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平成 27 年度第２回 静岡市商業振興審議会会議録  議事録 

 

１ 日  時  平成 28 年１月 27 日（水）15:00～17:00 

 

２ 場  所  静岡市役所  静岡庁舎新館  17 階 会議室（ 171・172 会議室）  

 

３ 出 席 者  [委員]青木委員、石﨑委員、小川委員、小長谷委員、小山委員、斉藤委員、 

佐藤委員、杉村委員、宗田委員、村松委員、渡邉委員 

                                  （五十音順）  

[事務局 ]商業労政課 松浦商業労政課長、岩崎副主幹、小田主査、 

    川島主任主事、西脇主任主事、 

４ 傍 聴 者  １人 

 

５ 議  題  （１）商店街環境整備事業補助金の見直しについて  

        （２）大規模小売店舗立地審議会条例について  

        （３）中島地区の市街化区域編入に伴う静岡市良好な商業環境の形成に  

           関する条例で定める指針の変更について  

 

６ その他   静岡市商業振興審議会の運営について意見交換  

 

７ 会議内容  

 ・議題（１）商店街環境整備事業補助金の見直しについて  

 

事務局（西脇主任主事）[資料により説明 ] 

＝審議＝  

宗田会長   課題に書いてあるが、既に商店街として体力がなく、撤去修繕する余力が

ないという項目があるが、ここでいう商店街というのは商店街振興組合法に

基づく商店街と、その法に基づかない任意団体もいくつかあるという認識で

よいのか。多分両方混ざっていると思うが。  

事務局    そうである。基本的には振興組合という立場ではなく、任意の立場で作っ

ている商店街というイメージである。  

宗田会長   全国的には任意の団体にはこういう補助をしないという原則の流れがあっ

た。静岡市の場合は任意でも補助を出していたということがあって、今、他

の政令市と較べているが、前提とするときに注意をしなければならない比較

のポイントである。同じように法的組合資格を持っているところで体力がな

い場合の解決策、その後の手当の打ち方と、任意団体で体力のなくなったと

ころとでは、対処の仕方が全く違う。そういうことを整理した上で、撤去修

繕するようになるのではないか。ここは静岡市の特殊な事例を注意する必要

がある。  
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       その次に、市民にとって危険な状態で施設が残るといった場合であるが、

今、全国的に人口減少の中で空き家が増えてきており、空き店舗も増えてい

る。空き家が隣家にとって危険になっている場合は、建築基準法の改正によ

り、法的に撤去することがある。その場合は、建物の所有者に遡って費用を

負担してもらう行政代執行という形をとる。危険なので市役所が取り壊しを

するが、その土地の所有者に費用を弁償してもらう。この場合は裁判をしな

いと費用を回収できないので、手間が掛かる。自分が放っておいた空き家を

行政代執行で壊してもらったら、その土地建物の権利はなくなる。いわゆる

召し上げである。召し上げしてしまっても赤字が出る場合もある。行政代執

行であるのでそうするしかないが、実は同じことが空き店舗でも当然ある。

空き店舗は建築基準法の規定を受けるので、今申し上げた空き家と全く同じ

ことになる。ところがアーケードというのは、誰が所有しているのかという

話になる。振興組合の場合だと、理事責任というものがあるので、その理事

の財産から費用弁済をしていただくというのが、法的手続きとしてある。任

意団体の場合、理事というのがいるかどうかということもあるが、そこまで

出来るか。これが危険な状態で事前に措置する場合である。  

       今度は危険な状態、本当はあってはいけないことであるが、道路管理上市

道にアーケードがあり、アーケードから何かが落ちてきて誰かが怪我をした、

あるいは命に関わるようなことが起こった場合、もちろん市の責任もあるが、

当然アーケードの所有者に遡って補償をしなければならない。そうすると撤

去の費用とは比較にならないくらいの多額の弁済になってくる。また訴訟を

起こされた時に、そのアーケードの所有者の負担する割合と、道路管理者で

ある市負担する割合について、このあたりのことは全国でどちらも検討して

いるとは思えないが、一度静岡市の法務担当の弁護士さんなどに相談してお

くとよいだろう。他の政令市の事例でも出ていたが、いくつかの都市で、既

に商店街振興組合は徐々に解散に向かっているので、組合は減っていく状況

である。その場合に商店街を解散することを支援するという異業務がでてく

る。その異業務をするのに政令市が取り組んでいる中で、商店街の資産であ

るアーケードをどう取り扱うか、というような問題になってくる。そういう

流れの中で、任意団体が多い静岡市としては、どういう整理の仕方があるの

かというフレーム、問題構造になってくる。作っていくときの公共性という

のは割と議論しやすいが、撤去するときの公共性についての議論というのは、

まさに今議論しなければならないことであり、またかなり難しい議論になる

と思われる。それぞれの立場でご意見を伺いたい。  

斉藤委員   米子の事例で言えば商店街組合が解散してしまってアーケードが残った、こ

れを解決するために地域の有志がまちづくり会社を作って撤去をし、費用を返

済していくという事例がある。このような方向になるのではないか。誰が責任

を持って借金するのか、誰が責任を持って街に関わるのか、という話である。

もうそこに住んでいない、例えば静岡の方で、東京に住んでいてもうこちらに
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いない空き店舗、シャッター、所有権だけあるというのをどうするという話は、

