ポプラの家 2号館 
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No 大分類 中分類 名称 

88 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム金成ポプラの家２号館 

89 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターしのさんの家 

90 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 八幡デイサービスセンター 

91 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 サービス付き高齢者向け住宅 「八幡の家」 

92 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム彩の里 

93 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスなでしこ 

94 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホームなでしこ 

95 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス和み新橋本亭 

96 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム 和み新橋本亭 

97 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス花つつみ 

98 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 桜樹デイサービスセンター 

99 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサロン花つつみ 

100 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 瀬峰デイサービスセンター 

101 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス幸寿荘 

102 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム 幸寿荘  

103 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターさくら 

104 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスやまぼうしの家 

105 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス六日町の家 

106 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスわかやなぎの家 

107 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターＳＡＫＵＲＡ 

108 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスなごみ 

109 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム デイホームなごみ 

110 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター笑楽苑 

111 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム スマイルハウス 

112 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター虹の丘 

113 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム 虹の丘 

114 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 
小規模多機能高清水ホーム 

小規模多機能型居宅介護つきだてホーム サテライト型 

115 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム 高清水ホーム 

116 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスふれ愛館 

117 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス福ろう 

118 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス四季彩館 

119 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 通所介護豊泉華 

120 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスたかねの湯 

121 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスふんわり 

122 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス笑みの園 

123 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスあくと 

124 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス和み川北新町亭 

125 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 花つつみココアン 

126 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス希望 

127 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 生活環境支援センター有限会社 

128 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンター Ｏujｕくりこま 

129 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスまきば 

130 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスいずみの里 

131 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 サポートセンターころんぶす西館 

132 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサロン湯治村 

133 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスおやま 

134 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ふぃっとりは 小山はりきゅう接骨院 

135 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス 和み 新田沢亭 

136 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスまりやの家 
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137 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ＪＡ新みやぎデイサービスセンター 栗っこの里 

138 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス希望館 

139 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特定非営利活動法人 虹の駅 

140 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス めぐりあい 

141 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 
社会福祉法人栗原市社会福祉協議会 

栗原市花山デイサービスセンター（湖畔の里） 

142 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 介護老人保健施設せみねの丘 

143 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム白鳥苑 

144 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホームうぐいすの里 

145 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 
地域密着型特別養護老人ホームルグネット宮野 

※ルグネット岩ケ崎本体サテライト型 

146 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 地域密着型特別養護老人ホームルグネット岩ケ崎 

147 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホーム 金成の家 

148 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 地域密着型特別養護老人ホーム しゃくなげの里 

149 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 小規模多機能型居宅介護つきだてホーム 

150 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 JA新みやぎ小規模多機能ホームほたるの里 

151 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 認知症高齢者グループホーム宮野 

152 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 認知症高齢者グループホームコンフィアンサ 

153 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 認知症高齢者グループホーム堤通り 

154 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホーム快栗駒 

155 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホーム梅ヶ丘の里 

156 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホーム清水沢 

157 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホーム山王こもれびの家 

158 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホームなでしこ 

159 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホームさくら瀬峰 

160 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホームうぐいすの里 こもれびの家 

161 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホーム藤の木 

162 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 グループホームなごみ 

163 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ケアハウス栗の実 

164 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 さくらの里若柳 ケアハウス 

165 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 うぐいすの里ケアハウス 

166 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ケアハウス アリヴィオ 

167 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 花山高齢者生活福祉センター 

168 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 シニアパンション築館・宮野中央 

169 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 サービス付き高齢者向け住宅 つきだてホーム 

170 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ウエックガーデン築館 

171 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 希望 

172 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム コスモス苑上萩沢  

173 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム やまぼうし 

174 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム 四季彩館 

175 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 シルバーハウス 福ろう 

176 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム 実りの秋 

177 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム花明かり 

178 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム シエスタ堤通り 

179 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム シエスタ堤通り２号館 

180 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム 和み川北新町亭 

181 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホームまりやの家・縁 

182 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホームいずみの里 

183 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム 湯治村 

184 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム飛緑 
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185 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム めぐりあい 

