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平成 23年度第２回  静岡市商業振興審議会会議録 

 

１  日   時      平成 23 年 11月 15日（火） 17時 30分～19時 45分 

 

２  場   所      静岡市職員会館 第１・２・３会議室（静岡市葵区追手町 10番新中町ビル３階） 

 

３  出 席 者     ［委 員］宗田委員（会長） 

青木委員、熱川委員、五十嵐委員、海野委員、大塚委員、加藤委員 

白井委員、松永委員、村松委員、渡邉委員（五十音項） 

                 ［事務局］商業労政課 海野参与兹商業労政課長、松浦参事兹統括主幹、 

浅野主査、岡村主査、久野井主査、松田主査、山田主査、田中主任主事 

 

４ 傍 聴 者   ３人 

 

５ 議  題    (１)静岡市商業振興基本計画（案）について 

         (２)(仮称)商業まちづくり条例及び(仮称)商業集積ガイドライン（案）について 

 

６  会議内容  

・ 議事 

(１) 静岡市商業振興基本計画（案）について 

  事務局（久野井主査）資料により主な修正点を説明（P2‐3～5追加、「地域特性に合わせた商業空 

間の望ましい姿」を削除し、P4-5「都心と地域の方針図」の追加、P5-5基盤となる都市空間・商業環 

境形成欄内の追加修正等） 

＝審議＝ 

村松委員  計画案の内容をかいつまんで説明してもらいたい。 

事務局（久野井主査）（全体図から概要を説明） 

宗田会長  Ａ３のページをパンフレットにしたものが概要版。静岡市全体の都心商業と地域商業

を一つの計画の中で位置付けて、市民の消費生活、文化生活を市の津々浦々で楽しんで

もらう計画になっている。前回も申し上げたが、この計画の内容に 1年半かけて検討し

てきたので大体ご理解いただけるかと思う。 

村松委員  概要版、全体図を見ると、商業をどのように活性化させ、商業振興の目標である「市

民に寄り添い、地域を豊かにする商業の実現 文化、交流を創造し、都市力を高める商

業の実現」を図ることはよくわかる。しかし、これを阻害するような案件として、例え

ばセノバ。商業仲間の出店と言っても一極集中型で大きな売上を得ようとすることで、

周りの商店街がやられてしまう問題も絡んでいる。また、東静岡駅周辺に三菱地所によ

る開発が進もうとしているのに、歯止めがかからない。 

戦略会議の冊子 P76「市域における商業機能の集積について、地域特性に基づいたゾ

ーニングにより適正に誘導又は抑制を行う」とある。誘導も必要だろうが、抑制も必要。

商業の条例に必ず準工業地域の扱い方や大型店の出店による功罪を盛り込むのが本来
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だと思う。それらしき文言を謳ってないが、これから進む中で盛り込むのか。 