地域でそういうものを率先するというか促すというのか、そういう形の補助金

ならありだろうと思う。 

宗田会長  米子の話は私も聞いているが、原則、民間で作られた時の所有者の方が負担

するというのが大原則で、そのための組織を自分たちで作って、自分たちでお

金を出し合って撤去するというのが、まずあると思う。ただ、それだけだと全

く補助金がもらえないので。  

斉藤委員  補助金をもらうっていう発想からスタートするのは…  

宗田会長  そうである。１００パーセント個人負担が大前提である。所有者が遠くに行

ってしまい空き店舗になっており、それを見かねて行政がかかわる場合、かつ

ての商店街だったから補助金を出すというのではなく、ちゃんとした組織を作

りなさいと。その会社に行政が出資すれば公社になるし、米子の場合はまちづ

くり会社であるが、そこにならば何か助けることがあるかもしれない、という

二段階の話である。  

村松委員  商店街として比較的体力がある、商店街振興組合組織などは、アーケードの

管理費等を、かなりいただいていると思う。ところが、時代の経過で、30 年も

経過すると、振興組合を形成していくのに大変な時代になってきた。一番大き

い点で言えば空き店舗である。空き店舗で営業しない店が増えてきて、そこに

ただ物体が残った。ただし、これは共同体の中のアーケードであるので、当然

所有権者は、振興組合の時には振興組合の所有ということでやっていたが、こ

れが振興組合を脱却して任意の組合になると、個人のものかというのが常に問

題になる。我々のようなところでは、一度作ったアーケードは任意の商店街に

なっても、任意の商店街の資産であろうと考える。当然、遠くに行った方にも

アーケード管理費はいただくことが当たり前だという理念でやっている。なの

で、今言う撤去とかというのは、その次に来る問題で、まずアーケードの危険

除去、街路灯等の腐食や明るさの問題あるいは商店街の活力の停滞が、アーケ

ードの老朽化によって余計みすぼらしくなっているという問題に対して、改修

等の対応をしていく必要がある。そのための資金を、任意の商店街に与えるこ

とによって、少しでもその商店街の危険を除去し、明るさを取り戻し、環境を

少しでも良くするということができれば非常に有り難い。今まではそういう資

金がなかなか無かったので、これは今後議論する中で、是非ともそういう資金

が出るようにしていただきたい。ただ、もう解散したり、全然無くしてしまう

ところのアーケードの撤去に関しては、ちょっと意味が違うと思う。まだそう

いう立場ではないので分からないが、そういう場合の補助は、発展性がないの

で出すべきではないと思う。ただ、除去しなければ危険が伴うという場合には、

行政代執行がある。その場合に、応分の負担を、その人たちが払うというのは、

どんな事例でも当然だと思う。  

宗田会長  補助金を出す必要はないが、まだ継続する気がある人には補助金はありがた

いということでしょうか。  
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村松委員  そうです。 

小川委員  今の任意団体と振興組合の場合であるが、会長の言われた、事後的に責任追

及する場面と、恐らく我々が主として議論しなければいけない、事前に我々が

補助金を出す相手としてどの程度ふさわしいのかという問題である。事前の問

題に限って言えば、任意の団体と、何らかの法的な法人格のある団体との差は、

ほぼ技術的な問題になってくると思うので、仮に任意の団体に補助金を出すの

であれば、団体の内部の規約なり責任の帰着点というのを事前にはっきりさせ

るようなものを、申請の段階で仕組みを設ければ、恐らく、役所の内部で資料

をどう作るかはさておき、そんなに差はないだろうと思う。 

宗田会長  資料①－５の撤去の部分に関しての（１）の、さらに活性化させることを目

的とした撤去には補助するが、ただの撤去だったら対象としないということだ

が、これに関して皆さん同意の意見でよろしいか。 

佐藤委員  商業振興の補助金であれば出さないというのは分からないわけではないが、

撤去が必要な場合がこれからかなり出てくると思う。そういうための補助金は

他に何かあるのか。  

事務局   現在市の中で、危険なアーケードをとるための補助金はない。  

佐藤委員  あまりそこで道を閉ざすと、ぎりぎりの所までいってそのまま放置となり、

撤去の前に組合が維持存続できずに解散してしまうというケースは、かなり多

くなるのではないかと思う。  

宗田会長  先ほど言った建築基準法での強制撤去。 