186 介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム 虹の駅 

187 介護福祉施設 障害児福祉施設 栗原市立はげまし学園 

188 介護福祉施設 障害者福祉施設 栗原市西部地域活動支援センターどんぐり事業所 

189 介護福祉施設 障害者福祉施設 栗原市東部地域活動支援センターこまくさ事業所 

190 介護福祉施設 障害者福祉施設 栗原市西部地域活動支援センターにじいろ事業所 

191 介護福祉施設 障害者福祉施設 栗原市東部地域活動支援センターたんぽぽ事業所 

192 介護福祉施設 障害者福祉施設 栗原市西部地域活動支援センターはこべ事業所 

193 介護福祉施設 障害者福祉施設 栗原市東部地域活動支援センターかんなり事業所 

194 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立築館幼稚園 

195 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立栗駒幼稚園 

196 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立高清水幼稚園 

197 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立一迫幼稚園 

198 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立瀬峰幼稚園 

199 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立鶯沢幼稚園 

200 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立金成幼稚園 

201 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立志波姫幼稚園 

202 子育て支援施設 幼稚園 栗原市立花山幼稚園 

203 子育て支援施設 幼稚園 築館聖マリア幼稚園 

204 子育て支援施設 保育所 栗原市築館保育所 

205 子育て支援施設 保育所 栗原市築館西保育所 

206 子育て支援施設 保育所 栗原市築館北保育所 

207 子育て支援施設 保育所 栗原市栗駒保育所 

208 子育て支援施設 保育所 栗原市高清水保育所 

209 子育て支援施設 保育所 栗原市一迫保育所 

210 子育て支援施設 保育所 栗原市瀬峰保育所 

211 子育て支援施設 保育所 栗原市鶯沢保育所 

212 子育て支援施設 保育所 栗原市金成保育所 

213 子育て支援施設 保育所 栗原市志波姫保育所 

214 子育て支援施設 保育所 栗原中央病院/院内保育所 

215 子育て支援施設 保育所 おむすび保育園 

216 子育て支援施設 保育所 ニチイキッズ築館みやの保育園 

217 子育て支援施設 保育所 山王あおぞら保育園 

218 子育て支援施設 保育所 マリン保育園 

219 子育て支援施設 保育所 マロンキッズ保育園 

220 子育て支援施設 保育所 ヤクルト栗原中央保育園 

221 子育て支援施設 認定こども園 栗原市若柳認定こども園 

222 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市築館子育て支援センター 

223 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市若柳子育て支援センター 

224 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市栗駒子育て支援センター 

225 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市高清水子育て支援センター 

226 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市一迫子育て支援センター 

227 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市瀬峰子育て支援センター 

228 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市鶯沢子育て支援センター 

229 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市金成子育て支援センター 

230 子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市志波姫子育て支援センター 

231 商業施設 スーパーマーケット 丸江スーパー一迫店 

232 商業施設 スーパーマーケット もいずみストア 

233 商業施設 スーパーマーケット ザ・ビッグ金成店 
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234 商業施設 スーパーマーケット 丸江スーパー岩ケ崎店 

235 商業施設 スーパーマーケット ウジエスーパー栗駒店 

236 商業施設 スーパーマーケット イオンスーパーセンター栗原志波姫店 

237 商業施設 スーパーマーケット 株式会社ヨークベニマル築館店 

238 商業施設 スーパーマーケット 株式会社ヨークベニマル若柳店 

239 商業施設 スーパーマーケット ウジエスーパー若柳店 

240 商業施設 スーパーマーケット スーパーマルエス 

241 商業施設 スーパーマーケット ビッグハウス築館店 

242 商業施設 スーパーマーケット ウジエスーパー築館店 

243 商業施設 スーパーマーケット 業務スーパー築館店 

244 商業施設 スーパーマーケット まるしょうストアー 

245 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／金成片馬合店 

246 商業施設 コンビニエンスストア ローソン／高清水新小山田店 

247 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／宮城志波姫店 

248 商業施設 コンビニエンスストア ローソン／栗原若柳店 

249 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／瀬峰藤沢下田店 

250 商業施設 コンビニエンスストア ローソン／栗原一迫店 

251 商業施設 コンビニエンスストア ファミリーマート／築館木戸店 

252 商業施設 コンビニエンスストア ファミリーマート／築館久伝店 

253 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／金成インター東店 

254 商業施設 コンビニエンスストア ローソン／若柳川北店 

255 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／宮城築館店 

256 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／栗原築館下宮野店 

257 商業施設 コンビニエンスストア ミニストップ／宮城築館店 

258 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／栗原栗駒中野店 

259 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／宮城築館インター店 

260 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／一迫柳目店 

261 商業施設 コンビニエンスストア ローソン／栗原瀬峰店 

262 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／若柳新堤下店 

263 商業施設 コンビニエンスストア ミニストップ／若柳川北店 

264 商業施設 コンビニエンスストア ファミリーマート／栗駒里谷店 

265 商業施設 コンビニエンスストア ヤマザキ Yショップ／有限会社むかいだ 

266 商業施設 コンビニエンスストア ファミリーマート／築館源光店 

267 商業施設 コンビニエンスストア ミニストップ／宮城高清水店 

268 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／栗駒岩ケ崎四日町店 

269 商業施設 コンビニエンスストア ローソン／山の駅くりこま店 

270 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／金成インター店 

271 商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／栗原高清水御影店 

272 商業施設 コンビニエンスストア ファミリーマート／宮城金成店 

273 商業施設 コンビニエンスストア ファミリーマート／栗駒南店 

274 商業施設 コンビニエンスストア ファミリーマート／築館宮野店 

275 商業施設 ドラッグストア オリーブ調剤薬局 

276 商業施設 ドラッグストア さくら薬局/瀬峰店 

277 商業施設 ドラッグストア ツルハドラッグ／築館店 

278 商業施設 ドラッグストア ヤシマ堂 

279 商業施設 ドラッグストア 一迫薬局 

280 商業施設 ドラッグストア ひまわり薬局 

281 商業施設 ドラッグストア 薬王堂／栗原一迫店 

282 商業施設 ドラッグストア ツルハドラッグ／金成店 
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No 大分類 中分類 名称 