宗田会長  概要版 P6,7の重点施策４「商業集積ガイドライン※１とその運用」。そのために条例

がある。そもそも三菱地所の計画が立ちあがったとき、歯止めをかける方法がなかった。

今回は、ガイドラインと条例による審議の過程をつくることにより出店者の方、住民、

地元事業者の方の意見を聞き、審議会がその意見を届けた上で、村松委員のおっしゃっ

たような方針に沿って市民の公益に寄与していこうというというもの。今回は後半、そ

の重点施策４について扱う。（※１まちづくりの目標と整合した望ましい商業集積の実

現を図るため、地域ごとの商業集積の方向性及び大型店の規制・誘導の考え方として望

ましい店舗面積の上限の目安を示すもの） 

阻害要因のことだが、商業集積ガイドラインに関しても、当然地権者は土地利用にガ

イドラインが設けられるため、今までと違い、市との整合性を考慮することになる。市

民生活のために御理解いただいた上で、決して一企業、一人が良ければいい、というも

のでなく、静岡市全体が良いものにならないといけない点では阻害要因であるかもしれ

ない。都心エリアマネジメントの促進あるいは地域チャレンジ。例えばエリアマネジメ

ントは地権者のご協力がないと進まない。再開発などでは、それが阻害要因になりうま

くいかない。それを解決しようという都心エリアマネジメントの促進がある。と同時に、

地域チャレンジ。個店はスムーズにいくと思われるが、重点施策２,３,４については

様々な形の阻害要因が出てくると思う。４つの重点プロジェクトを進めていく上で、審

議会でも具体的に検討していきたい。４のガイドラインについてはきっちり作ろう、と

いうことである。 

村松委員  わかりました。地権者による開発は非常に大事。呉服町一丁目が今進めようとしてい

る再開発は、仲間の地権者による協力がないとできない。逆に、郊外型が出ようとする

ときは、浜松の場合、比較的大きな工場がたちゆかなくなり用地を開発する、静岡市の

場合、相川鉄工さんが持っている土地を何とかしてくれということで、都市計画課が早

くからその土地にいいものを、ということから出た産物。経過の中で、今の時代にどう

なのか、が問題である。彼らが言うなりにやってしまうと中心市街地の活性化がなくな

ってしまう。中心市街地内の大型店が抜けていってしまう。そうなるといけないからこ

ういうものを作りながら何とか歯止めをかけたい、ということ。今の三菱地所に歯止め

をかける方法は正直ないと思う。しかし、精神的な要求を与えるといった方法をこうい

うものに盛り込まれること大事だと思う。これから開発する事業者には、しっかり準工

業地域の問題も含めて、また、なるべく準工業地域を赤い色、要するに商業地域にしな

い方策が大事だと感じる。 

宗田会長  用途地域のことは、次のガイドラインのときに詳しく説明する。用途地域ごとにお店

の規模を決めていくのがガイドラインである。 

都心以外に大型店が出ることも問題だが、都心にもちゃんと力をつけてもらわないと

ならない。そのために、都心が新陳代謝して力をつけて発展し、地域の価値の向上を目

指さないと、ということで重点３に都心エリアマネジメントの促進が挙げられている。

戦略を持ってこないと負けてしまう。外的要因、内的要因あるが、内的要因で負けては

いけない。これらを意識しているため、重点３に都心エリアマネジメント、重点４にガ
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イドラインという項番になっていると御理解いただきたい。  