佐藤委員  強制撤去であるが、そういうことを防ぐための、発展的に解散であれば、新

しい街づくりの観点からいえば、商店街だけを見るのではなくその地域と捉え

た時に、新しい商業施設ではないが新しい発想が生まれてくるかもしれない。 

宗田会長  今おっしゃったことは、米子の事例と近い。 

佐藤委員  そうです。そういうことを含めても、撤去するということに対しても (補助金

を )出すような手立てを作っておく必要がある強く感じる。撤去するべきもの

が、ものすごく増えてくると思う。アーケードの問題だけでなく、モニュメン

トなどもそうである。道路や歩道など公共の場所にモニュメントが出ていて本

当に危険な状態である。これは撤去するべきだと思う。  

斉藤委員  その場合、米子の例にあるように自分たちが借金して、まちづくり会社を作

り、それによって撤去をし、街の道路を改修して、新しい価値を作り出そうと

している地域の人達。  

佐藤委員  それも１つの例である。  

斉藤委員  例えば自分の建物と土地はそのままだが、これは公共がお金を出してやって

くれという話にはならないだろうと思うが。  

佐藤委員  建物と土地ということではなく、公共の場所にあるということである。市の

責任もあるし、公共の責任もあるし、それぞれの商店街の責任もある。  

斉藤委員  それなら、そもそも公共の場所にある、モニュメントや椅子を撤去する場合

どうするか。これは市の持ち物であるが、商店街が設置したということか。  
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佐藤委員  そうです。 

斉藤委員  事業を始める時とやめる時があるが、やめる時にもお金がかかる。商店街組

合をやめる時にも少々金がかかる。商業主の集まりである商店街組合が、この

ことを何も考えなかったと言われてしまうと、これを税金で見るべきか、市民

としては、感覚的になかなかすんなりこない。 

佐藤委員  それは当然そうである。  

斉藤委員   そこは、自分たちが少しリスクを負って、会社を作って、借金して、それに

ついてやったものを返していくという形にいかないと。  

村松委員  会社を作る、作らないはともかくとして、おっしゃる通りである。  

佐藤委員  早く抜けたもの勝ちになってしまう。残った者は後始末をするために、全部

の負担を負わなければならなくなる。 

村松委員  分かります。  

佐藤委員  早く抜けないと「とてもじゃない。」ということが、実際に清水銀座では起こ

っている。  

村松委員  先生がおっしゃるように、ここにはある程度の基準が必要だろう。  

佐藤委員   そういうことだと思う。  

宗田会長  商店街組合法を作った当時は、畳むことは考えていなかった。９０年代ＮＰ

Ｏ、非営利活動法人の法律を作った時は畳むことをちゃんと考えていて、ＮＰ

Ｏを作る時必ず役所から言われるのは、解散するのに最低５万円要るから、５

万円しか残らなくなったら１０人の発起人というか理事で解散に入りなさい

ということだった。そのためＮＰＯというのは大体きれいに消えていくが、商

店街振興組合を作る時には、まだそんな指導は無かった。そういうことを想定

していなかった若い時代が日本にはあった。  

青木委員  私も６店舗程閉店しているが、その都度何百万ずつ掛かって、その累積の借

金をまだ払っているが、それでもまた新しい店を作って続けている。考え方と

しては、その内装、外装、建物、環境で、商売は整う。もちろん、お客さんは

必要だが。内装、外装はテナント側の責任で全て、例えば看板付けるのも外す

のも全てお金を払う。建物は持ち主さん、アーケードも地主さんに責任があり、

そこに公的なお金を投入するのは違うのではないか。それではお店をやめると

きにも、(公的なお金を)くださいということになるのでは。  

佐藤委員  お店をやめることとは違う。公共の場所というのは何軒かで共同でやってい

ることである。残った人たちが公共にあるものの後始末を全部背負うのか、背

負えるのかということである。  

宗田会長  それがあるから、商店街を解散する支援の為という選択肢が一つあって、残

された人たちを救済しなければならないといっている。  

佐藤委員  そこもちゃんと見ていかないと。 

村松委員  残っている人だけでの負担というのも考えなければいけない。そういう所に

補てんするのが行政であるのかなと。  
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宗田会長  原則論として、設置者責任、事業者の方の責任というのは青木委員の言われ