283 商業施設 ドラッグストア 川股薬品 

284 商業施設 ドラッグストア 沢辺本多薬局 

285 商業施設 ドラッグストア 薬王堂／宮城金成店 

286 商業施設 ドラッグストア ありかべ調剤薬局 

287 商業施設 ドラッグストア サタケ調剤薬局 

288 商業施設 ドラッグストア 株式会社一桝一桝介護調剤センター 

289 商業施設 ドラッグストア 上小路一桝新生薬局 

290 商業施設 ドラッグストア 一桝新生薬局 

291 商業施設 ドラッグストア 薬王堂／栗原栗駒店 

292 商業施設 ドラッグストア 鈴木薬局 

293 商業施設 ドラッグストア アイン薬局栗駒店 

294 商業施設 ドラッグストア 株式会社薬王堂栗駒ＳＣ店 

295 商業施設 ドラッグストア ナカムラ薬局 

296 商業施設 ドラッグストア 青葉の杜薬局志波姫店 

297 商業施設 ドラッグストア 志波姫調剤薬局 

298 商業施設 ドラッグストア 薬王堂／栗原志波姫店 

299 商業施設 ドラッグストア クスリのヨシノ築館店 

300 商業施設 ドラッグストア 薬局パル 

301 商業施設 ドラッグストア マリーン調剤薬局志波姫店 

302 商業施設 ドラッグストア ツルハドラッグ／若柳店 

303 商業施設 ドラッグストア 薬王堂／栗原若柳店 

304 商業施設 ドラッグストア 株式会社ササエイ薬局 

305 商業施設 ドラッグストア サデン調剤薬局 

306 商業施設 ドラッグストア 株式会社若柳中央薬局 

307 商業施設 ドラッグストア サトウ調剤薬局 

308 商業施設 ドラッグストア ななほし薬局 

309 商業施設 ドラッグストア サデン薬局 

310 商業施設 ドラッグストア 株式会社奥山薬局 

311 商業施設 ドラッグストア めぐみ薬局 

312 商業施設 ドラッグストア ツルハドラッグ／若柳川北店 

313 商業施設 ドラッグストア 株式会社本多薬局 

314 商業施設 ドラッグストア せみね調剤薬局 

315 商業施設 ドラッグストア 今秀薬局／東町調剤薬局 

316 商業施設 ドラッグストア 仙台調剤栗原店 

317 商業施設 ドラッグストア ダルマ築館店 

318 商業施設 ドラッグストア 薬王堂／宮城築館店 

319 商業施設 ドラッグストア しぶや薬局宮野中央店 

320 商業施設 ドラッグストア 青葉の杜薬局築館店 

321 商業施設 ドラッグストア 株式会社薬王堂築館ＳＣ店 

322 商業施設 ドラッグストア しぶや薬局 

323 商業施設 ドラッグストア 今秀薬局／中央店 

324 商業施設 ドラッグストア アイン薬局／築館店 

325 商業施設 ドラッグストア 株式会社ヨネキ十字堂薬局／築館店 

326 商業施設 ドラッグストア さくら薬局／鶯沢店 

327 商業施設 ドラッグストア 後藤さだ子商店 

328 商業施設 ドラッグストア 株式会社ササエイ薬局/薬局専用 

329 商業施設 ドラッグストア ライフサポートいちます 

330 医療施設 医院・診療所 あさの眼科医院 

331 医療施設 医院・診療所 伊礼整形外科 
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No 大分類 中分類 名称 