五十嵐委員 計画はよくできてきたと感じる。 

目標年次の設定は。 

      また、P2-6 の商業の動向。呉服町は他都市では見られないほど人が歩いている。清

水の駐車場は静岡へ行くための乗り換えの駐車場か、と言う人がいた程である。静岡の

まちなかが混んでいるなか、なぜ年間販売額が浜松より低いのか分析しないと。浜松は

製造業のまちだが、商業のまちが負けている、とじくじたる思いがある。これをどう分

析しているのか。大型店が出きったという格好であるが、そういうものを出さないため

の方策としての基本計画であり、しっかり分析しないと。自然的に減っている、ではあ

ってはならないと思う。 

そして、グローバルな時代であり、頄目で抜けているのが、まちなか観光の視点。韓

国人、中国人の富裕層が多数来日する。静岡空港もあることであり、攻めの体制として、

インバウンド対応を加えていってはどうか。 

宗田会長  １点目。P1-2で「10年計画」としている。  

２点目。P2-5最下段。「特徴として店舗面積の増加に頼らず、多数の事業者がこれま

での年間販売額を維持している」というのが評価。どう分析するかという指摘に対して

は、年間販売額が伸びている都市は、大型店による都市と、金沢のように多数の地元の

事業者が頑張っている都市とに分けられる。浜松、宇都宮は典型的な大型店によるもの

で販売面積は増え、事業者は激減し、店舗面積は増える状況。静岡は、セノバがでてき

て、ここ数年の年間販売額は確実に伸びていくだろう。反動でどのくらい事業所数が減

るのかが心配される。浜松のように販売額を伸ばすのか、金沢のように規制をかけて、

都心を守りながら、魅力を持ったまちにしていくのか、ということで、商業集積ガイド

ラインで攻めていこうという流れ。デリケートな部分を含んでいるため、明示し難かっ

た。 

３点目。交流は記してあるが、あまり都市型観光まで意識していないかもしれない。 

事務局（久野井主査） 観光については、P5-4「取組み方策(3)連携・協働による地域の総合力を

活用した地域ニーズへの対応」に入る予定。概要版 P5 取組み施策３に観光の視点を入

れた施策イメージにしたい。 

五十嵐委員 P2-6 について。商工会議所としては、浜松のように郊外店があるから販売額が増え

た、という点は承知している。しかし、郊外店があるから浜松に負けている、で納得し

てはいけない。個店が努力して、再開発ビルでも住宅を上に載せていく対応をこれから

もしていく取り組みなど、まちなかを官民一体で充実させて、浜松に負けない販売額が

ないと、都市全体でみると浜松の方が良く見えてしまう。その辺りを強く指摘していっ

てほしい。 

宗田会長  それは、特に都心商業者には、東京に負けないくらいの一流店を作って戴くなど、よ

り一層の努力が必要であり、非常に大変なことである。 

五十嵐委員指摘の３点目。まちなか観光の点は、概要版 P5 の４にも出てくる。まち

なかマルシェ等あるが、一番前に「まちなか観光」を入れましょう。  

熱川委員  一昨年、静岡市観光戦略をつくったときの柱の一つに中心市街地の観光の大きなファ
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クターになる、ということで一つの要素としてうたっている。市として連動させないと

矛盾が出てくる。 

宗田会長  まちなか観光というのは、キーワードになっているということなので、大道芸もあり、

まちなかの観光が盛んな所なので前面に出しましょう。 

村松委員  こちらが仕掛けて、来てもらった人にお金を落としてもらう方策が必要ということ。

難しいことを書かなくても、ずばり、そういう文言でもいいと思う。外国人が来ても、

おもてなしの心で大いに売る。 

宗田会長  あと「まちなかマルシェ」は清水を意識している。清水のまちなか観光の大きな拠点

になるのでお忘れないようにお願いしたい。 

村松委員  P5-4にある市商デパートは今年で最後。この基本計画の計画期間は 10年であり、「市

商デパート」を削除し「大学との連携」を入れてほしい。大学誘致によりもっと活性化

すると思っているので、大学の誘致などもどこかに盛り込んでもらうといい。 

宗田会長  括弧内を削除し、高校、大学、専門学校との連携も忘れずに。静岡デザイン専門学校

のほか技術系の学校との連携も白井委員が以前よりおっしゃっているので、それも忘れ

ないように。デザイン、経営学も大事。   

松永委員  静岡のまちなかは、うまく商業集積されており羨ましく感じる。大型店が出てくると

周りが潤う。逆に大型店が出ていってしまい、まちなかが潰れるというのが過去の例だ

った。清水にしてみると、セノバというまた強敵が出てきたというのが本音。ただ、東

静岡ができたときにはどうしようというのが一番大切なところ。市民からすると東静岡

に商業施設が出来るのは、諸手を挙げて賛成という方が多いと思う。ただ、出店してい

るテナントは苦労しており、その犠牲の上で成り立っている。地元の売り出しは大々的

にやるが、文化、歴史、祭り、行事に殆ど無頓着で非協力的なところが多いようにみえ

る。ヨーロッパ、アメリカでは、オールドタウンと新しくできたまちが上手く連携し合

っているところがある。日本は、市民は来てよ、と言うだけで、事業者は好きに出店し

て、自分の私利私欲のみで商売しているところが多い。この辺りを商業集積ガイドライ

ンにうまく取り入れて頂ければ、いい方法が出てくるのではないか。 

宗田会長  それは、ガイドラインというより、（仮称）商業まちづくり条例で定める手続の中で、

大規模小売店舗にまちづくり、地域社会への貢献を約束してもらうことになる。他自治

体も既にやっているが、足りなければ、御協力いただく形で指導していくべきだっただ

ろう。 

私は、世界文化遺産イコモスの理事をしている。来年度富士山の登録作業に入るが、

中国、台湾、韓国には富士山が人気。チャーター機で静岡空港に来るが、高速を走り沼

津に宿泊し５合目まで行き、東京へ行く。本来なら富士山は日本平からが一番良く見え

る。世界遺産委員会で文化的価値として、絵に描かれた所として印象に残るのは、日本

平。三保の松原も歌枕になるので大事だが、清水に観光客が増えるということ。港湾整

備がきちっとされているが、遺産登録が恐らく３年後に向け、中国・韓国のお客さんを

どうキャッチアップするかということを地元商業者の方も、総力挙げて、備えられると

いいと思う。   

青木委員  セノバができたことについては、いっぱい言いたいことがあるが。 
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  個店同士の話で出たことだが、秋は祭り、イベントが多い。サンバ、おでん、みこし