た通りであるが、実態として、未曽有の高齢化の中で、７０、８０、９０歳位

で営業している商業者がいる。京都市で、2007 年の景観条例で、屋外広告物の

撤去を決めた。28 万件の広告物の撤去の命令を出した。 6 年間の猶予期間が昨

年で終わって、その後法的手続きに入っていったが、その高齢者の事業者には

撤去するお金がなかった。制度融資を使おうとしたが、 70 歳、80 歳のおばあ

さんが一人で残ってやっているたばこ屋に、融資してくれるところがどこにも

なかった。本人も、返せないから借りたくないと。そういう例が 18,800 件位

あった。それで、もうしょうがないので説得して、おばあさんの親戚に集まっ

てもらって、負担して頂くようにしたが、まだまだ残っている。原則は原則で、

看板は出した人が撤去するのが当たり前、ただ高齢化になったら、そういう高

齢者が始末できないものが街の中にいっぱい残っている。  

斉藤委員  一つ思うのは、今、商店街組合さんが、どのようなマネージメントというか

活動をされているのかということである。高齢化しているのは十分承知してい

るし、私が入っている商店街でも、出てくる人は大体決まっていて、数もそん

なに多くないということがある。これとは別の商店街組合とはどういうふうに

やっていくのか。例えば、前まで委員だった岩崎先生と一緒にやった活動の中

で、「商店街組合活動といっぺんに言ってしまわないでまち活動と、店活動は

分けましょう」というふうに言われたことがある。あまり高齢になった人の中

ではうまくいかないかもしれないが、商店街組合活動の中で、まち活動とは何

か、どういうことをするべきなのかということを考えるために、別のマネージ

メントを派遣する、あるいは岩崎先生のような方の講演をサポートして頂くよ

うな支援は、市にはあるし、中央会にもある。そういうもので、少しずつ積み

重ねていくしかないのではないかと感じる。  

宗田会長  そもそも、静岡市の場合は実態調査がちゃんとできていない。例えば、京都

市や名古屋市では、商店街年鑑というのを振興組合連合会と商店連盟が毎年出

して、今はＣＤで配っている。その商店街の現職の理事、予算、アーケードを

含めて商店街が何を所有しているかということがきちっと載っており、どんな

事業をどんな予算を使ってやっているか、２ページごとの資料になっている。

それが毎年更新されて、組合から役所に届出があるので、組合の数など、その

実態が分かっている。（静岡市では）そのような実態を、どの程度掴んでいる

のか。 

事務局   静岡市では、第１回の時にも紹介させていただいたように、商店街にアンケ

ートを送り、どのようなものを持っていて、今後どうするつもりなのか、今後

何か作る予定はあるのかなど、大雑把な物ではあるが、把握した。ただし、任

意の商店街もあるので、全てを把握しきれているわけではない。  

宗田会長  回収率は割と低かったようだが。  
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事務局   その通りである。ただし、お付き合いのあるというか、実際に活動している