332 医療施設 医院・診療所 きくた内科クリニック 

333 医療施設 医院・診療所 ささき産婦人科クリニック 

334 医療施設 医院・診療所 佐藤外科医院 

335 医療施設 医院・診療所 佐藤進眼科 

336 医療施設 医院・診療所 佐藤内科小児科医院 

337 医療施設 医院・診療所 達内科 

338 医療施設 医院・診療所 日野外科内科 

339 医療施設 医院・診療所 阿部内科医院 

340 医療施設 医院・診療所 氏家医院 

341 医療施設 医院・診療所 佐々木内科医院 

342 医療施設 医院・診療所 若柳消化器内科 

343 医療施設 医院・診療所 岩渕医院 

344 医療施設 医院・診療所 くりこまクリニック 

345 医療施設 医院・診療所 平田内科歯科 

346 医療施設 医院・診療所 ほそや小児科 

347 医療施設 医院・診療所 一迫内科クリニック 

348 医療施設 医院・診療所 くろさわ整形外科 

349 医療施設 医院・診療所 たまがけ医院 

350 医療施設 医院・診療所 熊坂医院 

351 医療施設 医院・診療所 宮城島クリニック 

352 医療施設 医院・診療所 高橋ハートクリニック 

353 医療施設 医院・診療所 沢辺中央医院 

354 医療施設 医院・診療所 萩野診療所 

355 医療施設 医院・診療所 くりはら耳鼻咽喉科 

356 医療施設 医院・診療所 志波姫診療所 

357 医療施設 医院・診療所 日野クリニック 

358 医療施設 医院・診療所 栗原市立花山診療所 

359 医療施設 医院・診療所 栗原市立鶯沢診療所 

360 医療施設 医院・診療所 栗原市立瀬峰診療所 

361 医療施設 医院・診療所 栗原市立高清水診療所 

362 医療施設 医院・診療所 令和クリニック 

363 医療施設 医院・診療所 まるき内科クリニック 

364 医療施設 医院・診療所 せみねの丘クリニック 

365 医療施設 医院・診療所 おの眼科クリニック 

366 医療施設 病院 石橋病院 

367 医療施設 病院 栗原市立栗駒病院 

368 医療施設 病院 栗原市立若柳病院 

369 医療施設 病院 栗原市立栗原中央病院 

370 金融施設 銀行 株式会社仙台銀行築館支店 

371 金融施設 銀行 七十七銀行／築館支店 

372 金融施設 銀行 七十七銀行／岩ケ崎支店 

373 金融施設 銀行 七十七銀行／若柳支店 

374 金融施設 信用金庫 一関信用金庫／金成支店 

375 金融施設 信用金庫 一関信用金庫／若柳支店 

376 金融施設 信用組合 仙北信用組合／栗駒支店 

377 金融施設 信用組合 仙北信用組合／築館支店 

378 金融施設 信用組合 仙北信用組合／本店 

379 金融施設 労働金庫 東北労働金庫／築館支店 

380 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／築館支店 
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No 大分類 中分類 名称 

381 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／高清水支店 

382 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／瀬峰支店 

383 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／志波姫支店 

384 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／若柳支店 

385 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／アクセス有賀大岡支店 

386 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／一迫支店 

387 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／金成中央支店 

388 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／荻野支店 

389 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／栗駒中央支店 

390 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／尾松支店 

391 金融施設 農業協同組合 JA新みやぎ／鶯沢支店 

392 金融施設 郵便局 秋法郵便局 

393 金融施設 郵便局 有壁郵便局 

394 金融施設 郵便局 有賀郵便局 

395 金融施設 郵便局 伊豆町簡易郵便局 

396 金融施設 郵便局 一迫郵便局 

397 金融施設 郵便局 鶯沢郵便局 

398 金融施設 郵便局 大里簡易郵便局 

399 金融施設 郵便局 尾松郵便局 

400 金融施設 郵便局 金田郵便局 

401 金融施設 郵便局 金成郵便局 

402 金融施設 郵便局 栗駒郵便局 

403 金融施設 郵便局 栗原簡易郵便局 

404 金融施設 郵便局 沢辺郵便局 

405 金融施設 郵便局 志波姫郵便局 

406 金融施設 郵便局 十文字簡易郵便局 

407 金融施設 郵便局 瀬峰郵便局 

408 金融施設 郵便局 高清水郵便局 

409 金融施設 郵便局 田高田簡易郵便局 

410 金融施設 郵便局 玉沢郵便局 

411 金融施設 郵便局 築館郵便局 

412 金融施設 郵便局 富野簡易郵便局 

413 金融施設 郵便局 沼倉郵便局 

414 金融施設 郵便局 畑岡郵便局 

415 金融施設 郵便局 花山郵便局 

416 金融施設 郵便局 姫松簡易郵便局 

417 金融施設 郵便局 宮野郵便局 

418 金融施設 郵便局 文字郵便局 

419 金融施設 郵便局 陸前長崎郵便局 

420 金融施設 郵便局 若柳郵便局 

421 教育・文化施設 小学校 栗原市立築館小学校 

422 教育・文化施設 小学校 栗原市立宮野小学校 

423 教育・文化施設 小学校 栗原市立若柳小学校 

424 教育・文化施設 小学校 栗原市立栗駒小学校 

425 教育・文化施設 小学校 栗原市立栗駒南小学校 

426 教育・文化施設 小学校 栗原市立高清水小学校 

427 教育・文化施設 小学校 栗原市立一迫小学校 

428 教育・文化施設 小学校 栗原市立瀬峰小学校 

429 教育・文化施設 小学校 栗原市立鶯沢小学校 
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430 教育・文化施設 小学校 栗原市立志波姫小学校 

