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平成 28 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３月７日（火）15:00～17:00 

 

２ 場  所  静岡商工会議所 ４階会議室 

 

３ 出 席 者  [委員]青木委員、石﨑委員、伊東委員、大場委員、小川委員、小長谷委員、

斉藤委員、 杉村委員、宗田委員、村松委員、渡邉委員 （五十音順） 

[事務局 ]経済局 池田局次長、商業労政課 青嶋課長、  

金丸課長補佐兼係長、岩崎副主幹、山野井副主幹、西脇主任主事、 

松永民間交流研修職員  

 

４ 傍 聴 者  なし 

 

５ 議  題  （１）静岡市商業振興施策全体の考え方について  

（２）静岡地区中心市街地における都心回帰の状況について  

   講師：京都府立大学 生命環境科学研究科  

      宗田研究室 佐々木一彰氏、杉本直子氏  

   

６ 会議内容  

（１）議題１  静岡市商業振興施策全体の考え方について  

  

事務局(金丸課長補佐)（議題１  資料１の静岡市商業振興施策全体の考え方について説明） 

事務局(岩崎副主幹 ) （議題１ 資料２の商店街環境整備事業補助金の見直しについて説

明） 

＝審議＝  

宗田会長  今までの説明について、質問と意見を承るが、如何か。今ご説明頂いた、環

境整備事業補助金の実施の見通しに関してはどうであるか。  

岩崎副主幹 実施については、要望している４つの商店街があり、細かい内容は確認中で

あるが、２つか３つは確実に進んでいるという状況である。  

宗田会長  どんな内容か分かっている範囲で教えていただけるか。 

岩崎副主幹 分かっている範囲では、街路灯の撤去が多い。 

宗田会長  改修ではなく、撤去であると。  

岩崎副主幹 改修も一部あるが、基本的には古くなったものの撤去に使いたいということ

である。  

村松委員  これは、いつから施行か。  

岩崎副主幹 予定は今度の４月、平成 29 年度の予算からの執行に向けてである。  
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村松委員  平成 29 年度から。  