と思われるところからは概ね返信されてきていたので、そういう所の把握はし

ている。  

宗田会長  会員店舗数というのはもらっているか。  

事務局   そこでは書いていないが、別に、商店街のデータレポートという形で毎年作

っている。会員数、空き店舗数について、任意で答えていただいているのがあ

るので、それが必ず正確かどうかは疑問もあるが、大体数の把握はしている。 

宗田会長  そうすると、問題になりそうな商店街と、問題になりそうなアーケードの数

の上では、ちゃんと調べれば把握できそうだが。 

事務局   はい。 

村松委員  ハードの設備が残っているかどうか、質問項目があれば回答してくる。その

把握は必要だろう。  

宗田会長  ここは商業振興を審議する会なので、ここで商業振興計画を考える上で、 10

年後に組織はいくつあればいいか、店舗数はいくつあればいいのか、と言うこ

とがあるが、その時にアーケードはいくつあればいいのか、それまでいくつ解

散させなければいけないのかということを含めた、数値ベースの計画作りが必

要になってくるかもしれない。例えば、補助金をという話になってきた場合、

役所の中では、財政と話しをしなければならない。財政が聞いてくるのは、じ

ゃあどれほどの予算が要るのかと。今から 10 年間の間にいくらずつ補助して

いくつもりなのかと言うことを聞いてくる。その根拠の数字は何か。何を５千

万なら５千万、１億なら１億の補助金というのを商業労政課は予算要求してい

るのかと言うことを厳しく聞かれる。その時のデーターベースは絶対必要であ

る。 

村松委員  先ほど佐藤委員がおっしゃるように、商店街が抱えているモニュメントや、

商店街の入り口看板みたいなものが老朽化している。その看板が付いていると

ころには持ち主はいない。商店街全体の物だから。そういうものはちゃんと把

握する必要がある。 

斉藤委員  花壇やストリートファニチャーなどには補助があるのか。  

宗田会長  いろんな補助の制度があるので、どれを使うかということ。撤去に補助しな

いと決めた場合、じゃあ自分たちで負担するのか？ということが現実味を帯び

て、反作用として、じゃあ早く逃げようという人がバタバタと出てくる。その

反作用が怖いと言うことと同時に、この状況がしばらく続くと、静岡市ではな

いと思うが、老朽化したアーケードが傷ついて事故が起こったとすると、当然、

国交省の方か経産省か分からないが、全国の自治体に調査に入れと指示が来る。

危険なアーケードをリストアップするようにということになり、マスコミがそ

のことを大きく書く。そうなってくると、世論の論調次第であるが、これは危

険だから行政が早く措置すべきだということになり、その時に人が死んでいれ

ば国交省が特別な措置をとってちゃんと整理したところから順番に補助をす

るようになってくる。人が死ななければ、論調で設置者責任と言うことで商店
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街が怠慢だったということになれば、今度は商店街に一斉に手入れが入って、

詳しい報告書を出せというような論調になってくる。何通りもシナリオは書け

ると思うが、いずれにしろそういう方向に話は進んでいくと思われる。  

村松委員  特に、静岡は東海沖地震が想定されているから、老朽化したアーケードの把

握をしていく必要がある。 

佐藤委員  アンケートではほとんど返さない。  

宗田会長  どこで調べるかにもよる。東日本大震災でため池が決壊して 17 人が亡くなっ

た大事件があった。２００２年くらいから日本のため池を保存するという動き

があったのが、ガラッと変わって、全国のため池の一斉調査をやって、地震が

来たら壊れそうなため池はどれだけあるのか、その下流に人が何人住んでいる

のか自治体に調べさせた。今回悪いことではないが、こういう危険な状態のも

のが今後そういう形で出てくるわけで、その時になったら調べなければいけな

い。そういう取組をどうするかということも、ここで丁寧に審議しなければな

らない。  

石﨑委員  先程、もし訴訟を起こされたらという話があったが、仮にもし訴訟を起こす

側だったらと考えてみてた時に、例えば老朽化したアーケードの被害にあって

しまったという場合に、そのアーケードは旧耐震のアーケードだったとして、

その保存がしっかりされていなかったことを、訴訟を起こす側が立証しなけれ

ばならない。その被害者になる危険が、一般の市民にあるということを考える

と、作った方がアーケードの管理をしていくというのが原則だという考え方は

分かるが、安全安心のための修繕や改修を、偏った補助の仕方と考えるのでは

なく、全ての市民の為とも考えられると思う。質疑の中でもあったが、他の政

令市の中では、撤去修繕を補助対象としている理由として、資料１－③に、安

心・安全という目的も書かれており、商業振興の補助金の枠の中に含められな

いものなのかと、資料を見ていて気になった。  

斉藤委員  例えばハード物への商業の補助金というのは、第一義的には誰のためのもの

か。だれが一番恩恵を受けて、恩恵を受けた人が税金をどのような形で返すべ

きなのか、というのはどこかで必ず気にしているつもりでいる。その時に、例

えばアーケードの新設でも改修でも撤去でも、一億円 (の補助金を )もらった。

安心安全の為だから公共事業だから１億円返す必要はない、という考えで補助

金をもらう商店街であってはいけないつもりでいる。それをどうやって返すか

ということである。税金なので、地域の価値を上げないと返せない。そこを１

回も通ったことのない所に自分の何億分の一かもしれない１億円が入った。こ

れが消防署や病院などの、市民の公共資産だったらあり得るけれども、商店街

は、自分の利益をより多く得たいとか、自分のサービスをより訴えたい人の集

まりで、公共事業をやっている訳ではない。その場合、どうやって返すのか。

返そうとするのかということを考えていないと、今のような議論が出るのでは

ないか。  

佐藤委員  返そうと思えば返せる。  
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斉藤委員  何をもって返すか。  