431 教育・文化施設 小学校 栗原市立花山小学校 

432 教育・文化施設 義務教育学校 栗原市立金成小中学校 

433 教育・文化施設 中学校 栗原市立栗原南中学校 

434 教育・文化施設 中学校 栗原市立築館中学校 

435 教育・文化施設 中学校 栗原市立若柳中学校 

436 教育・文化施設 中学校 栗原市立栗駒中学校 

437 教育・文化施設 中学校 栗原市立栗原西中学校 

438 教育・文化施設 中学校 栗原市立志波姫中学校 

439 教育・文化施設 公民館 栗原市築館公民館（栗原文化会館） 

440 教育・文化施設 公民館 栗原市若柳公民館 

441 教育・文化施設 公民館 栗原市有賀公民館 

442 教育・文化施設 公民館 栗原市畑岡公民館 

443 教育・文化施設 公民館 栗原市大岡公民館 

444 教育・文化施設 公民館 栗原市栗駒公民館（栗原市栗駒伝統文化の伝承館） 

445 教育・文化施設 公民館 栗原市一迫公民館 

446 教育・文化施設 公民館 栗原市瀬峰公民館 

447 教育・文化施設 公民館 栗原市鶯沢公民館 

448 教育・文化施設 公民館 栗原市北郷公民館 

449 教育・文化施設 公民館 栗原市細倉公民館 

450 教育・文化施設 公民館 栗原市沢辺公民館（栗原市金成生涯学習センター） 

451 教育・文化施設 公民館 栗原市金成公民館 

452 教育・文化施設 公民館 栗原市萩野公民館 

453 教育・文化施設 公民館 栗原市津久毛公民館 

454 教育・文化施設 公民館 栗原市志波姫公民館 

455 教育・文化施設 公民館 栗原市花山公民館（栗原市花山コミュニティセンター） 

456 教育・文化施設 公民館 栗原市高清水公民館（栗原市高清水生涯学習館） 

457 教育・文化施設 スポーツ施設 栗原市若柳総合体育館 

458 教育・文化施設 スポーツ施設 栗原市栗駒総合体育館 

459 教育・文化施設 スポーツ施設 栗原市築館 B＆G海洋センター体育館 

460 教育・文化施設 スポーツ施設 栗原市築館体育センター 

461 教育・文化施設 スポーツ施設 栗原市高清水体育センター 

462 教育・文化施設 スポーツ施設 栗原市瀬峰トレーニングセンター 

463 教育・文化施設 文化施設 栗原市若柳総合文化センター 

464 教育・文化施設 文化施設 栗原市一迫ふれあいホール 

465 教育・文化施設 文化施設 栗原市けやき会館 
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栗原市の行政施設の立地状況は下記のとおりです。 

 

図 行政施設 
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栗原市の介護福祉施設の立地状況は下記のとおりです。 

 

図 介護福祉施設 
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栗原市の子育て支援施設の立地状況は下記のとおりです。 

 

図 子育て支援施設 
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栗原市の商業施設の立地状況は下記のとおりです。 

 

図 商業施設 
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栗原市の医療施設の立地状況は下記のとおりです。 

 

図 医療施設 
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栗原市の金融施設の立地状況は下記のとおりです。 

 

図 金融施設 
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栗原市の教育・文化施設の立地状況は下記のとおりです。 

 

図 教育・文化施設 
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２．居住誘導区域の設定 

本市における居住誘導区域の設定には、用途地域内 100ｍメッシュを用いて、以下に定める条

件に該当するメッシュを加除し、用途地域の中から、居住誘導区域を設定する条件を満たすメッ

シュを抽出していくものとします。 

また、抽出条件に記載されている(1)～(6)に該当するメッシュは次頁以降に示します。 

 

【居住誘導区域に設定する条件（用途地域内）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 居住誘導区域の設定の流れ 

  

居住誘導区域の抽出 

（100ｍメッシュで検討） 

用途地域 

 

(2)災害危険性のある区域 

 

(1)工業系土地利用 

 

「工業地域」に指定されている

メッシュを除外 

(3)一団の農地 

 

人口 10人/ha未満かつ現況土地

利用が農地のメッシュを除外 

(5)公共交通不便地域 

 

バス停より 300ｍの圏外のメッ

シュを除外 

 

 
・区域の連続性を確保できない

エリアのメッシュを除外 

・まちづくりの方向性を考慮し

て居住を誘導していく必要が

あるエリアを設定 

(6)まちづくりに考慮する区域 

 

居住誘導区域をメッシュ単位で抽出 

 

地形地物、土地利用区分等に基づく、

居住誘導区域設定の検討 

居住誘導区域の設定 

 

(4)人口密度が低い地域 

 

人口密度が低い地域のメッシュ

を除外 

土砂災害警戒区域、洪水浸水想

定区域（計画規模の浸水深 0.5

ｍ以上）の指定を受けているメ

ッシュを除外 
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（１） 工業系土地利用を除外 

栗原市の用途地域の指定状況を下記に示します。 

工業地域に指定されているエリアは、将来的には工業系土地利用を誘導し、居住に適さないエ

リアであると考え、居住誘導区域の設定の対象から除外します。 

 

 

  

居住誘導区域の設定

対象から除外 
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（２） 災害危険性のある区域を除外 

①土砂災害警戒区域 

築館地域の災害危険性のあるメッシュを下記に示します。 

用途地域内において、土砂災害警戒区域の指定範囲のメッシュを除外します。 

なお、若柳地域の用途地域周辺には土砂災害警戒区域の指定はありません。 

 

 

  

