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平成 23年度第３回  静岡市商業振興審議会会議録 

 

１  日   時      平成 24 年２月 27日（月） 15時～17時 25分 

 

２  場   所      静岡市役所静岡庁舎本館３階 第３委員会室 

 

３  出 席 者     ［委 員］宗田委員（会長）、岩﨑委員（副会長） 

青木委員、五十嵐委員、海野委員、大塚委員、白井委員、松永委員、 

村松委員、渡邉委員（五十音順） 

                 ［事務局］商業労政課 海野参与兼商業労政課長、松浦参事兼統括主幹、 

久野井主査、松田主査、田中主任主事 

 

４ 傍 聴 者   ５人 

 

５ 議  題    (１)静岡市商業振興基本計画（案）について 

         (２)(仮称)良好な商業環境の形成に関する条例及び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、パブリックコメントでの意見及び第２回審議会での審議を踏ま

え修正した点を説明。 

＝審議＝ 

宗田会長  パブリックコメントの人数、意見交換会での意見の割合は。 

事務局（久野井主査）７人から御意見いただいた。意見の割合はパブコメと意見交換会と半々程度。 

五十嵐委員 意見を聞いた商業者の地域はどのようか。 

事務局（久野井主査）意見交換会は、２月６,７日に中心市街地、郊外、静岡地域、清水地域の商

店街等を対象とし、意見をいただいた。意見交換会では、資料の番号６,７が静岡地域、

９,10,12,13,14 が清水地域、15,16,22が静岡地域からいただいた。 

村松委員  今後も商業者とのヒアリングを続けるのか。 

事務局（久野井主査）施策の展開において、必要に応じて今後もヒアリングしていく。 

宗田会長  商業振興基本計画案の取りまとめにおいてヒアリングを実施したが、商業集積ガイド

ラインにいても、実施していく予定がある。 

青木委員  パブリックコメントの人数が尐ないが、増えても意見は変わらないと感じる。基本計

画は、商業者、消費者としても具体性をとらえることができない不安感がパブコメに現

れているのでは。ざっくりとした都市のデザインは解るが、誰がどのような期間にどの

ようにやっていくのかが知りたいことの一つ。売場面積は増えるが売上が減っているの

は、誰もが感じる危機。そこは伝わっているが、それに対する危機回避の施策が求めら
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れている。市民がそれをとらえていることを、重く受け止めなければならないと感じた。 