祭り、おだっくい祭り、大道芸。パッとみると人を呼ぶ材料ではあるが、祭りがあって

も鷹匠に人は来ない、売れない。買物をする人は、混むからと敬遠し、祭りに来る人は、

荷物になるからと買物をしない。イベントがある土日は売上が取れない。七間町や呉服

町の商店街では、イベントの音がうるさくて、落ち着いて接客できないから売れないと

いう声も聞いた。 

  誰が祭りを企画し、何のために担い、誰が潤っているのか。春秋はイベントが多く、

市にとっては賑わっているように見えるが、商業者には痛手であり、またイベント情報

が入ってこない。月１～２回程度に抑えたり、分散させたり等、バランスが取れないの

かと思う。 

熱川委員  ある商店街では、売り上げが伸びたという報告もあり、まち全体で売上が減っている

とのデータは出ていない。業種によって明らかに違う。飲食業では、普段は入らないよ

うな店にも入る。 

  ４つの重点プロジェクトの重点３都心エリアマネジメントの対象について。これから

は、オール静岡でまち衆挙げて振興していくことが必要になってくるので、静岡市民が

お世話になっているガス会社や電力会社含めて、まちづくりに参加してもらうことが大

事なので、その視点を是非入れてほしい。  

  五十嵐委員の浜松との比較の話があったが、商業統計を見ると、決定的な違いは車の

売上及びガソリンが小売りに入っている点。その分析を間違うと、何をまちなかに持っ

てきて、郊外をどうするか、という点の論点がずれる。 

村松委員  浜松にとって車は地場産業。工業都市、商業都市等、都市による性格がある。静岡は

商業文化都市であり、その違いがあることを明確に入れていく必要があるのでは。 

      イベントについて。商店街主導のイベントはサンバのみ。会議所主催のわくわく祭は、

商店会主導。おでん、みこし、おだっくい、大道芸は、実行委員会が勝手に中心市街地

でやっている。それがアンバランス。全て中心市街地でやらなくても分散させてもいい。 

イベントの必要性。サンバも徳川祭りと重なっていた。中央が嫌がっているなら、分散

化するとしたら、どういう文言で表していくのか。文化やイベントとともに地元の商業

がどのように連携していくか、というのが大事なキーワードになるかと思う。 

宗田会長  イベント等は、商業政策というより文化政策であり、美術館博物館をつくるのと同じ

ように、民主的な世の中で、文化をより大衆化、市民参加型にすると都市文化、商業文

化になってくる。鷹匠の青木委員のような店は、美術やコンサート帰りのお客様が買う

店。パリなどオルセー美術館の裏には画廊が並び、おしゃれなレストランがあり、一品

物を買っていく、という大型店が出てこない文化的なゾーンを作っている。そういうこ

とを皆さんで挑戦して、まちの特色がうまくイベントと関連するような工夫する、とい

うことが都市文化をつくっていく作業になる。美術というのは美術館だけでなく、お店

のショーウインドウでも見られる。そろそろそのような流れも大事である。  

青木委員  静岡の今の状態はテーマがバラバラ。それを考える人は誰なのか。  

宗田会長  これからそういう人を作って、まちにクリエティブなコーディネーターが出てこない

と。戦後の売り出しの時代とグローバル化してヨーロッパと競う時代に求められる商業
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者の代表の能力も全く変わってくる。デパートはクリエーター連れてきてレイアウトを