土砂災害警戒区域の

指定範囲のメッシュ

を除外 
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②洪水浸水想定区域（計画規模） 

築館地域の浸水の危険性のあるメッシュを下記に示します。 

洪水の浸水により、3.0ｍの浸水被害が発生した場合、建物の１階部分が浸水し、平屋建て住宅

は垂直避難が困難になることが想定されます。 

そのため本項では、比較的発生頻度が高い洪水浸水想定区域（計画規模）のうち、浸水深 0.5

以上の指定範囲のメッシュを除外します。 
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若柳地域の浸水の危険性のあるメッシュを下記に示します。 

築館地域と同様に、比較的発生頻度が高い洪水浸水想定区域（計画規模）のうち、浸水深 0.5

ｍ以上の指定範囲のメッシュを除外します。 
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（３） 一団の農地を除外 

築館地域の用途地域内で、現況土地利用が主に農地となっているメッシュを下記に示します。 

用途地域内で、現況土地利用が主に農地となっているメッシュを除外します。 

 

 

  

現況土地利用が主に

農地となっている 

メッシュを除外 
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若柳地域の用途地域内で、現況土地利用が主に農地となっているメッシュを下記に示します。 

用途地域内で、現況土地利用が主に農地となっているメッシュを除外します。 

 

 

  

現況土地利用が主に

農地となっている 

メッシュを除外 
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（４） 人口密度が低い地域を除外 

築館地域の用途地域内の人口密度が低いメッシュを下記に示します。 

用途地域内において、人口密度が低いメッシュを除外します。 

 

  

人口密度が低い 

メッシュを除外 
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若柳地域の用途地域内の人口密度が低いメッシュを下記に示します。 

用途地域内において、人口密度が低いメッシュを除外します。 

 

 

  

人口密度が低い 

メッシュを除外 
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（５） 公共交通不便地域を除外 

築館地域の用途地域内の公共交通不便地域に該当するメッシュを下記に示します。 

各バス停からの徒歩利用圏外（300ｍ圏外）を公共交通不便地域とし、該当するメッシュを除

外します。 

 

 

  

公共交通不便地域

を除外 
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若柳地域の用途地域内の公共交通不便地域に該当するメッシュを下記に示します。 

各バス停からの徒歩利用圏外（300ｍ圏外）を公共交通不便地域とし、該当するメッシュを除

外します。 

 

  

公共交通不便地域

を除外 



46 

 

（６） まちづくりに考慮する区域を加除 

築館地域の用途地域内で、まちづくりに考慮する区域に該当するメッシュを下記に示します。 

これまで除外したメッシュの状況から、居住誘導区域の連続性を確保できないエリアについて、

該当するメッシュを除外します。また、築館地域の宮野地区については、栗原市中核機能地域の

整備の基本構想にて中核機能地域に位置づけられることから、栗原市立栗原中央病院の周辺を含

め、除外の対象外とします。 

 

  

中核機能地域の生活創造拠点として

位置づけられた栗原市立栗原中央病

院周辺を含むエリア 

 ⇒除外の対象外とする 

居住誘導区域の連続性が

確保できないエリア 

 ⇒除外する 
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若柳地域の用途地域内で、まちづくりに考慮する区域に該当するメッシュを下記に示します。 

これまで除外したメッシュの状況から、居住誘導区域の連続性を確保できないエリアについて、

該当するメッシュを除外します。また、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されているエリアを除外

します。なお、既に公共施設が立地している栗原市立若柳病院周辺を含め、除外の対象外としま

す。 

 

 

  

居住誘導区域の連続性が

確保できないエリア 

 ⇒除外する 

既に公共施設が立地している

栗原市立若柳病院の周辺を含

むエリア 

 ⇒除外の対象外とする 

家屋倒壊等氾濫想定区域に

指定されているエリア 

 ⇒除外する 
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３．都市機能誘導区域の設定 

区域設定の流れ 

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内に定められるものであり、公共施設、生活サービス施設

などの都市機能を都市の拠点に誘導し、集約させることにより、各種サービスの効率的な提供が

図られるよう定めるものです。 

都市機能誘導区域の設定にあたり、区域設定の要件や留意点等は、次のとおり考えられます。 

《区域設定等の考え方》 

○都市の拠点となるべき区域 

・業務、商業などが集積する地域 

・都市機能が一定程度充実している区域 

・周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域 など 

○徒歩や自転車等により容易に移動できる範囲 

○医療・福祉・商業等の都市機能とあわせて、居住を誘導することが望ましい区域 

上記の考え方を踏まえ、本市における都市機能誘導区域は、立地適正化計画で目指す将来の都

市の骨格構造で位置づけた「中心拠点」に設定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市機能誘導区域の設定の流れ 

 

 

 

 

 

居住誘導区域 

《区域設定等の考え方》 

○都市の拠点となるべき区域 

○徒歩や自転車等により容易に移動できる範囲 

○医療・福祉・商業等の都市機能とあわせて、居住を誘

導することが望ましい区域 

将来都市構造「中心拠点」を抽出 

①築館地域の中心地 

②若柳地域の中心地 

都市機能誘導区域の設定 

 

○各拠点の状況を踏まえ、区域設定の考え方を整理 

○区域に立地誘導を図る、都市機能施設の設定 
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築館地域の都市機能誘導区域の考え方 