佐藤委員  そういうことよりずっと先の話である。  

村松委員  どんどん商店街が成り立たなくなっている。  

宗田会長  斉藤委員がおっしゃったことは、正論中の正論である、価値が上がることで

税収が増えていくわけで、その分で税金を返しますというお考えかと思う。そ

れが 10 年なのか 20 年なのか分からないが、その価値を上げて、１円でも余分

に税金を返そうということを、事業者、商業者としてお努めになっている。そ

れは全く正しいと思う。ただ、石﨑委員がおっしゃったのは、一市民としたら

命の危機をさらすくらいなら、税金を私の命を守るように使ってくれても、一

納税者としてはありがたいという、また違った観点のお話である。  

斉藤委員  消防法で、危険なところにはシールを貼ってほしい。よりきれいになってい

るショッピングセンターに行くのか、古くからあるショッピングセンターに行

くのか、耐震補強されているショッピングセンターに行くのか、市民はある程

度選ぶことが出来る。  

宗田会長  事業者の立場からそこまでいっていいのかという話はあるが、旅館とかホテ

ルに消防法で安全確認のシールを張る。静岡市内のアーケードに耐震を考えて

消防署がシールを貼り出したら、それは相当商業者から怒られるだろう。  

渡邉委員  原則として商業者に体力があれば商業者がやるべきだと思うが、安全安心の

面から考えると、商業者の体力がなくて危険だということなら市がやらなくて

はならないかと思う。  

村松委員  佐藤委員のいうのもそこである。設立した時にはみな返済計画を立てる。と

ころが長期間経ってみすぼらしくなった時に問題が起きる。これをどうするか

ということで、石﨑委員のおっしゃったように、危険回避のためには (市の補

助が)あれば非常にありがたいということである。  

斉藤委員  その場合、議論になりそうなのが、体力とは何かということだ。その土地建

物は所有者がそのままいて、それで体力がないと言われてしまうと。  

佐藤委員  商店街に参加している人と、うちは店を閉めたので商店街を辞めますという

人がいる。商店街振興組合法によると、脱退する人に出資金は全部返さなけれ

ばいけない。振興組合を脱退すれば、何も責任はなくなってしまう。今言って

いるような議論はあたらなくなってしまう。  

斉藤委員  そこに商店街振興のための補助金を出す？  

宗田会長  脱退は脱退で、残された何人かがいる。残された何人かが体力があれば、と

いう話である。  

佐藤委員  清水銀座では振興組合に入っている人が、最盛期には 200 店舗位あったが、

現状 30 店舗になってしまった。  

宗田会長  商店街の事情はその通りで、苦しいのをどこかで支援するべきであるが、今

おっしゃった撤去とか解散の支援をする時に、生活保護と同じで、そこまで困

っていて、行政が支援するということであれば、相当覚悟して全財産を吐きだ

すくらいでしなければならないというのが斉藤委員の議論である。こちらで優
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良な資産を抱えているのに、自分の身は切らずに税金だけでアーケードを撤去

してもらおうというのは甘いということだ。  

村松委員  商店街毎に異なる事情がある。何らかの基準を設けることが必要である。  

宗田会長  さっき少しお話があったが、この商業振興計画で、地域商店街と都心の商店

街を分けている。都心の商店街は、積極的に投資してでも、固定資産税を上げ

事業収入を上げていくという方向で、攻めで改修するということをやっていい

と思うが、地域商店街ではその構造では弱い。今高齢化が進んでくる中で、地

域包括医療システムを含めた都心の役割、高齢者が安心して出かけられる都心

ということになってくると、商店街の中にデイサービスやデイケアなどの福祉

施設ができて、商店街の一角にお年寄りが集まってアーケードを使いながら近

くで買い物したりというような、地域商店街としての新たな役割が出てくるか

もしれない。清水がそれにあたるかどうかはともかく、その方向からすると、

駅に近い、お年寄りが集まりやすい場所にある商店街に対して、商業振興だけ

ではない新たな地域商業の役割としての可能性を見出すと言うこともある。  

斉藤委員  米子の例でいえば、８つか９つくらいのまちづくり会社があって、今言われ

たような、デイケアのためのまちづくり会社が商店街の中にある。そうすると

人の流れが変わってくる。地域に住む人が、空き店舗をどうしようか考えて、

そこで新しい組合員をどう求めていくのか。今いる組合員の中でシャッターを

閉めて別の所に住んで知らん顔をしている人たちに、売るなら売れ、どこかへ

行くなら行けと地域が考えていくしかないかなと。  

村松委員  私どもの商店街では、アーケード管理費を負担してもらうことを条件に、不

動産屋に話をして、事を進めてもらっている。そうしないと破綻してしまう。

20 パーセントくらいはここにいない人が持っている。遠くの人でも振り込んで

もらっている。もしアーケード撤去することになれば、もし行政が、例えば費

用の１／２しか出せないということになれば、商店街の人で案分するしかない

だろう。  

宗田会長  村松委員がおっしゃったことは正論でその通りである。日本中で高齢化によ

る人口減少が起こっていて、商店街の組合員が減っていくと言うことはそこら

じゅうで起こる。それに対してどうしていくかということだ。先程の、新しい

事業者、新しい福祉系のビジネスを始めるような形で更新してほしいが、その

入れ替わっていくリズムを作り得ないまま、時代は早く進んでいくという状況

が今起こっている。調査をするということもそうだし、今アーケードをどうす

るかということをきっかけに、それぞれの地域の組織や商業者の皆さんに、将

来計画を作ってもらう。解散か、再生か、再生するなら、先程のように岩崎先

生に来ていいただいて、その道を探るような勉強会を始めてもらうというよう

な、何かしらのアクションをしないと、このままではどんどん困った状況で、

手のつかないアーケードだけが残ってしまう。最後は市民の安全や生命を守る

ために、行政が介入しなければならないことになるだろうが、そこに行く前に、

商業者としての自覚と責任を果たすような流れをどう作るか。  
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村松委員  そのために、市が結論的に絶対やりますとは言えないが、市がやろうとして

