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平成 24年度第２回  静岡市商業振興審議会会議録 

 

１  日   時      平成 24年６月 29日（金） 16時 00分～18時 30分 

 

２  場   所      静岡市役所静岡庁舎新館 17階 170会議室 

 

３  出 席 者     ［委 員］宗田委員（会長）岩﨑委員（副会長） 

熱川委員、海野委員、大塚委員、小股委員、白井委員、丹羽委員、 

松永委員、村松委員、渡邉委員（五十音順） 

                 ［事務局］商業労政課 森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、山田主査、早川主任技師 

 

４ 傍 聴 者   ８人 

 

５ 議  題    （１)（仮称）良好な商業の環境の形成に関する条例（案）について 

（２）（仮称）静岡市商業集積ガイドライン（案）について 

 

６  会議内容 

・ 議事 

(１)（仮称）良好な商業の環境の形成に関する条例（案）について 

  事務局（久野井主査）［資料１～３により条例のパブリックコメント案の説明］ 

＝審議＝ 

宗田会長  スケジュールについては。 

事務局（久野井主査） 本日の審議会で案が固まれば７月４日から８月２日までパブリックコメン

トを実施したのち、審議会を開催し、案を決め、９月議会に上程する予定。 

宗田会長  資料１～３が原案としてパブコメ案とするのか。 

事務局（久野井主査） パブコメに提示する資料案としては、資料２.２「条例による新たな手続

の概要」、３「条例による手続の流れ」及び資料３としたい。 

宗田会長  資料１～３については、従前から再三審議してきた内容であり、本日パブコメ案を決

めたい。 

村松委員  長い時間かけて審議してきたが、パブコメによって簡単に方向性を変えられてしまう

ような多数派工作が起こると、何をやっているのかということになる。そういう流れに

振り回されないようにしていただきたい。かつて、パブコメで賛成派、反対派各々から

の意見の出し合いになってしまったことがあった。 

条例の内容はこれで良いと思う。資料は、細かいと解らないので、素人に解り易い資

料にしてほしい。  

宗田会長  パブコメ実施後、市民から提出された御意見を、事務局通じてそのまま市議会に提出

するのではなく、審議会で審議する。意見に対する評価について、また相談いただきた

い。 
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小股委員  資料３（14）の「（仮称）商業環境形成審査会」と本審議会との関係はどのようか。 

事務局（久野井主査） 本審議会は、条例に基づき設置し、商業振興策等について議論する場であ

る。新しい審査会は、専門的な見地から、ガイドライン、指針と届出内容が整合してい

るか、審査する場と考えている。 

小股委員  個々の案件が発生したとき開催する審査会ということで、今後のガイドラインのみな

しなどトータル的なことについては、本審議会で議論していく、ということでよいか。 

事務局（久野井主査） そうです。 

村松委員  本審議会と（仮称）商業環境形成審査会の委員が重複することもあるのか。 

事務局（久野井主査） そういう部分もあるかと考える。 

村松委員  審査会委員は、今までの流れを理解している人がいいと思う。 

宗田会長  参考にした他都市の事例があると思う。勧告した例があるのか。また、開催された例

があるのか。 

事務局（久野井主査） 条例案は、京都市、金沢市、浜松市を参考にしている。他都市は、商業振

興基本条例のような理念条例や当商業振興審議会のような会がない。浜松市と金沢市は、

良好な商業環境の形成に関する条例で審査会を設置し、ガイドラインを策定し、審査会

を開催している。会議は、設置したときに開催する。その後、指針に沿わない店舗が出

店してきたとき、勧告、公表にあたる審査会は、開催されていない。京都市は、ここ５

年間、開催されていない。 

宗田会長  補足すると、他都市では、この種の条例とガイドラインは、商業者に尊重してもらっ

ている。金沢市、浜松市でも尊重しなくて、条例にある手続に進んでいき、勧告を受け

た事例はない。京都市は、京都まちづくり審議会がある。制度として設計してあるが、

審査会は開催されないのではないかと思われる。開催されることは余程のこと。この条

例、ガイドラインには、罰則はなく、せいぜい会社の名前を公開するだけ。こじれたと

きに少人数の専門的な人が集まってどのような法的な手段があるかと話し合う防止装

置のようなもので、それが働かない前提でつくってある。基本的には、審査会が開催さ

れてはいけない。 

では、御意見がなければ、条例案については、資料２後半と資料３をもってパブリッ

クコメントにかけたいがよろしいでしょうか。 

＝異議なし＝ 

 

（２）（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４～６。前回の議論の概ねの方向性を確認（幹線道路の考え方は案１の