している。地元商業者が競えるようなところまでいかないと文化はできてこない。 

他にも御意見があるかもしれないが、他に修正点がなければ基本計画をまとめたい。 

  ＝異議なし＝ 

宗田会長  基本計画については、概要版含めてここでまとめさせていただき、パブリックコメン 

トに入ることとする。  

      本日はのちほど傍聴者からも発言をいただく予定でいるのでよろしく。 

＝休憩＝   

(２) (仮称)商業まちづくり条例及び(仮称)商業集積ガイドライン（案）について 

  事務局（久野井主査）資料により説明 

＝審議＝ 

宗田会長  今日は時間があまりないがたくさんの説明をしてもらったので、質問を受けたい。時

間内には無理だと思うので、次の審査会までに事務局は、条例とガイドラインについて

委員に個別に説明に伺ってもらいたい。 

条例はともかく、ガイドラインはかなり複雑になっている。なぜこうなのかというこ

とと、P10 のゾーン概要図は、色が塗り分けられており、色ごと仮にこちら側は 1万平

米まで、こちら側は千平米までと決められている。個別の問題になってくるので、細か

く縮尺も大きくしなければならないこともあるかと。特に東静岡が非常に広く赤く塗ら

れているが、なぜこの面積になるのか。用途地域にも関係してくるが、具体的にはこの

広さでいくのか半分でいくのかということも議論していかなければならない。細部につ

いてはこれでいけるとは思っていないが。 

村松委員  P2 条例適用は、構想段階から適用ということで、その後にある、大規模小売店舗立

地法の手続よりもっと前段の手続ということでよいか。 

  もし新たな手続きの流れで言うと、今の三菱地所は、大規模小売店舗立地法の手続「縦

覧・説明会」まできている。今までにないのが、この前段にあるということでよいか。 

事務局（久野井主査） 手続条例が施行されれば、一定の周知期間を設ける可能性もあるが、そこ

から初めて開発を行う方が対象となる。 

村松会長  開発構想からの間が広いが、この条例が入るということか。 

事務局（久野井主査） そうです。 

宗田会長  別の見方をすると規制が入るということ。 

村松委員  P9「規制・誘導の考え方」に、事例として金沢市、浜松市があるが、この規制面積平

米を将来静岡市でどう設定していくのかは、今後の作業か。 

事務局（久野井主査） そうである。 

宗田会長  資料 P11。今後決めていくが、面積が２万、１万、５千、３千、千、500 ㎡とある。

因みに、新静岡セノバ店は 30,000㎡が入る。東静岡（30,000㎡）は、今説明会の段階

だが、20,000 ㎡以上というランク。それをどこにどう配置していくかというご議論い

ただく。ゾーンは分けたが、設定平米まではまだ。 

  P2右。市民対応は、「意見書の対応」だけになっているが、開発構想の届出の段階で

新聞報道がある。構想が市民にとって望むまちづくりに沿っているか否か判断するのは
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市。当然市民のための公告縦覧、説明会があり、市民は説明会を受けて意見書を出すこ

とになる。意見書の取りまとめ、出店者に提出するのは市、あるいは自治体によっては

事業者に説明会を主催させるので、事業者に市への議事録提出や意見取りまとめを義務

付ける場合もある。 

村松委員  P2右側の図は、実線と点線と別にした方がよいのでは。 

宗田会長  事業者と市と市民がある。 

事務局（久野井主査） 縦に時系列に図示したのでわかり難くなっている。事業者と市と市民と分

ける。 

宗田会長  意見書までずっと市民が登場する。審査会も公開で実施するので市民が関係する。条

例の趣旨は、開発時に事業者の意見だけでなく、市民に意見を聞く機会を作り、市なり

審査会なりできちんとジャッジしましょう、ということ。   

五十嵐委員 判断基準は、市民の意見の集約ということか。 

事務局（久野井主査） まちづくりの方針や地域の生活環境に著しく影響がある場合は、最終的に

指導・助言または勧告になる。根拠は、第二次総合計画、都市計画マスタープラン等の

上位計画や商業集積ガイドラインがまちづくりの方針として位置付けられる。 

五十嵐委員 総合計画やガイドラインや都市計画に沿っているか、ということだとベクトルがある 

程度一定沿ってくる。ここでポイントは、市民の意見である。例えば、多数の署名が出 

てきたときは、市はその署名に対する判断基準を持つのか。 

事務局（久野井主査） 今の段階では何とも言えないが、反応が多い場合は、審査会に意見が出て

いることを伝えていくことになる。 

基本的には、指導・助言・勧告という作業においては、「市民意見が多数寄せられて

いるので、今後建築計画や、大店立地の中の周辺地域への対策をしっかりやるように、

こういう意見を踏まえて計画を」と事業者に伝えていく。 

最終的には、指導助言、審査会を経て、勧告、従わなければ、弁明の機会を持って、

公表に至る。 

五十嵐委員 公表した段階で、言うことを聞かなければどうなるのか。 

事務局（久野井主査） そこで終了する。 

村松委員  公表まで至らない場合もある。 

五十嵐委員 市の言うことを聞いてくれれば問題ないが、そうでない可能性もある。その場合、条

例設置による強制権はあるのか。 

宗田会長  最後は、事業者名の公表がある。大店立地法上でも公表があるが、公表に至った事業

者は施行後 10年近く経つが無い。 

五十嵐委員 大店立地法は、道路やゴミ等のことだけで、公表まで行く話ではない。 

宗田会長  京都市は、一番厳しい大店立地審査会だったが、厳しくしても従ってくれて公表まで

至らなかった。公表で充分かと思う。 

五十嵐委員 公表という手続きだけで十分という判断でいいのか。 

村松委員  味方する訳ではないが、今はこの手続がない。今度はその手続ができることと、最後

に公表の手続があり、と二重にやることになる。 

五十嵐委員 言いたいのは、あくまで危機管理。素直に聞いてくれればよいが。 
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村松委員  公表まで至ったたらその先に行けないだろうというのが一般論だと思う。 