宗田会長  商業を活発にするのはあくまで商業者。商業をやっている人が商売を発展させる。市

や審議会は、商業者が頑張れる環境を作ろうとしている。その商業振興基本計画に構造

的な課題がある。まず、商業者の方や商業団体がこういう街にしていくんだと、もっと

主体的にどうやって投資していくのかが見えてこない。商業をしていない人間や市役所

は、主人公に代わって表しにくいのが難点。次に更に難しいのは、現状ご商売されてい

る方があり、参入しようとする方もあり、まちづくりの観点はそれぞれバラバラに考え

ている。オーバーストアが心配だと言うのも解るが、シャットアウトすることが正義に

かなうかどうか。また、地元商業を守りたいと思うが、公益や消費者の理解が得られる

か。消費者にとって一番いいことは何かをよく考えないとならない。地元商業者は市民

に対してビジョンを示して、自分達は頑張るから公益で保証するということを言ってい

ただきたい。同時に新規参入事業者には参入にあたっての条件などを示す。どちらの言

い分がよりよいのかジャッジすることが必要になるのかもしれないが、今回のパブコメ

では求めないし、そこまでいっていない。 

事務局   青木委員、宗田会長の意見は行政の限界を示しているかと思う。重点プロジェクトに

は、魅力ある個店の支援があるが、どこまで行政が支援できるのか考えていきたい。ま

た、地域、商店街をサポートする取組みとして地域チャレンジあるいはエリアマネジメ

ントを進める。そして全体の商業の適正な配置を誘導するものが商業集積ガイドライン

と位置付けている。 

五十嵐委員 ネット販売や郊外大型店があり、商業振興は、商店や商店街の枠組みではなくなって

いる。既存の商店を守るとなると商業者の努力だけではどうにもならない。となるとど

うやってまちの魅力を創るか。昔は商店の魅力で人が集まったが、今は都市の魅力があ

るかないか。もっと言えば趣味、グルメ、アート、イベント、遊び等。商業者の割合が

落ちてきている。行政、商工会議所のアプローチの仕方でお客を集めることはできる。

そこから店にどうやって入れるかは商業者の努力で、それは個人の問題。市が果たす役

割は、総合調整でガイドライン等全体的なものの見方をしていくことが求められている。

いかに魅力的なまちを創っていくかが、商圏を広くしていくことになる。 

P4-2に「現状維持しつつ将来発展」とあるが、５年 10年の計画でどちらを取るのか。

現状維持を第一目標とするのか。現状維持するだけでも相当努力を要する。誰もがわか

る方向性、目的は「いついつの時点に戻すという努力をする」といった限定の仕方で、

維持なら維持だけの方が商業らしいと思う。 

      ２点目、P6-7 の「市民、消費者のニーズを捉え顧客に対する…」は既存の商業振興

を活かして、誰をターゲットにするのか。パブコメで言われたから足すのではなく、顧

客なら顧客でいいのではないか。 

      ３点目、P7-2．市の役割が大きくなっているが、「行政」とは誰のことか。市なら「市」

と主語をはっきり示す方が良い。市民、消費者、顧客といった掴みどころのないもので

はなく、顧客なら「顧客」と誰がやるのかわかりやすく書いていく必要がある。 

宗田会長  P7-2．「行政」は、市でよいか。関係機関は何を示すか。 

事務局（久野井主査）「行政」は市をイメージしているので「市」に直す。関係機関は、商工会議
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所など商業に関わる関係機関。 