16m、面積設定案は各ゾーニングの方向性に基づき、住宅型について案２と案３の中間

の案を次回提案する）し、案 2.5①と②を資料５と照らし併せながら説明。また、今回

の変更点（資料６.P10用宗を地域拠点型から特化型に変更）を追加説明。 

        また、商工会議所の小売商業部会や大型店･スーパーマーケット連絡会（意見なし）、

商業者との意見交換（東静岡は 10,000 ㎡、住宅型は 1,000 ㎡が望ましいとの意見）の

状況を紹介。］ 

 ＝審議＝ 
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宗田会長  本日の審議で、パブコメ案をまとめたい。前回の審議会では、案２と案３の支持があ

ったことから、間の折衷案をつくろうとなっており、案 2.5①と②が提案された。①と

②の違いは、都市軸幹線道路沿線は 8,000㎡まで認めるか否か。既に事務局が各委員に

説明し、意見は伺っているかと思う。商工会議所と市商連は、組織としての意見もある

だろう。 

村松委員  前回の議事録を見ながら前回の議論を思い出してみたが、前回会長は、面積は案１、

２は経過で、案３についてもう少し手を加えるかどうか、ということを含めて検討する

という件で終わった認識でいた。自分の意見としては、8,000 ㎡は大きいので、5,000

㎡という数字はでてこないのか、3,000㎡も大きいので 2,000㎡でもよいのではないか、

と案３を厳しく設定していく方向性を求めたつもりでいた。 

今回 2.5案出てきて、3,000㎡が 6,000㎡に、1,000㎡が 2,000㎡に変わっていると、

何だったのかと危惧をしている。事務局が説明に来たとき「売場面積であり、駐車場や

バックヤードを含めると、住宅地での 1,000㎡でも規模はもっと大きいものができるの

で、厳しく設定してもらいたい」と申し上げた。今日も傍聴に見えているが長田でスー

パーをやってらっしゃる方は、300 ㎡、400 ㎡でも地域密着型で立派に地域で愛されて

いる。あまり大きくない数字で設定した方がいいと思う。8,000㎡も 5,000㎡にしてく

れればいいが、ここはどうしても、というならせめて、3,000㎡を 1,000㎡にしてもら

いたい。これが、市商連の考え方と思っていただいてよい。 

宗田会長  確認させてもらうが、冒頭仰ったように、案２と案３の間というよりも、案３にいく

手前にどのくらい緩められるか、ということであり、案１、２に戻ることはない。今審

議していただくのは、案 2.5①、②、案３である。 

村松委員の御意見として 1点目。8,000㎡という数字は、都市軸幹線道路沿線のこと

で、これを 5,000㎡にということですね。２点目、案2.5①②の住宅型幹線道路以外2,000

㎡は、1,000 ㎡がいいのではという点。３点目は、案 2.5 と案３はいくつか、6,000 ㎡

と 3,000㎡、3,000㎡と 1,000㎡など若干違っており、審議の余地がある、ということ

ですね。 

では、熱川委員、お願いします。 

熱川委員  視点としては、時間をかけることなくスピード感をもつこと。だいぶ時間をかけてし

まったが、やっとここまできた。当初放っておくと商業環境がどうなるか解らない、と

いう心配の下に、様々な意見を集約して、今まで皆の意見を排除しすぎて今まで手が出

なかったことを思い切ってやろうとやり始めたことであり、ここで長引かせたくないと

思う。次のステップを考えると、スピード感を持ってやりたい。 

案 2.5①②とあるが、国道１号、南幹線、北街道沿いで、地元商業施設で 6,000㎡を

越えている所もあるので、ガイドラインに沿っていないものをできるだけなくしたいこ

とから、8,000㎡もやむを得ないかなという思いがある。 

住宅型は、用途地域において第 1種、第 2種低層、第 1種中高層住居専用地域は都市

計画法で 150㎡以下、500㎡以下と設定されているので、スピード感を持ってやること

を考えると、ベストとは言わないが、案 2.5①あたりで示した方がいいのではないか。 

宗田会長  実態の問題があり、このガイドラインにすると不適格になる商業施設はどの程度ある
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のか。 