宗田会長  罰するだけの法的根拠はないということ。刑法上の問題ではなく、公益の問題。行政

側は、何かしらの行政処分ができないかと探すが、裁判すると、おそらく行政が負ける。

開発関係で有名なのが、市の指導に従わずにマンションを建設したが水道局が水道を止

めた事例で、市が負けた。行政処分のことは行政の限界がある。 

五十嵐委員 行政に対する市民のバックアップが非常に大事だろうと感じる。  

宗田会長  従って「構想が市民にとって望むまちづくり」になっているか否かという書き方にな

っている。事務的には上位計画と商業集積ガイドラインが一番中心になる。ガイドライ

ンに沿わない場合、P2 図の右のライン。沿っていて更に市民に望まれない場合がある

かもしれないが、その場合はガイドラインを改正する必要が発生するかもしれない。 

五十嵐委員 ガイドラインのトーンをどちらに置いたらいいのか。あくまで危機管理で、判断基準

はどこをベースにするのかがやっかい。色々な感情がでてくるのでしっかりしておかな

いと行政側が困る。ガイドラインを作るなら行政側が根拠をきちんと決めておかなけれ

ばならない。 

宗田会長  ガイドラインを作る時に、行政も商業団体もしっかり腰を据えて、この線で守るとい

うことを決めてもらえば、市と市民が一緒になってその線を守れる。しかし、ガイドラ

インをいい加減に作っておいて、そのケースだけ反対というのでは、その地域、店のエ

ゴでしょう、となる。市民も事業者も市も納得できるところでしっかりと作っていきま

しょう。 

村松委員  本日の会議の行政出席者は商業労政課しかいないが、建築基準法、都市計画法は都市

局。事務局から説明を受け、質問をする時に、局は違うが大事なところであり、当面都

市局も一緒にこういう場面に来てもらわないといけないのではないか。今日だけでなく

これからのアクションもあると思うが。 

宗田会長  都市局がいないということは、やろうとしていることの話がついている、ということ。

開発許可申請に行く前に、商業労政課での手続が入ることの合意は取れていると思う。

都市局に同席してもらっても構わないだろうが、手続としては、こちらが先ということ

で了解を得ている。 

五十嵐委員 同じ市として、都市局が知らないことを商業がやることはないだろう。 

村松委員  同席する責任があるのではないか、ということ。 

宗田会長  手続としては商業が先、商業での手続が済まないと都市局に進まない、ということで

了解いただいている。都市局がどのようにやるか、この席ではあまり扱えない、都市局

の法律根拠でやるので御了解いただきたい。 

村松委員  都市計画に関する質問は、都市局に聞かなければ、商業労政では解らないことがある

かと思ったので。 

宗田会長  それは商業集積ガイドラインのこと。用途地域と連動しているので、それを扱う際に

は都市計画も必要かもしれない。 

大塚委員  新しい審査会の委員は、どのような基準でどういう人達が選ばれるのか。 

事務局（久野井主査） 他都市の事例では、まちづくりに詳しい有識者で構成していることが多い。 

村松委員  宗田会長は入らないのか。 
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宗田会長  詳しいことはこれから決めていかなければならないが、大店立地法専門委員会をイメ