宗田会長  商工会議所、静岡市商店会連盟、清水商店街連盟、もよいか。 

五十嵐委員・村松委員・松永委員  関係機関でよい。 

宗田会長  五十嵐委員の提案は「具体的に」ということなので、３団体の代表から了解いただい

たので、入れましょう。 

大塚委員  ＮＰＯも入るか。 

宗田会長  入れましょう。 

五十嵐委員 誤解されないようにした方がいい。 

宗田会長  役割に「事業者の活動に対する協力、支援」だけでいいのか。行政と事業者の間に立

つこと、消費者に向けた取り組みも必要だろう。 

五十嵐委員 「事業者」は商業者のことか。 

事務局（久野井主査）イメージとしては企業。前の計画では「民間」だった。 

五十嵐委員 商業者が当事者なら、はっきり記した方が良い。 

宗田会長  都心で客を惹きつけるのは商業者だけではなくなっている。ホテルや映画館もあるが、

商業者と尐し違う。ＮＴＴ・ＪＴ・ダスキン等は本業とは別に、他にいろいろ創りだし

ている製造業の分野を持っているので、広めに「事業者」と捉えてはどうか。 

五十嵐会長 例示しておいて、商業者に当事者意識を持ってもらう必要があるのでは。 

村松委員  商業者よりも「地域生活者」がよいのでは。地域で生活する人は商業者、消費者であ

る。地域生活者が豊かになることが一番いいこと。「地域生活者」が適当な言葉では。 

宗田会長  地域生活者が公。行政も関係機関も事業者も地域生活者のために奉仕している。行政

も重要な役割だが商業者も市民にどれだけ奉仕できるか。自分のことばかり考えている

人の意見は通らない、という社会正義である。 

五十嵐委員 主役になる人は、固有名詞の前にあった方がいい。ダスキンと商業者が同等かという

と違うと思う。主体を何処におくかということ。「商業者など事業者」等。 

宗田会長  「商業者、サービス事業者など事業者」に直し、関係機関の役割に「行政との連携の

強化」を加えましょう。   

事務局（久野井主査）条例から引用していることから、関係機関を「関係団体」とし、商工会議所、

ＮＰＯ、商業団体等としたい。 

宗田会長  わかりました。 

２点目について。表現として「ニーズの『変化を』捉え」が適当。社会が変化してい

るのに、同じ商売を続けていていいわけがない。変化を捉えれば、顧客に対するサービ

スが向上することになる。 

      １点目について。ただ「維持」を入れるのではなく、とのご意見。どうしたらよいか。 

五十嵐委員 落ち込みを止めるという力強い説明があったかと思う。 

宗田会長  商業振興計画は、静岡都心の維持と周辺の買物難民をなくすための維持、という明確

な目的がある。東静岡の商業施設の問題も深刻ではあるが、都心部の維持は当たり前。

尐しでも都心を伸ばしたい。そのためには新陳代謝が必要である。 

事務局（久野井主査）維持は、「維持と成長」ということで、係ってくる言葉がずれてしまった。 

五十嵐委員 維持は、成長に包括される。右肩下がりの現状では、維持は重要で目的にも値する。 
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村松委員  下の説明文で「現状を維持しつつ、個性を磨き、質的成長の促進を進めていくこと」

とあるので、それでよいと思う。 

宗田会長  「維持」とあると努力していない人を守るのだと誤解されてしまう。トータルで地域

にある店舗数や売上高を維持する必要がある。そのためには新陳代謝をよくしないとあ

り得ない。しかし、商売していないのに人に貸したくない、また、テナント料を高くす

ると新規出店の阻害要因となる。そのような迷惑をかける人が多いとシャッター街にな

る。安く貸してくれたら一気に解消する。そういうメカニズムが働くので「維持」とい

う言葉は相当慎重に使わないとならない。店舗数が減っても、若い元気な事業者の割合

が増えてくれば、まちとしてはその方が余程いい。それでは、P4-2はこのままにする。 

      他に指摘はありますか。重要な修正点はフォローしたと思う。３点のうち２点の細か

な文言修正は、事務局と会長副会長に一任しこれ持って取りまとめとしたい。 

＝異議なし＝ 

答申は、後日市長あて手渡したい。審議会委員全員で答申すべきだとは思うが、審議

会を代表して私か、副会長にお願いし、市長あて答申書を渡したいと思うがよろしいか。 

＝異議なし＝ 

 

（２）（仮称）良好な商業環境の形成に関する条例案及び（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）より、資料説明。主に P10,11 について意見をいただきたい。 

＝審議＝ 

村松委員  条例の概要にある「市民にとって望むまちづくり」とは何を指すのか。 

事務局（久野井主査）ガイドラインのことを指している。 

宗田会長  ガイドラインは、上位計画に沿っていないとならない。 

村松委員  ガイドラインの策定の時期は、急いでやるのではなく、研究会を設けながら策定して

ほしい。 

宗田会長  既に策定は遅れている。今回３回目の審議だが、事務局はいつの策定目指すのか。 

事務局（久野井主査）なるべく早く策定したい。条例は市議会に上程するため６,９,12,２月のタ

イミングに限られる。24度中の策定を考えている。 

村松委員  東静岡の三菱地所は適用されないが世間は動いており、あまり遅くなってもいけない

が、わかった。 

宗田会長  本来なら２年前に策定されていてもよかったが、中々賛同が得られなかった。 

五十嵐委員 ガイドラインをできるだけ早く作って制限した方がいいと思う。 

まちづくり方針の枠について。大谷・小鹿地区の区画整理により用途が商業地域とな

った場合、東静岡のように大型店が出てくることもある。同じ轍を踏まないためにも、

大谷・小鹿地区で地元が区画整理し、商業地域にしようとしたらどうするか。  

事務局（久野井主査）大谷・小鹿地区の土地利用については検討中。農業の商業施設、観光系など

大谷・小鹿地区グランドデザイン検討協議会で検討されているが、まだ見えてこない。 

五十嵐委員 今の時代では、観光、物流、工業団地になる可能性はない。可能性としては商業地域。

区画整理組合が商業地域にしようとしたとき、その可能性はあるのか。 
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宗田会長  大谷・小鹿地区は、市街化調整区域なので、まず都市計画審議会で市街化区域にする