宗田会長  今、４件の内２件が具体化していて、今議会で予算が審議されているわけで

あるが、いくらの予算であるか。  

岩崎副主幹 新設もあるので、全体の予算は 900 万強であるが、この撤去に関しては半分

くらいである。  

宗田会長  この議論は随分長くしてきたが、公的なお金を入れるべきものなのか。逆に

言うと、今まで商店街に公的なものを担ってもらってきたが、それを誰が担う

のかという問題がある。成長期の経済が大きくなっていく時期には、どんぶり

勘定で通る事が、だんだん厳しくなっている。  

村松委員  商店街の立場からであるが、過去５回、長いこと議論してきたが、結果的に

は、宗田会長の言われる通り、元気な時は行け行けどんどんであるが、体質が

だんだん厳しくなってきている商店街にとっては、そういう費用も大変である。

環境整備に繋がり、また危険防止の為でもあり、これはありがたい補助金制度

になったと思う。私としては歓迎したい。特に、改修の場合 10 年経過とある

が、やはりその頃になると、いよいよだと思う。ただ、剥がれた塗装を直すと

いうのではなく、全体的な改修ということ。また、撤去が 20 年もいいと思う

が、補助率が 1/2 というのは、もっと出してやってもいいのではないかと思う

が、これもある程度組織化された団体でないと、こういった事業にお金を使え

ないということの現れではないかと思う。商店街の立場としては、有難い施策

ができたと感じる。  

宗田会長  ありがとうございます。次は斉藤委員から一言お願いしたいが。 

斉藤委員  良いのではないか。概要書を作るのもなかなか大変な商店街があるだろうと

思うが、これくらい作らないと、公的資金を入れるのは難しい。地元の地域と

か自治会とかで、街路灯が無くなったらどうするんだという話は、してもらわ

ないといけないと思う。私は商工会議所に入っているが、10 年くらい前まで商

工会議所青年部という若手の会に入っていたが、それは全国に 400 ちょっとの

会があり、北海道から九州の、その中のいくつかに行かせていただり、自分で

行ったりして、商店街を見てきた。その中で面白かったと思うのは、米子の商

店街である。まちづくり会社が８つも９つもあり、なおかつ一番端の方は、商

店街としての体をなさなくなってしまったので、地域と一緒にサーフェイスの

整備をして、アーケードを取ってしまったという、もう商店街ではなくなって

しまったかつての商店街があった。そのような話も、商工会議所の青年部の人

が調べてくれていた。敷居は高いとは思うが、やっているところも確実にある

ということである。その辺りも踏まえて、大変ではあるが、このくらいのもの

は頑張って出してほしいと思う。  

宗田会長  ありがとうございました。この資料１でも、今までの議論が説明されている

が、環境整備補助金の所から出ている点線では、「地域コミュニティの場づく

り」「安心・安全の確保」の観点というのがあり、その方向に少しでも働くよ
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うなものであればという観点から、今、されているようなお話のような流れに

なったということである。  

斉藤委員  そうである。もう１つ良いか。環境整備の概要書についてはそのように思っ

ているが、地域コミュニティの場づくりというのは、そんなオープンな話では

ない気がする。 

宗田会長  そうである。  

斉藤委員  それと、来年度予算の、学生を中心とした北街道の拠点というのは、これは

結構難しい課題である。来年度はやらないといっているが、課題としては結構

難しい問題である。３年くらい前に、商業労政課の商店街の担当の方と一緒に、

大阪府と大阪市と、大阪シティ信用金庫さんが地域のコミュニティ作りのコミ

ュニティスペースを補助金を使って作ったという事例があり、一緒に見に行っ

てもらった。その時は、商業労政課の担当と静岡県の大阪経済局の所長と一緒

に話を聞いてもらった。課題としては、できないということだった。行政が補

助金を出したのではまわらないという、すごく単純な結論であった。永続的に

稼がなくなってしまう。稼がないと何も出せない。そこの場合は、信用金庫と

大阪府と大阪市で２年間は頑張ったが、そこで終わってしまった、というよう

なコミュニティになってしまうので、稼がせないといけないという所で内容が

心配である。  

宗田会長  今日は、この後佐々木さんと杉本さんのご説明をいただくことになるので、

この空き店舗を活用した学生・商店街連携事業の話はしない予定か。 

金丸課長補佐  そうである。  

宗田会長  今、斉藤委員からせっかく問題提起があったので、状況をご説明頂いてもよ

いか。また後日議論したいと思う。「学たま事業」というのか。 

金丸課長補佐  学生のたまり場という意味で、「学たま」といった愛称をつけている。北街

道には常葉大学の学生の人通りが増えたといった背景と、プラスして都市の方

でも、北街道の道路整備もしっかり考えていこうということで、都市のハード

の整備の部分とソフトの活用の部分とを北街道について考えようというのが

役所の中のテーマになっている。その中で、ソフトの部分では、学生さんの活

動が、今はゲリラ的というか、特に我々が関与しなくても、学生さんの方から、

それこそ村松委員の商店街とイベントを一緒にやったり、常葉大学だけではな

く、静岡大学や静岡県立大学の学生さんの中でも、活動の場を商店街に求めて

いる学生さんがいて、実際の活動もされている。その場合、１回のイベントに

関わっても先が続かなくなってしまったり、学生が活動しようと思っても物理

的に集まる場所がないという状況があるため、あくまで我々の方の理想である

が、そういった活動場所を、具体的に空き店舗などを活用して、学生が日常的

に集まれるような拠点作りをしていって、その使い方も大学のカリキュラムの

部分と、課外活動というかクラブ活動的に、学生が主体的に活動できるような

時間も合わせて使っていただくことができないかということを、学生や先生の

方々と議論してきた。大学も、常葉大学だけでない、市内の大学が連携したり
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して、その中で、大学と学生と商店街との繋がり作りというのをしていくこと