迫川の南エリアについては、中心拠点となる栗原市役所を区域に設定します。また、国道４号

沿道を中心とした本市の中心地である商業地域や近隣商業地域について、徒歩や自転車等におけ

る地域としての一体性を考慮し、区域に設定します。 

迫川の北エリアについては、中核構想で位置付けられた生活創造拠点が都市機能の集約する地

域であることを考慮し、想定される誘導施設である栗原市立栗原中央病院や商業施設が集約して

いる箇所について、区域に設定します。 

 

 

 

  ・栗原市立栗原中央病院の立地 

・商業施設の立地 

・栗原市役所の立地 

・国道４号沿道の商業地域や近
隣商業地域について、徒歩や
自転車等における地域の一体
性を考慮した区域 
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若柳地域の都市機能誘導区域の考え方 

迫川の北エリア（川北地区）については、医療での誘導施設となる栗原市立若柳病院を区域に

設定し、東側は道路で境界を区切ります。商業業務の中心地となる商業地域も区域に設定し、徒

歩や自転車等における地域としての一体性を考慮し、商業地域の中心を通る道路で境界を区切り

ます。 

迫川の南エリア（川南地区）については、土地区画整理事業が２度にわたり実施されており、

土地区画整理事業地内は、大規模小売店舗の立地や商業業務の中心地となる商業地域も含んでい

ることから、土地区画整理事業地内を区域に設定します。土地区画整理事業地内の区画の一体性

を考慮して、北側は国道３９８号を区域の境界、東側は商業地域の中心を通る道路で境界を区切

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

・商業業務の中心地 

・既存施設の集積 
・地域の一体性を考慮し 

 た境界 ・栗原市立若柳病院の立地 

・大規模小売店舗の立地 

・大規模小売店舗の立地 

・商業業務の中心地 
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４．都市機能誘導区域内の既存施設 

 都市機能誘導区域における既存施設の分布状況は下記のとおりです。 

表 都市機能誘導区域内の既存施設 

大分類 中分類 名称 

行政施設 市役所 栗原市役所 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービス花つつみ 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 ケア サロン anju 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターＳＡＫＵＲＡ 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 さくらの里若柳ケアハウス 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 デイサービスセンターさくらの里若柳 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 薬師デイサービスセンター 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 有料老人ホーム anju 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 住宅型有料老人ホーム やまぼうし 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 在宅複合型施設さくらの里若柳 短期入所生活介護事業所 

介護福祉施設 高齢者福祉施設等 特別養護老人ホームさくらの里若柳 

子育て支援施設 幼稚園 栗原市立築館幼稚園 

子育て支援施設 幼稚園 築館聖マリア幼稚園 

子育て支援施設 保育所 栗原市築館保育所 

子育て支援施設 保育所 栗原中央病院/院内保育所 

子育て支援施設 子育て支援センター 栗原市築館子育て支援センター 

商業施設 スーパーマーケット 株式会社ヨークベニマル若柳店 

商業施設 スーパーマーケット ウジエスーパー若柳店 

商業施設 スーパーマーケット スーパーマルエス 

商業施設 スーパーマーケット ビッグハウス築館店 

商業施設 コンビニエンスストア ローソン／若柳川北店 

商業施設 コンビニエンスストア セブン‐イレブン／宮城築館店 

商業施設 ドラッグストア ツルハドラッグ／若柳店 

商業施設 ドラッグストア サデン調剤薬局 

商業施設 ドラッグストア 株式会社若柳中央薬局 

商業施設 ドラッグストア サトウ調剤薬局 

商業施設 ドラッグストア サデン薬局 

商業施設 ドラッグストア 今秀薬局／東町調剤薬局 

商業施設 ドラッグストア 仙台調剤栗原店 

商業施設 ドラッグストア ダルマ築館店 

商業施設 ドラッグストア 薬王堂／宮城築舘店 

商業施設 ドラッグストア しぶや薬局宮野中央店 

商業施設 ドラッグストア 株式会社ヨネキ十字堂薬局／築館店 

医療施設 病院 栗原市立若柳病院 

医療施設 病院 栗原市立栗原中央病院 

医療施設 医院・診療所 ささき産婦人科クリニック 

医療施設 医院・診療所 佐藤外科医院 

医療施設 医院・診療所 佐藤進眼科 

医療施設 医院・診療所 佐藤内科小児科医院 

医療施設 医院・診療所 達内科 

医療施設 医院・診療所 若柳消化器内科 

金融施設 銀行 株式会社仙台銀行築館支店 

金融施設 銀行 七十七銀行／築館支店 

金融施設 信用組合 仙北信用組合／築館支店 

金融施設 郵便局 築館郵便局 

金融施設 郵便局 若柳郵便局 

教育・文化施設 文化施設 栗原市若柳総合文化センター 

教育・文化施設 公民館 栗原市若柳公民館 
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５．防災指針の検討 

居住誘導区域等の災害ハザード情報等の収集、整理 

居住誘導区域等の災害ハザード情報等について、以下に示す(1)～(6)の項目で調査します。 

（１） 洪水浸水想定区域 

迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と築館地域の医療、介護福祉施設の位置を下記に示します。 