手続があり、次に区画整理事業の都市計画決定となる。市街化区域になえれば、用途地

域を定めることになる。大型店の出店については、そもそも商業の用途地域にならなけ

ればならない。３つの都市計画決定がなされ、仮にこのガイドラインができていて、出

店規模が 1,000㎡未満でなければ、このガイドラインも変えなければならない。出店方

法は２つある。1つはまちづくりの方針に沿わず、無理やり出店する場合。そのときは、

市民に「行政の指導に沿わずに、一方的に作ってしまった」と公表することになるが、

その場合、事業者は傷つくことを嫌うので通常はない。もう１つは、正当にやろうとす

ると、もう 1回審議会を開催してガイドラインを作りかえることになる。このガイドラ

インと条例を来年度中に決めてしまえば、通常出店は早くても５,６年先であり、都市

計画決定手続に３年かかるので、そこまでかけて出店することは困難と思われる。 

五十嵐委員 ガイドラインが出来ることで、出店するかしないかすっきりする、と理解してよいか。 

宗田会長  どこにどのくらいの規模で出店できるのか、はっきり解ることになる。 

村松委員  ガイドラインを作ろうとしている最中、駆け込み出店があるかもしれないので、「策

定期間中に関しては慎重に取り扱う」という項目を入れることができるか。 

宗田会長  ガイドライン策定の情報は伝わっていく。９月議会と２月議会で半年違うが、土地を

売りたい人はいるので、当然駆け込みも出てくるだろう。秘密で会議も出来ない。駆け

込みを出さないためには、市民の方の厳しい視線が必要。 

五十嵐委員 大谷・小鹿地区のパブリックコメントは何件も出ており、相当影響力がある。７人の

パブコメでも四苦八苦する。ガイドラインにも影響力があり、よく理解しないといけな

い。 

宗田会長  千通を超える意見書があると１件ずつ整理するには相当時間がかかり、その上で判断

する作業が発生する。 

五十嵐委員 決めるものは決めて、スタートダッシュをよろしくお願いしたい。 

村松委員  この分野は、商業労政だけでなく都市計画も大事。一緒に検討して欲しい。 

宗田会長  従来ガイドプランは都市計画課の了解が得られなかったが、本日の資料までは理解協

力が得られている。五十嵐委員の言う大谷・小鹿地区の問題は常に状況変化しているの

で、都市計画課からもサポートをお願いし、情報交換してもらいたい。 

五十嵐委員 条例の概要資料 P１.３-③．都市計画法の用途地域「12種類の…」と表がある。この

表で地盤の規制と面積設定と整合を取った場合、どういう数字になるのか。 

宗田会長  都市計画法より厳しい数字になる。 

五十嵐委員 どの地域をどこに想定しているのか。 

宗田会長  第２種住居地域 10,000㎡以下を例えば 3,000㎡以下にする。 

五十嵐委員 例えば、都心商業はいくつのことを言っているのか。 

事務局（久野井主査）ガイドライン策定の検討手順 P2.図表とゾーニング概要図を参照。商業の視

点のため、用途地域をきっちり反映させた訳ではないが、概ね、赤の都市型は、用途地

域の商業地域を想定しており、都市計画法上は無制限の地域。青の近隣商業地域は、都

心近郊のため、主に近隣商業地域が入り、無制限の地域。商業や人の配置の実態に合わ

せて、準工業地域も含まれる。地域拠点型は、主に近隣商業と第 1種住居地域。あとは
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緑の住宅型で、準住居、近隣商業、準工業地域など都市計画法上では 10,000 ㎡以下ま