いることを具体的に示して、それについて各商店街はどういう状況にあるか詳

しくお答えくださいという形であれば、アンケートよりも書くと思う。  

斉藤委員  アンケートでは弱いと思う。資産や予算書をしっかり出してもらい、それを

把握することが必要である。  

村松委員  個人の資産に関する問題は守秘義務がある。商店街振興組合組織ならば、あ

る程度できるが。 

宗田会長  今は個人事業主の資産のことまでは言っていない。 

斉藤委員  組合でやっていて、総会を開いていると思うので、その会計報告で、なにが

資産かを出すことはできる。  

宗田会長  それは公開すべきものである。任意団体も、補助金を一回受ければ、公開し

なければならない。それは、そのレベルで報告書をちゃんと作ってもらうよう

にした方が良い。  

小川委員  ３つ、混同して話をしている部分がある。１つ目は、「商業振興に資する形の

撤去」の場合、これは今回議論になっている補助金で、出しやすいタイプであ

る。２つ目は、「清算に入るタイプ」。だれも管理していなくて、危険で、下手

をしたら市民に危害が及ぶ場合で、何らかの形で清算しなければならないがマ

イナスが出たら、どこかで行政が面倒を見なければならない。３つ目が、「最

後の所に行く前に予防的に撤去するタイプ」。実態的には商店街の主体性が非

常に弱くなっている中で、どう最後の一番危ない場面に行かないように予防す

るか。これも、ひどい所に行くよりは安上がりになるので、市が面倒を見る可

能性がなくはない。その時に、今度は市の中の話で、市がどこまで面倒を見る

かという話と、商業系の補助金でどこまで見るのかという話との二つに分かれ

るので、このあたりを少し整理した方が良い。それぞれ出すときに理屈が変わ

ってきて、理屈が変わってきたら、補助金を出すときに相手方に要求する項目

が変わってくる。  

宗田会長  建築基準法の改正や、道路管理上の新しい動向があり、また商業補助金の残

りの部分の方でも動きがあり、まだ完全には埋まっていない。そこをどう考え

るのかというところでこの議論は進んでいる。  

 

 ・議題（２）大規模小売店舗立地法条例案について  

 

事務局（西脇主任主事）より資料により説明 

＝審議＝  

宗田会長  ご意見、ご質問がある方承ります。基本的なことを確認しておくと、要綱で

運用している時に、何件ぐらいの審議案件があったのか。  

事務局   平均で、年間２，３件である。  

宗田会長  今まで何年やってきたのか。  
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事務局   県が持っていた事業を、政令市になって市がやるようになったので、10 年で