ージしてもう一つ作る。学識のような専門家も入る。  

村松委員  商業者は入らないのか。 

事務局（久野井主査） 公平な審査という視点から、利害が絡む市民や関係者はなるべく入れない

のが一般的。  

宗田会長  商工会議所のような中立公平な立場の人に入っていただく場合と、予め賛成派と反対

派と入れておいて、審査会で徹底的に争ってという場合とある。そこに関して間違うと

経済産業省から指導がきて、規制緩和をしたのに逆行している、と当然なる。よって、

メンバーに関して慎重になる。ただ、こういう経緯があるので、市民の方の意見を聞か

なければならないので、市民の方を入れる考え方もあるだろう。 

      白井委員は、何かご意見は。 

白井委員  今日出た意見の中で、大道芸の話があった。静岡市にとっていい行事かと思っていた

が、意外な意見を聞いて驚いた。市民参画フォーラムに出席した時、大道芸の企画者の

一人に話を聞いた。「第 1回の頃は、大変だった。それでも、キレ者、バカ者、ヨソ者、

ワカ者そろい 20年、このような行事になれたことが嬉しい。」と言っていた。当日ピエ

ロに扮して大道芸一員として頑張っていた。このような行事を起こせる人達が静岡の新

しい道を開けるのではないかと思った。 

  また、市長がみえた会合に出席した。市長の話を聞いたところ、市長は、私達のよう

な年代の者も大事だが若い人に頑張ってほしいと、若い人に期待をしており、静岡も変

わるのではないか、と期待が持てた。 

何より嬉しかったのが、本日出たお菓子。包装がデザイン専門学校の方が作ったとい

うことで、専門学校と協働したお店に対して嬉しく感じる。このような取組みがなされ

ていけば市も変わっていく気がするので、期待している。 

宗田会長  よろしければ、ここで傍聴人に発言を求めたいと思うが。 

＝異議なし＝  

＝会長判断により傍聴人発言＝ 

 傍聴人   昨年度までの会議も何回か傍聴させて戴いた。 

県主催ふじのくに交流団として鹿児島へ行ってきた。私の目的は、鹿児島と福岡

の商業団体が各地域でやっている「We Love 天文館」「We Love 天神」といったまち

おこし活動。鹿児島等は、商業者だけでなく大型店、マスコミ、事業所、市、商工

会議所など総出でまち起こしをやっている。実際に関わっている方々と会い、話を

聞き、商業問題を勉強してきた。正にエリアマネジメントを実践している。静岡も

危機感があり、静岡バージョンでやっていきたいと考えてやっている。中央商店街

は接客態度が悪いとか傲慢であるとか厳しいお言葉もあるようだが、生き残りをか

けて必死で次のチャレンジをしているので、御理解をいただきたい。  

  本日午前中に、都市計画課主催の大谷小鹿まちづくりグランドデザイン検討協議

会の傍聴に初めて出席した。パブコメでは、地権者の方々から「大型商業施設をな

ぜ作らせないのか」との相当な意見が出ていた。地権者の方がどう考えるか、まち

にどれだけ大型商業施設が必要かという点について色々な議論があった。まとめと
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して柳沢座長が「地区としての商業地域の必要性とともに、まち全体に影響のある

商業施設がどれだけの影響力があるのか、静岡のまちに購買力があり、新しい商業

施設がどれだけ影響力があるのか、数字で判断することが必要。それを踏まえて市

のためになるのか考えないといけない。無理をした出店では、必ず商業施設そのも

のが崩壊するので最後に地権者が潰れる」ということを仰っていた。私は東静岡の

ことで大変頭を痛めている。東静岡の出店が中心市街地並びに各商業者にどれだけ

影響があるのか、私は数字を出してシュミレーションしている。 

そこで申し上げたいのは、これまで長く議論してきて相当議論が煮詰まっている

が、これが東静岡の出店問題には全くノーパスである、ということについて。先日

東静岡の出店説明会があり、12 月いっぱいまでに地元市民が質問疑問を出して、

市がその内容を判断して審査会にかけ、問題があれば出店者に対して指導勧告する、

という仕組みだと思うが、この中で是非適切な対応を出していただけないか、と意

見として申し上げたい。審議の内容を何らかの形で東静岡に反映させてもらいたい。 

  もう 1点、意見として申し上げる。先日振興公社のまちづくり支援センターでリ

ノベーションの話があった。リノベーションとは、既存の商業施設に手を加えるこ

とで新陳代謝を図るというもの。この方法は全国、静岡に広まりつつある。商業施

設をリノベーションするということを、是非この中で検討する機会があれば、それ

に対する支援制度ができるのではないか。静岡のまちでも既存の財産を上手に使っ

てリニューアルという方法を是非お願いしたい。   

宗田会長   次回の審議会でも傍聴人に意見をいただく機会を設けたい。 

充分お話しいただいたと思うので、これをもって本日の審議会を終了したい。 

 

(2) その他について 特になし 

 

・ 事務連絡 

・ 閉会 