事務局（久野井主査） 資料６.P10 参照。住宅の幹線道路沿線以外を 1,000 ㎡とすると、幹線沿

いにない小さい丸の 10店舗程が不適格になり、2,000㎡なら適合する。2,000㎡とする

と三保半島の２店舗の他、３、４店舗が沿わなくなる。 

都市軸幹線については、北街道は抜いて、国道と南幹線だけとして御相談したい。国

道１号では、シラトリ、コジマが 6,000㎡なので 8,000㎡なら適合、南幹線には不適格

となる店舗はない。 

  宗田会長  ガイドラインは遡及しないので、不適格でも今ある店舗はそのまま営業してもらうこ

とになる。次の建替えや、経営者が変わったときはどうなるか。 

事務局（久野井主査） 増改築の扱いだが、増築を届出の対象としたい。 

宗田会長  ガイドラインに沿ってない既存店舗の場合、売場面積が変わらない改築は認めるが、

売場面積の増える増築は認められないということになる。店舗が一旦無くなったらゼロ。

新経営者が新店舗を建築するときには、ガイドラインが適用されるという方向。  

      住宅地の 2,000㎡、1,000㎡の点は、資料２参照。都市計画法の用途地域は、第１種

低層住居地域は、商業施設は立地できない。第２種低層住居専用地域は静岡市にはない。

第１種中高層住居専用地域は 500 ㎡以下、第２種中高層住居専用地域は 1,500 ㎡以下、

第１種住居地域は 3,000㎡以下。 

      資料６P.10 参照。緑色の部分が資料４の住宅型となる。住宅型イコール全て 1,000

㎡または 2,000㎡となる訳ではなく、緑色の半分以上は用途地域による規制があるため、

そもそも 500㎡または 1,500㎡以下しか建設できない。(都市計画図参照)紫色、青色(草

薙駅北側、三保、安倍川左岸など)の工業系は 2,000㎡になることで規制が厳しくなる。 

事務局（久野井主査） 資料６.P２図表参照。 

宗田会長  他に御意見はいかがでしょう。 

村松委員  補足したい。案 2.5は、8,000㎡を 6,000㎡に、或いは 3,000㎡はそのまま 3,000㎡。

特化型商業の幹線道路が6,000㎡になったために、幹線道路沿線以外は3,000㎡になり、

上が 6,000㎡になったために 3,000㎡になるというように、分母が上がったので分子も

同じにしたのでは、案１、２と変わらない。幹線道路沿線以外は厳しくすべきというの

が私の意見。 

地域型拠点で、幹線道路 8,000㎡、幹線道路沿線以外 3,000㎡というのは、止むを得

ない。 

特化型商業の幹線道路沿線は、案２は 8,000 ㎡ 案 2.5 は 6,000 ㎡、案３は 3,000

㎡になっているが、もしかしたら 5,000㎡でも止むを得ないのでは、と言ったのが前回。

特化型商業の幹線道路以外は、地域型拠点と差をつけるために 2,000㎡でもあり、と言

ったような気もする。 

近隣生活型は、幹線道路沿線 3,000㎡、沿線以外 1,000㎡、そして住宅型も、幹線道

路沿線 3,000 ㎡、沿線以外 1,000 ㎡いう気持ちだったにも関わらず、案 2.5 は、全て

1,000㎡がなくなって、ここに 2,000㎡が復活しているのが私の言っていた議論と違う。

6,000㎡が復活することで 3,000㎡が元に戻ったとなると、案１，２に近づいたのでは

ないかと危惧する。本当は案３を踏襲したいが、折衷案はないかと、こういう数字を言
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ったつもり。 