で建てられる所も一体としたゾーニングになっている。   

村松委員  2000年以降出店した 20,000㎡のセントラルスクエアがあるが、オレンジ色（地域拠

点型）になるのはどういうことか。 

事務局（久野井主査）上位計画等で、駿河区役所周辺は地域拠点と設定されており、一定の機能が

集約され、そこには商業機能が必要ではないかということで地域拠点と設定した。  

村松委員  清水折戸のジャンボエンチョーと考え方は同じか。 

事務局（久野井主査）ジャンボエンチョーのところは、今のところゾーニングでは住宅型の設定。

ガイドライン策定前の出店である。 

五十嵐委員 特化型は、都市計画法上どこに該当するのか。 

事務局（久野井委員）紫の特化型は、観光といった興津等２峠６宿を設定している。用途は主に近

隣商業、準工業。近隣生活型は、近隣商業をベースにしながら準工業が入る。住宅型は、

面的に広くしており、準工業、第一種住居、工業地域等その他色々な用途のものが入る。  

宗田会長  用途地域として元々店舗面積の上限が定められていた。準工業、工業地域でも店舗は

できた。郊外の工場が潰れ、跡地がショッピングセンターになる実態があり、平成 18

年都市計画法改正があり、これらのところには延べ床面積 10,000 ㎡までの商業施設し

か造れなくなった。ガイドラインは更にそれを静岡の特性に応じて決めていきましょう

というもの。ただ、観光の戦略上特化型のように都市計画法の許す範囲で認めることも

ある。 

五十嵐委員 都市計画法が上限になるということ。市としてはコンパクトシティだから、白地は別

として、中心地(赤の都市型)を更に拡大していく気はないということでよいか。 

事務局（久野井委員）はい。 

宗田会長  区域の色塗りと P11右側の面積設定の２つの作業がある。数字のご意見があれば承り

たい。 

P11.２面積設定の数字の根拠は、先程 P12に示した店の事例。P11.４面積設定案に数

字を入れていきたい。都心・副都心は制限なしになるだろう。地域拠点型は 10,000 あ

るいは 20,000 ㎡、特化型 3,000 か 8,000 ㎡か。近隣商業も 1,000 ㎡かなど。幹線道路

に関しては、案１と案２がある。広い道路沿いには大きい施設が出ても仕方がない、裏

側の土地は 1,000㎡でも、表の広い通り沿いは 3,000㎡まで緩めてあげましょう、とプ

ラスαするもので、４の表中（幹線道路沿線）の部分。その幅員を 16ｍとするか 10ｍ

とするか。Ａ４資料 P７参照。幅員 16ｍは片側２車線と歩道がつく広い道路。駿河区役

所周辺は都市計画マスタープランにより拠点形成を図るとされている。反対意見として、

公共はいいが、商業は駅北側があるので敢えて抑える、という議論があるかもしれない。 

既に御了解いただいている条例の趣旨は、市民にとって望ましいまちづくりを出店者

と市民が対話できる機会をつくる、今までなかった機会をつくって議論しましょう、と

いうもの。 

五十嵐委員 今の段階で、数字を提案するのは難しい。他市の事例や比較検討できる叩き台を次回

出してもらいたい。 

宗田会長  事務局は準備している。委員の皆さんに今回ご意見いただき、次回提示したい。 
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      委員の皆さんから一言ずついただきたい。 