市内を流れる迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模、想定最大規模）は以下のとおり

です。 

 
図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と医療、介護福祉施設（築館地域） 

              出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 

宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図） 
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迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と若柳地域の医療、介護福祉施設の位置を下記に示します。 

市内を流れる迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模、想定最大規模）は以下のとおり

です。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と医療、介護福祉施設（若柳地域） 

              出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 

宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図） 
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迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模、想定最大規模）と築館地域の避難所、消防署

の位置を下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と避難所、消防署（築館地域） 

              出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 

宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図） 
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迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模、想定最大規模）と若柳地域の避難所、消防署

の位置を下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と避難所、消防署（若柳地域） 

              出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 

宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図） 
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迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模、想定最大規模）と築館地域の平成 27 年の人

口メッシュを下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と人口メッシュ（築館地域） 

              出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 

宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図） 
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迫川の氾濫による洪水浸水想定区域（計画規模、想定最大規模）と若柳地域の平成 27 年の人

口メッシュを下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による洪水浸水想定区域と人口メッシュ（若柳地域） 

              出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 

宮城県 県内の河川情報（河川ごとの洪水浸水想定区域図） 
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（２） 浸水継続時間 

迫川の氾濫による浸水継続時間と築館地域の医療、介護福祉施設の位置を下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による浸水継続時間と医療、介護福祉施設（築館地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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迫川の氾濫による浸水継続時間と若柳地域の医療、介護福祉施設の位置を下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による浸水継続時間と医療、介護福祉施設（若柳地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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迫川の氾濫による浸水継続時間と築館地域の避難所の位置を下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による浸水継続時間と避難所（築館地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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迫川の氾濫による浸水継続時間と若柳地域の避難所の位置を下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による浸水継続時間と避難所（若柳地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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迫川の氾濫による浸水継続時間と築館地域の平成 27 年の人口メッシュを下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による浸水継続時間と人口メッシュ（築館地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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迫川の氾濫による浸水継続時間と若柳地域の平成 27 年の人口メッシュを下記に示します。 

 

図 迫川の氾濫による浸水継続時間と人口メッシュ（若柳地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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（３） 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食） 

若柳地域の家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）の状況を下記に示します。築館地域について

は、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食）に該当しておりません。 

 

 

図 家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食、若柳地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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（４） 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流） 

若柳地域の家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）の状況を下記に示します。築館地域については、

家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流）に該当しておりません。 

 

 

図 家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流、若柳地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ 
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（５） 標高 

築館地域の用途地域周辺の標高を下記に示します。 

 

 

図 標高（築館地域） 

出典：「国土地理院数値標高モデル」より作成 

  



67 

 

若柳地域の用途地域周辺の標高を下記に示します。 

 

 

図 標高（若柳地域） 

出典：「国土地理院数値標高モデル」より作成 
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（６） 土砂災害警戒区域 

築館地域の土砂災害警戒区域（イエローゾーン）、土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）の状

況を下記に示します。若柳地域については、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）及び土砂災害

特別警戒区域（レッドゾーン）に該当しておりません。 

 

 

図 土砂災害警戒区域（築館地域） 

出典：栗原市洪水・土砂災害ハザードマップ、国土数値情報（国土交通省） 
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災害リスクの高い地域等の抽出 

迫川の洪水浸水想定区域を対象として、災害リスクの高い地域を抽出します。 

 

（１） 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×浸水継続時間（72時間以上） 

築館地域の洪水浸水想定区域と浸水継続時間を下記に示します。 

 

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×浸水継続時間（72 時間以上）（築館地域） 

 

  

洪水浸水想定区域内（0.5ｍ以上）に

1 階建を含む建物が分布している 
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若柳地域の洪水浸水想定区域と浸水継続時間を下記に示します。 

 

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×浸水継続時間（72 時間以上）（若柳地域） 

 

 

  

洪水浸水想定区域内（0.5ｍ以上）と浸水

継続時間 72 時間以上が重なるエリアに 1

階建を含む建物が分布している 
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（２） 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食、氾濫流） 

若柳地域の洪水浸水想定区域と家屋倒壊等氾濫想定区域を下記に示します。 

 

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食、氾濫流）（若柳地域） 

 

  

家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食、氾濫

流）が指定されているエリアに 1 階建を含

む建物が分布している 
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（３） 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食、氾濫流）

×避難所 

築館地域の洪水浸水想定区域と家屋倒壊等氾濫想定区域と避難所を下記に示します。 

 

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食、氾濫流）×避難所 

（築館地域） 

 

  

居住誘導区域内の洪水浸水想定区域におい

て、避難所までの距離が 500ｍ以上となるエ

リア 
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若柳地域の洪水浸水想定区域と家屋倒壊等氾濫想定区域と避難所を下記に示します。 

 

図 洪水浸水想定区域（想定最大規模）×家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食、氾濫流）×避難所 

（若柳地域） 

 

 

居住誘導区域内の浸水想定区域において、避

難所までの距離が 500ｍ以上となるエリア 