宗田会長  確認すると、基本的に案３ということですね。譲るとすると、特化型の幹線道路沿線

3,000㎡を 5,000㎡で、幹線道路沿線以外 1,000㎡を 2,000㎡で、というご意見。  

村松委員  特化型商業の地域は、比較的まちなかなので、多少大型店が出ても止むを得ないかな

という地域性があると思う。その周りの幹線道路沿線以外は、1,000㎡でも本当に大き

いと思う。バローで 1,400 ㎡。駐車場面積を入れると 5,000～6,000 ㎡の内容を持って

いる。広域調整の立場なので、なるべく…。先程会長が仰ったように、用途地域の関係

で厳しくしているので、あえて緩くする必要ないのではないかと思う。 

宗田会長  特化型商業の地域は。 

事務局（久野井主査） 興津、蒲原、用宗である。 

宗田会長  特化型商業は、用宗、興津、蒲原の駅周辺を 6,000㎡とするか 5,000㎡とするか。ま

た、幹線道路以外を 3,000㎡とするか 2,000㎡とするか。商工会議所としてはどうか。  

熱川委員  事前に事務局からもそのような話は出ていなかった。案３にするというのは それは

違うと思う。 

村松委員  そうです。そういう議論はなかった。こういうので進めていますということで、方向

性としては案３になりそうだと、ここでは。 

熱川委員  案３にするというものではなかった。 

村松委員  案３にするという意見ではなかった、こういう案があります、と。 

熱川委員  既存の施設も含めて、いかに商業環境を良好に保つのか、というところだったと思う。 

青木委員  案３を支持したい。市の目指すまちはコンパクトシティであり、それは近隣でも用が

足せるということだと思う。大型店舗が便利かというとそうではなく、近隣に商店、商

店街が無くなってくるのは不便。最初から出ている意見であるし、自分の立場は個店。

小さな町がいくつもあって、しゃべりながら歩くというのが、楽しいまちの姿として、

自分もつくっている。なるべく店舗の大きさが小さい方が、お洒落なまち。景観的にも、

大型店は大資本で、どの県に行っても幹線道路に同じような店があり、地元企業が大型

店を出していることはあまりない。似通ってしまう大型店の出店を容認することになる

と思うので、静岡市の特性を出していきたい、洒落た感じに、コンパクトにしていくに

は、店舗は小さく、凝縮されており、温かみがあるイメージで自分もやっている。以上

のことから案３に賛成とさせていただきたい。 

小股委員  前回欠席したので、幹線道路の定義はどのようか。 

静岡の幹線道路は、片側２車線４車線 20ｍが非常に多い。その後、道路構造令が改

訂され、４車線は 25ｍの幅員がないと整備できなくなった。案１の幅員 16m が幹線道

路の扱い、ということか。 

事務局（久野井主査） 片側２車線を幹線道路としたいと考えている。車道３ｍが４本あり、歩道

２ｍが２本で 16ｍ。概ねこのぐらいの幅員があれば、交通的にも誘導してもいいのか

なと考えている。 

小股委員  幅員 16ｍの４車線という道路はあり得ない。今から蒸し返しても仕方ないが、20ｍ

４車線はかなりある。20ｍを基準に幹線道路になれば、案 2.5で 6,000㎡にしてもいい

のかと思う。それ未満だと２車線になるので、交通量はかなり減ると思う。そのとき
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3,000㎡か 2,000㎡かという議論はあるだろうが。 

幹線道路の今の実態、現状の張り付きと用途地域をみて、住宅型の中でも路線の近隣

商業があり、当然幅員が広いので、中野小鹿線（SBS通り）などそういうところはある

程度許容して 6,000㎡でもいいのでは。 

幹線道路の定義が、案１で前回決まっているということであれば、もう一度議論して

もいいのかと思う。 

宗田会長  そうですね。どうしましょう。 

事務局（久野井主査） 今の幹線道路の張り付き状況を見ると、16ｍ以上あるのは、図の通り。 

小股委員  16ｍで４車線はあり得ない。そこで線引きをしたのがよく解らない。  

事務局（久野井主査） 今回、厳密に４車線というより運用の部分あるので、20ｍとなると、再度

道路の張り付きを調べ、再度会議にはかるということも。 

宗田会長  進め方は別として 事実関係だけ確認したい。車線数はともかく 16ｍの道路は、P10 

16ｍ以上というのが、太い線。細い線が 10m以上。幹線道路は、16ｍ以上としている。 

事務局（久野井主査） 幹線道路の考え方が定義されている訳ではない。新しく作る道路は、４車

25ｍの設計基準があるが、定義が主要地方道等あるなか、今回ガイドラインの中で、幹

線道路をどういう定義をとするか、ということ。 

宗田会長  仮に 20ｍとすると、図面上の幹線扱いがどのくらい少なくなるのか。 

村松委員  自店前の北街道は、ここでいう幹線道路の４車線 16ｍ。計画はあるが小股委員の言

うように広くない。散々議論してきて、16m を定義として、面積を議論してきたので、

今欠席したからと蒸し返すと再度調べなければならないので困る。   

宗田会長  16ｍの事実はこの通りで、このぐらいの範囲での幹線と認めるか、20ｍとするかの議

論となる。 

海野委員  幹線道路の幅員が何ｍだろうと、生活者にとって片側２車線で流れが良い、交通量が

多いイメージで厳密に議論できない。幹線道路のイメージは生活者にはあまり。 

宗田会長  太い幹線道路には、大型商業施設ができるということで話が進んでいるので、大事な

議論である。 

      一旦休憩しましょう。 

＝休憩＝ 

＝審議＝ 

宗田会長  資料２都市計画法の用途地域の商業施設の立地の説明で不足点を補足する。この面積

は、建物の床面積で建築面積。今私達が審査している資料４の床面積は、売場面積であ

り、売場面積と建築面積は違う。都市計画法上、第２種低層住居専用地域 150㎡という

のは建築面積で、売場面積に充てることができるのが 120㎡程度。500㎡や 1,500㎡の

場合バックヤードや駐車場も必要になる。以前も話題にしたが、この種のことを調べる

と、売場面積が 10,000 ㎡だと建築面積は 1.8 倍程度必要になる。よって実際の都市計

画法上 1,500㎡以下というのは、実質売場面積が 1,000㎡以下となる。500㎡以下は頑

張っても 300㎡以下、150㎡では少し大きなコンビニ程度の規模になってしまう。以上

のように住居系は 1,000㎡以下という規制がかかっていることを説明に補足する。 

      今、案３に青木委員の支持をいただいたところ。 
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一方、案２を案３まで厳しくできないのは、商工会議所も関係するが、既に中・大型