大塚委員  どうしたら商業が盛り上がるか考えるのは、最終的には商店主自身のモチベーション

が影響する。それは、条例や施策には出てこないだろう。いかに商店主に自信を持って

もらうかという事例を挙げたい。２月 18,19日こどもクリエイティブタウンを応援する

事業「はじめてのしょうてんがい」を実施した。商店主が子どもを従業員として受け入

れ、仕事を手伝って貰い、地域通貨の給料を払う、地域通貨を商店街で使う、というイ

ベント。商売の原点、商店街の役割が現れたと思う。商店主は必要とされていないので

はないかと自信を失っているようだったが、イベントを通して店主が生き生きとしてい

た。今後も好事例になるのではないかと思った。 

海野委員  ガイドラインの面積設定に関する準備をしていただければと思う。また、他市の比較

対象もよいが、面積を考えるに当たり P12にある既存施設がどうなのか、ヒントがある

のではないか。生活者としてどのように評価していいか解らないが、地域における面積

がはっきりでているので、それに対しての課題や要望など現状をもう尐し詳しく。 

宗田会長  ある程度は、説明できる。例えば、デパートはバスや電車で、10,000から 20,000㎡

の郊外の大型ショッピングセンターには車で行く。5,000～3,000 ㎡には自転車、1,000

㎡は歩いて行ける。車を持っていなければ、郊外型大型店舗には行けない。どこでもア

クセスできるようつくってしまうと、郊外型だらけになり、徒歩圏の 1,000㎡レベルが

潰れショッピングセンターしかないまちになってしまう。1,000 ㎡、500 ㎡以下のお店

が残るようにしたい。 

審議会とは別に勉強会を開いてはどうか。 

事務局（久野井主査）個別に説明にお伺いしたい。 

白井委員  大谷・小鹿地区の話はよく解るが、住んでいる市民の人にとって幸せなのだろうかと

感じる。 

      また、先日おでんフェアに行ったところ、両替町の通りに子どもがいて危なかった。

あの時間帯だけでも車を止められたら、おでん屋も安心だと思った。 

      そして、岩﨑先生のブランド力の公開講座で、静岡県に対する印象の話があった。京

都のお茶の「高級、高価」というイメージに対し、静岡茶はお茶の質はいいのに「大衆

的、普通」とのことだった。静岡のお茶は、大衆的で普通であってもいいと思っている。

それを上手に売る、中身で勝負だと思う。ブランドの発想で、京都は「和・歴史」、北

海道は「自然・ナチュラル」、横浜「おしゃれ」、静岡は「特にない」という結果だった。

それを商業やっている人はどう感じているのかと思う。まちづくりも大事だが一つ一つ

が大事だと思う。 

松永会長  パブリックコメントと意見交換会の中で、「面的な回遊性向上のため自由通路建設を」

との意見を出した。店が毎月閉店しており、進行している。東静岡地区に行政を移し大

きな構想の中でということで合併した。自由通路について、旧清水市は鉄道を高架化で

きなかった。清水橋を地下道にと地元要望があったが、実現できず、通行量の多いＪＲ

に分断され港地区に往来し難い。合併時に市は駅前銀座の長崎屋の跡地に自由通路を作

ろうと計画していた。港湾にテルサがあり、今後市民会館、河岸の市ができるが、通路

はＪＲの駅の１箇所しかない。自由通路で、すぐによくなるとは思っていないが、回遊
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性が港への親しみに重要だと考える。考えをくんでいただきたいのでよろしくお願いし

たい。 

渡邉委員  面積については、皆さんが仰ったように１箇所でなく全体にうまく市民が移動できる

ような考えでいければと思う。 

      維持から成長できるようにどうしたらよいのかは、これから話し合っていただけたら

と思う。魅力ある商店をつくっていただければがどんどん行きたいのでよろしくお願い

したい。 

岩﨑副会長 ガイドラインは量の議論。量と質のバランスが大事。同じ 1,000 ㎡でも消費者の支持

があるのとないのとでは全然違う。基本計画は質の面、ガイドラインは量。これから２

本柱で走っていくのだと思う。 

「現状維持」は何もやらないことではない。維持するためには変化しなければならな

いので、読み方を何もやらないと読んではいけない。 

宗田会長  傍聴席から一人だけ一言お願います。 

＝会長判断により傍聴人発言＝ 

傍聴人   ガイドラインは、慎重に、スピーディにお願いしたい。 

基本計画のパブリックコメントを提出したが、その取り扱いを知った。これから書く

のをやめようかと思う。字句を修正したが内容について審議されていない。審議すべき

ことは取り上げてもらう必要があるのではないかと思った。パブリックコメントの本質

的な問題を捉えてもらいたい。 

      基本計画では「現状維持」が不適切とあったが、成長はあり得ないので自分は「衰退

の防止」を進言した。決まってしまったのであれば仕方ないが、可能であれば再審議し

てもらえれば。 

      東静岡のガイドラインでの位置付けは、創造文化機能、静清一体化都市構想、とある。

市民として都市構想が半分破綻していると思っているのでシビアな捉え方をしてもら

わないとおかしなことになる。創造文化機能は都心にあるべきだと思うのでご審議いた

だきたい。 

宗田会長  都心側からも創造機能を担っていることを示してもらいたい。  

これで本日の審議は終了したい。 

 

(2) その他について 特になし 

 

・ 事務連絡 

・ 閉会 