ある。 

宗田会長  それでは大体二十数件ということか。それで、住民からのより多くの意見が

寄せられるようになっているというのを、もう少し詳しく説明できますか。  

事務局   住民からの意見というのは、前段の良好な商業環境の形成に関する条例で、

大規模小売店舗立地法の届出よりも前に届出をして、より早い段階で市民の方

がその計画を知るようになり、その条例の手続きの中でも住民の方が意見を言

うことが出来る。かなり前段階ですることが出来ることにより、住民の皆さん

からの関心も高まり、要望もたくさん上がってくるようになった。以前は意見

が全くないという届出もあったが、今では大規模小売店舗立地法の届出が出る

と住民の意見が出るようになってきた。  

宗田会長  この法律に基づいて出店者は地元で説明会を開くことになっていると思うが。 

事務局   はい。 

宗田会長  それで、説明会への参加者が説明会で意見を言った場合は、それをまとめて

審議会に報告する、とこの法律には書いてあるが、説明会にはどのくらい人が

集まっているのか。  

事務局   前段の条例の説明会には、多い時には五十人程であり、大店立地法の届出に

入った場合も、条例から出ていた課題がどうなっているかを気にして、引き続

き説明会に出ている方もおり、出る人数は増えた印象がある。  

宗田会長  分かりました。資料２－⑥のところで委員の名簿が載っており、委員は専門

家中心になると言うことであるが、例えば騒音ひとつとっても、出店者が騒音

の報告書を出して来た場合、それが適正に計算されているのかを専門家が厳し

くチェックする。間違いがあったらそれを見抜かなければならない。廃棄物は

廃棄物、騒音は騒音、交通は交通、景観は景観の専門家がちゃんといなければ

いけないということである。  

事務局   そういうことである。 

宗田会長  資料の後ろについている質疑応答の中で、静岡市が条例にしていなかった理

由はという質問の答えが、法で義務としているものではありません、とあるが、

当時の経緯は、私の記憶では、静岡市が政令市になった時、政令市になるとこ

の種の仕事が非常に多い為に、静岡市にとって非常に負担になった。そのため

後伸ばしになってきたが、いよいよ１０年経ってやらなければいけないという

ことになったと考えるが。 

事務局   条例の対応をきっかけに、条例での審査会は条例で設けているので、整合性

をとるという面もある。あるべき姿にするというところである。  

宗田会長  良好な商環境の形成に関する条例を作ったので、大店立地審条例もちゃんと

作ろうということであろう。  

事務局   ２点ほど付け加えさせてください。１点目は、元々は県の仕事であり、静岡

県はこういう会を持っておりません。我々が仕事を教わった時には、案件につ

いては県が各専門家に意見を伺っていた。その中で我々は会をやってきた。も
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う１点、現在の要項の中でも、当日の委員会に設置者をお呼びしている。具体

的な話を設置者と委員の間でしていただいている。任意のご協力の中でやらせ

ていただいているが、条例設置になれば当然参考としてお呼びすることが出来

るという規定があるので、条例に基づいてできるようになる。審議の上ではそ

こが一番のポイントである。  

宗田会長  皮肉と言えば皮肉だが、郊外に大型店がたくさん立地したことにより、都心

が完全に衰退していた浜松では、すぐに大店立地審を作ったが、その後大きな

出店は無かった。静岡市は今まで郊外の大型店に苦しめられていなかったので

おっとり構えていたらその間に東静岡商業施設と静岡の商業施設と２つ大き

いのが入り、悪い影響はなかったが、もし大店立地審があったら、手厚い審議

がされていたであろう。ただ、今作っても、今後そんなに大きな案件が出てく

るかと言えば、1000 平方メートルとか 5000 平方メートルはあるだろうが、何

万平方メートルというのはないであろう。 

事務局   商業環境条例ができたことによって、地区の方々のその新しく出店する方へ

の興味は、従前と較べて高まった。ドンキホーテさんが最近出店されたが、条

例の時点から大店の審議が終わるまで、この１年間で、一昨年の 12 月から先

月までずっと議論してきた。その中で最後は現在の任意の会の中で結論を出し

てきた。地域住民の大型店に対する期待あるいは不安を、条例によって意見交

換ができて、そこをスタートにして意見が深まるという状況が、商業環境の条

例によって生まれたということが大きい。 

村松委員  前回我々が苦労して作った商業環境の条例のお墨付きがこの審議会と言うよ

うに理解している。審議会設置は非常にいいことである。  

宗田会長  審議会はお墨付きというよりは、運用するための警察官のようなものである。

審議のためには、現場にも行くし、騒音のチェックもする。この議事について、

我々は賛成である。  

 

 

 ・(議題３) 中島地区の市街化区域編入に伴う静岡市良好な商業環境の形成に関する条

例で定める指針の変更について  

 

事務局(岩崎副主幹 )から資料により説明 

＝審議＝  

宗田会長  何かご意見はありますでしょうか。無いようですので、原案通り決定としま

す。 

 

・（その他） 静岡市商号思考審議会に運営に係る意見交換について 

 

事務局（川島主任主事） [資料により説明 ] 

＝審議＝  
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宗田会長  ご意見、ご質問はありましでしょうか。  

斉藤委員  各委員への議事録送付のタイミングは、２週間でなく 1 週間程度にして即時

に公開してほしい、事前の資料についても事前に勉強する時間を考えると 2 週

間前には頂きたい。  

宗田会長  議事録の確認については、目を通すだけでも意外と時間がかかる、他の業務

もあり 1 週間程度確認する時間は必要。 

斉藤委員  今まで会議が終わってから議事録公開までの時間がかかり過ぎている。 

      私以外にも、興味を持っている方がいると思うので、議事録を早目に公開し

てもらいたい。  

事務局   議事録公開までの時間がかかってしまったことについては、すみませんでし

た、今後はお示しした案のとおり事務を進めて行きたいと考えています。  

宗田会長  他に何かご意見はありますでしょうか。  

無いようですので、今後は資料で示されたスケジュールのとおり事務を進め

て下さい、事務局の方よろしくお願いします。  

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   