店を経営している人達の立場からすると、あまり厳しいと賛成できないという要素もあ

る。そこから折衷案 2.5が出ている。どちらに絞っていくかということの意見のバラン

スを取ってパブリックコメントにかけたいが。 

村松委員  これは、既存店に網掛けするものではないんですよね。既存店で経営している人たち

には問題はない。会議所内で、こうなったら大変という議論とそのような方達が今後も

大きく出ようとするときにこれでは困るという議論と、どこまでどうか良く分からない。

商議所小売商業部会の際、商業者から具体的にそのような意見があったとは思わない。 

宗田会長  実は、小売商業者のことではなく、規制に反対するのは工場、土地を持っている方。

ここなら例えば 8,000㎡までの店なら買ってくれるが、5,000㎡や 2,000㎡までしか駄

目となるとまとまった工場の跡地の使い道がなくなる。商工会議所メンバーにも、倉庫

をお持ちの会社もたくさんある。倉庫が要らなくなり、出店しようとするとき途端に困

ってしまうという側面がある。商業環境形成の指針を作ることなので、安全かつ必要な

店舗が身近にあることが大前提で、賛否両論あるかと思う。どうでしょうか。 

岩﨑副会長  商業環境を良好にし、質を向上させていくということで、個人的には量の規制で質

を上げることができるのかどうかと思っている所。ただ、青木委員の言うように、小さ

くても個性的で地域域密型の店が増えることを願っているところ。量を小さくすればそ

うなるのかは解らない。消費者の方々の意見も伺いたいところ。 

渡邉委員  岩﨑副会長が仰ったように、消費者の立場になれば、青木委員のお店のように小型の

お店があることが理想かもしれない。中心部には大型店がないと静岡市は発展しないと

思う。そこが難しいところだと思う。主要幹線には大型店があってほしいと思う。住宅

地は、弱者をどうするかということだと思うので、そこはまた皆さんで議論してもらい

たい。私としては、大型店でなくてもいいから中型店ぐらいの店が周りにあると買物に

便利だと思う。自分も歳をとり、自転車や車に乗れなくなると徒歩で買物ができること

は素晴らしいので、その辺りを考慮していただければ。 

松永委員  個人的には、案３又は案 2.5案の中間辺りでいいかと思う。 

既に制度のある金沢市、京都市の内、規模が比較的近い金沢市はどのようか。 

小股委員  金沢市は、幹線道路沿い 3,000㎡、それ以外は 1,000㎡というのが多い。 

宗田会長  金沢市は案３に近い手続き。  

事務局（久野井主査） 金沢市は、手続が少し違っていて、本市がやろうとしている条例の手続（公

告縦覧、意見書提出等）は持っていない。 

宗田会長  ただ、基準は基準で守られている。金沢市でプランを作った経験を話すと、複合型で

10,000㎡くるような場所にわざわざ分けて隣り合わせた土地に、駐車場を其々所有し、

屋根で繋げて各 2,960㎡程度の２つの届出を出されてしまい、５年後の昨年度それは認

めないという基準にした。ルールをつくると抜け道を見つけてくる。 

因みに金沢市の人口は 40万人、静岡は 72万人と人口規模が倍近く違う。 

丹羽委員  この論議は、案２か３かどこに落ち着くのが正解か解らない。ただ、そういう傾向な

のだということで、それは意見の中で決めればいいと思う。 

駅前に 80年建っている会社として、また東京から来た人間として感じることとして、
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外から見た静岡はどうなのかという点がある。静岡県における静岡市の魅力化を図らな

いと、この論議はいい方向に進まない。静岡市は、歴史、文化、観光といった環境面の

魅力があるのにアピールが足りない。静岡県と言えば浜松、熱海の印象が強いが、静岡

駅に降り立って初めて商業が活性化していることを知った。県庁所在地であり、商業が

脈々と続いてきた文化、街並み保存を活かしていかないと勿体ない。点ではなく面。沼

津西武の閉店の発表があり、県内百貨店協会会長としてコメントさせてもらったが、駅

前を始め、空洞化が起きており、駐車場や各種整備の件もあるが、行政と一体となって

解決していかないと、駅前の集中的な継続も活性化もしていかないのが一点目。 

次にマーケットを広げていく必要性。静岡市に外から人を集めないといけない魅力化

の問題が一方である。商業の集中化とバランスだと思う。そこでエリアを選ばれている

と思う。エリア特性、住宅地は環境面で自然と融和しながらライフスタイルを生き抜く

ということも必要。しかし駅前の商業はエキサイティングで、いつまでも魅力的だと思

われないと。駅前に大規模商業施設が７店舗あり、それがあってこそ。昔からの商店街

も街並みの中でもとても良いが、何が起きているかというとドラッグストアなど変わっ

てきている経過がありバランスの問題もある。規模の問題も非常に重要で、制限を掛け

ていかないとならない。一番重要なのは、その中に入れるコンテンツ。規模を抑えたか

らといって我々が望んでいないものがどんどん入ってきたら、まちの方向性が変わって

いく。青木委員が仰ったように、静岡市が目指す方向性がコンセプトだと思う。それを

しっかり見据え、昔ながらの良いところを持ちながら、新しいエキサイティングなもの

も取り入れて、良い方向性を向いているところを見つけていかないと。その上で、規模、

エリアのバランスを見て、点ではなく、面にしていかないと、静岡エリアの外から見た

ときの魅力化は図れないだろう。 

宗田会長  中心市街地をどう維持していくかという大きな課題ですね。 

白井委員  外から見た静岡の意見を聞いて、３年前に静岡に戻ってきたときの気持ちと似ている。

私は静岡生まれで、静岡市の発展を願っている。呉服町通りはドラッグストアだらけで、

どうしてこんなになってしまったのかとマイナス思考だったが、最近考え方を変え、静

岡にも良い店があると思って動き回っていた。草薙の豆腐屋は、味はいいし、活気があ

るし若い人が頑張っていると感じる。富士宮の杉山フルーツ店の話を聞いたところ、「商

売は儲かることだけでなく、良い商品を売りたいということが発端だった」と聞いた。

大好きな呉服町がそのように変わっていってくれれば嬉しい。 

数字のことは難しいが、歳を取ると近隣が発達することは嬉しい。住宅地に良い店が

できること、それは大きさではなく中身。そう思うようになってきた。呉服町通りにあ

る蒲鉾店はおいしいので買わせてもらっているが、昔ながらでショーケースが高くて商

品が見えない。銀行でも窓口を下げている。それを変えたら随分売れると思う。おいし

いので皆買いに行くが、外から来た人は、ケースが低くなればもっと買うと思う。ちょ

っとした知恵。岩﨑先生の知恵を借りて商店街の人達は頑張っていただきたい。 

大塚委員  案 2.5か案３に関しては、青木委員や渡邉委員の意見に同調する。生活者の視点や高

齢者社会になるにあたり、歩ける範囲で行けることがキーワードになってくると思う。

車が運転できなくなったときに、徒歩、自転車で行ける距離感でまとまった買物、生鮮
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三品を買える拠点が大規模の論理によって潰されてしまうのなら悲しい事実。危険な点

もあるだろうが、案３を支持したい。 

岩﨑副会長や丹羽委員の話を聞いて、行政の規制は、量でしか規制できないのかな、

とジレンマを感じている。量で規制しても入ってくる業種を選べない。規制したら法に

違反する。数字ではなく新しい規制、例えば、都心に車を入れない方法で、駐車場台数

で規制する等できないだろうかと思った。 

海野委員  今回は商業環境を市民のために、維持となっているが基本的にはみんなで良くしてい

きたいということで、パブコメでどうでしょうと問いかけたいと今思っている。 

      案３を希望する。理由は、生活のイメージで話すと、6,000㎡や 8,000㎡の規模はミ

ュールで行かないと、と思うが、3,000 ㎡、1,000 ㎡はサンダルで行けるかなというイ

メージがある。日常、非日常の間ぐらいを生活者は求めている。わざわざ出かける、子

どもにアイスを食べさせるにもコンビニでなくて、選べるところに連れて行けるのがち

ょっとした非日常、まちなかのデパートではブランドの本物を見せるといった違いがあ

る。日常的な買物は気軽にできるのがいいと思っている。 

幹線道路だが、国道 1号と南幹線は生活者の中では、全く違う性質。国道は大動脈だ

が、南幹線は生活道路で大型店では買物し難い。例えば南幹線沿いで 3,500 円～5,000

円分の食料品、日常品を買おうとすると、イトーヨーカドーまでわざわざ行かなくては

ならない。しかしスーパーアンドウなら、レジも並ばず、動線も近い。生活者のサイズ

としては、3,000㎡や 1,000㎡で使い勝手いいものが各地域でてきて、内容が充実して

いくといいと感じる。よって国道 1号と南幹線が同じ数字というのはどうか。感覚とし

ては、カインズ羽鳥店が 3,500㎡なので、南幹線でも 3,000㎡でもいいのかなと。駅前

にかかっている道路なので。国道 1号沿いは、大きくてもいいかと思う。 

熱川委員  丹羽委員の話を聞いて、もう一回おさらいした方がいいと思った。そもそも論として

中心市街地活性化と地域商業の活性化という二つの視点で条例、ガイドライン、商業振

興ビジョン３点セットで議論してきた。最後の仕上げでこのガイドラインだが、商業振

興基本計画の重点プロジェクトには、個店成長支援、地域チャレンジ応援プログラム、

都心エリマネ促進とこの商業集積ガイドライン、この３点セットとこの４つの重点プロ

ジェクトで静岡のまちづくりをやっていこうというもの。 

データで言ってしまうと悩ましいが、最初はともかく大型の郊外店が出店するたびに

揉めるのを止めましょう、というのが出発点。中心市街地の大型店や商店街、地域の商

店街をどうやって守っていくのか消費者生活者の視点に立ってやっていこう、という基

本のところをもう一回皆さん思い出しながら議論していただきたい。 

村松委員  面積のことには触れない。ただ、商業振興基本計画で一番大事なのはパンフレット１

ページ目。静岡市の商業の現状課題がこうだから何とかしなければならないということ

で生まれたこと。我々商業者は非常に厳しい状況に陥っている。セノバは補償金残した

まま止めた方が楽と既に２店撤退した。これから商人がどれだけ生きられるか。小さい

店は、大型店とは違った努力で何とかやろうとしている、その暇を残してもらうための

指針と思っているので 厳しいものを作ってもらいたい。 

事務局（久野井主査） ありがとうございます。案３の支持の声が大きいが、消費者の方、市民委
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員の方からも、徒歩や自転車で気楽に買物に行きたいという声が寄せられた。また、幹

線道路の取扱い、都市軸の道路部分についても様々な意見が出たので、本日案が固まれ

ばと考えていたが、どのようにまとめたらいいかと思案する。地域拠点ならこんな感じ

等あればお聞かせいただきたい。都市軸幹線道路は要らないのか、また、都心と地域拠

点以外は 3,000㎡以下の店しか要らない、ということを審議会としては望んでいる、と

いうことで良いのか。ガイドラインを制度として運用していく中で、社会情勢などを踏

まえ、市民が安心して豊かに暮らせる環境がどういったものかをもう一度整理する時間

をいただきたい。1,000㎡の店がある程度地域を担っている部分もあるのではないかと

いう審議会の方向性であれば、先程示したスケジュールも含めて持ち帰って検討したい。 

宗田会長  先程熱川委員がスピード感を持って、と仰っていた。今日パブコメ案をまとめないと、

９月議会に上程できなくなりますね。９月議会を逃すと 11 月議会になる。パブコメ案

をいただくのであって、審議会としての結論を出す訳ではない。できれば本日パブコメ

案をまとめられればと思う。 

村松委員  私もそう思う。 

宗田会長  もう少しお付き合いを。1点目。都市軸幹線道路沿線の問題。論点の一つは、南幹線

は外せという意見がある。南幹線は外しましょうか。 

海野委員  3,000㎡とかではどうかなと思った。 

事務局（久野井主査） 南幹線は 16mあるので、8,000㎡までいかないが、案にもよるが幹線道路

沿線となり 3,000㎡あるいは 6,000㎡となる。 

宗田会長  北街道も外したので、国道１号沿いは、多少緩めても影響はないかと思う。5,000㎡

ではいけないのか。 

事務局（久野井主査） 5,000㎡規模では、一般的には家具、家電専門店、大きなスーパー、ホー

ムセンターなどが対象となる。 

宗田会長  そうすると 8,000㎡がよいのではないか。8,000㎡の問題。 

２点目。住宅型の幹線道路以外。これは、先程説明したように実質的には 1,000㎡以

下の所が殆どなので、2,000㎡でもそれ程影響はない。影響があるのは、住居系以外の

都市計画図紫色、青色の部分。安倍川沿いや清水港周辺の倉庫があるような地域。 

事務局（久野井主査） 資料６P２参照。緑の部分は、都市計画法上バックヤード含んで 1,500 ㎡

以下なので、物販面積は実質 1,000㎡以下になる。物販 2,000㎡は、準工業地域（紫色）

に影響があり、都市計画法上 10,000 ㎡のところにどのような商業施設を誘導するのか

ということとなる。 

宗田会長  ということで、住宅型は実質1,000㎡にするか2,000㎡にするか大きな程影響はない。 

とはいうものの、案３の近隣生活型と特化型の 3,000㎡と幹線道路以外の 1,000㎡は

住居系と違って都市計画法の規制はない。 

（資料６P10地図参照）近隣生活型は、青色部分で、静岡、清水中心市街地の周辺部。

この全域に 1,000 ㎡というのは厳し過ぎないかという意見がある。都心に近いので

3,000㎡でもいいのではないか。 

      特化型は、用宗、蒲原、興津で、（資料５参照）3,000 ㎡までとすると、大型スーパ

ー、専門店は出店できる。先程村松委員から 5,000㎡と意見があったが、6,000㎡とす
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ると、専門的な買い回り品、最寄り品の店舗の出店できる。先程の海野委員の言葉を借

りると、興津や用宗の人達が、駅前の大型スーパーにサンダルで行ってアイスクリーム

を買ってあげるか、駅前に行ったら注文してアイスを持ってもらえるような専門的な買

い回りができる、ミュールを履いていく店か、ということ。そこを 3,000㎡にすると大

型スーパーまで。  

村松会長  案３にしましょう。 

あえていうなら、特化型商業の用宗、興津、蒲原の地域で、ちょっと大型店が出たい

なら 3,000㎡が 5,000㎡でも止むを得ないかと思うところもないかもしれない、あるか

もしれないが、少し入れば路地であることを考えると、沿線以外は 1,000㎡でも大きい。

よって、2,000㎡にすることはない。 

会長が仰るように、近隣生活型の沿線以外の 1,000㎡を 2,000㎡にすることに関して

は、確かにまちからすぐ離れたところが 1,000㎡でいいのか、というのは何となくある。

資料５の 2,000 ㎡欄を見ると、バロー大坪店が 1,473 ㎡とある。となると、この辺が

2,000㎡かなと。近隣生活型が 2,000㎡であとは 1,000㎡。住宅型が 3,000㎡、幹線道

路沿線 1,000㎡、ということかと。宗田会長の仰る意味合いと現実論と噛み合わせると

その辺かなと。 

宗田会長  住宅型の幹線道路沿線以外 1,000㎡は、それがどの範囲で実現するのか図で示す。一

度御検討いただくということで確認したい。 

今提案したいのはこういうこと。村松委員、熱川委員も８月にパブコメ、９月議会に

かけたいということでいるが、現時点で合意に至っていない。パブコメ実施前に、持ち

回り会議で、事務局で提案をまとめてもらうという形にしたい。まとまらなければもう

一度、審議するが、スピード感を持ってということ。 

事務局（久野井主査） 今回様々な意見が出たので、もう一度、案を持ち帰って審議会に御意見を

伺いたい。当初考えていたスケジュールについても、スケジュールありきではなく、充

分審議を行ったうえで案を作っていきたいと考えている。 

  村松委員  パブコメ資料は、面積数字を入れて示すということか。今日数字が決まらないと各委

員確認してもまとめる作業も難しいので、今日一本化したい、ということですよね。そ

れならできる限り一本化する方向で検討してはどうか。 

宗田会長  課としての見解でよいか。 

事務局（森課長） 前回の審議会を受けて、折衷案として案 2.5①②を示し、その範囲での議論に

なるかと思っていた。審議会に臨むに当たり庁内関係課会議において、前回審議会を受

けて案２と案３の間で調整するとしてきた。案 2.5でなく、別案となると新しい案の妥

当性を検討する作業をさせてもらいたい。 

村松委員  まとめていただき、なるべく９月議会だしていただき、早く施行されるようにお願い

したい。 

宗田会長  最後までパブコメ案を作り続けるということで御了解いただきたい。 

＝異議なし＝ 

海野委員  混乱していたところがある。例えば、1,000㎡になったとき、準工業地域で広い土地

活用できる方が活用できずに荒れたままなることが、まちづくりとして商業も絡むが、
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市民にとってどうなのか。 

宗田会長  仰る通り。放置されたり、空き工場のままになり活用されない心配もある。 

小股委員  事務局から各委員に意見を聞いて、委員は意見を言うということでいいのか。 

事務局（松浦参事） 本日の段階で申し上げられるのは、皆さんの結論が案３であるが、先程申し

上げた通り危惧があるのでそのまま持ち帰らせてもらい、調整を取りたい。事務局とし

ては９月議会に上程したいと思っているので最大限努力する。 

宗田会長  小股委員の仰った点については、まだ議論がある。幹線道路の取扱いについては、問

題もあるので、最終的な案をまとめなければならない。 

小股委員  基本的には案３でということだが、多少妥協の部分がある。事務局と調整してその案

でパブコメに進むのか、それとも改めて各委員が再度数字について言える機会があるの

か。 

宗田会長  できれば聞いていただきたいが、御意見を言いたい方がいれば確認したい。 

熱川委員  一番最初に言いたかったのは、中心市街地活性化の観点でみると、都心は定めがない、

なおかつ、郊外型の大型店をこれ以上進出させたくない、と。今まで準工業地域が狙わ

れていた。都市計画法上それができるということで、都市局側も準工業地域に 10,000

㎡のアミを掛けた。我々審議会の中では、案 2.5であっても更に厳しく 6,000㎡、3,000

㎡にしようとしており、主権をかなり制限しようとする部分があるので、前を向いて一

歩前進ということであるなら、意見がまとまらないのかなと。そして、スピード感を持

ってやりましょう、ということを申し上げたい。 

宗田会長  解りました。 

言い直します。具体的な内容に関しては、専門であり、意見をお持ちの委員に確認を

取った上で、事務局のパブコメ案となるか意見を、来週中合意点を調整する。合意点が

得られた場合は、７月５、６日にその数字を全委員にお知らせします。パブコメを実施

する最後の努力をする、しかし事務局としての最終案はでていない。 

ということで本日の審議を終了します。 

 

(2) その他について 特になし 

 

・ 事務連絡 

・ 閉会 