で、そういった事業を考えていけるのではないかという議論をしている。先ほ

ど言ったように、いきなりすぐ空き店舗を月何万円で借りてというような性急

なことではなく、どういった使い方ができるのかという議論も含めて、連携作

りもしっかりしながら、そういった準備を来年１年していって、具体的な実験

事業も行い、事業を考えていきたい。  

宗田会長  これは来年度予算化しているのか。  

金丸課長補佐  連携づくりの為の事業と、単発的なイベントを実験的にやってみるという

予算は取っている。  

村松会長  地元であるので、一言述べたい。私共の商店街のすぐ隣に常葉大学が入り、

2000 人規模の大きな学び舎である。北街道が学生街ということで脚光を浴びて

きた中で、色々な関係の方々から、学生達とコラボするようなものを今後も続

けたらどうかということで、商業労政課とも相談した中で、年間何回かやるイ

ベントに一緒に参画してもらうということから始めようということで、今やっ

ている。大学生の場合は、３回生、４回生になると就活になるので、高校卒業

したての１回生、２回生がそのようなイベントに出て、一生懸命やってくれて

いるのは、非常にいいことである。高齢者が多い我々商店街にとっては、若返

りである。そのような若い人たちが空き店舗やたまたま駐車場になっていると

ころを使ったりする。空き店舗を、毎月ではないにせよ何回かは大家さんに言

って借りる、その貸し賃を行政が助成してくれれば、学生たちも大変喜んで継

続的に色々なことをやれると言っている。そういう面では今度のこのような取

り組みは、私どもの商店街にとっては大変ありがたい。特に、常葉大学の常務

理事の木宮さんも一緒になってそれに対して協力してくれるので、学校ぐるみ

でそういう体制ができていると思う。  

宗田会長  小川委員からは如何か。 

小川委員  ご協力いただきありがとうございます。非常に実験的な試みということなの

で、先程斉藤委員が言われたのとはまた違う意味で、学生、特に１，２年生は

まだ未成年であるので、未成年者が関わるということで様々な課題があると思

う。たまり場と聞いて少し心配だったが、まだ実験的ということで安心して聞

いているところである。いきなりハードに飛びつくと、様々な課題を一気に背

負うことになるので、単発的なイベントで方向性を見定めてから進むというよ

うな進み方をしていただけると、学生にとっても過度な負担がかからなくてい

いのかなと思う。  

宗田会長  全体像が明らかになってきて、斉藤委員はどうであるか。  

斉藤委員  私が街に関わってきたときの拠点は、北街道であればアイセルだったし、Ｎ

ＰＯセンターが５風来館にあった時はＮＰＯセンターだった。行政予算で借上

げたり家賃を出すのは、自分としては今のところ、違和感がある。学生だった

ら、大学の構内やいろんな所、場所がないという大学があるのか知らないが、

そんなことはないと思っている。その意味でも少し違和感がある。商工会議所
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の青年部は色々なことをやっていて、実は清水で、家守り、家を守るという活

動を立ち上げてやっている。その時に随分学生、大学生もそうだし、高校生も

手伝ってくれているので、大学生の子は高校生の面倒を見たりしている。その

場合、さっき稼ぐといったが、大儲けして資本をため込むというのではなく、

掛かった費用は自分たちで稼いでゼロにしておく、少なくともゼロに近づける

努力をするというのを、大学生でも高校生でもやれているのを、自分は目にし

ている。どこが不安なのか。先生も不安なのかもしれないし、行政もそんな事

やらせたらどうなるか分からないから不安なのかもしれないが、まあまあでき

るのではないかと思う。商工会議所には、商業だけでなく製造業の人もいっぱ

いいるので、商工会議所の若手グループと一緒にやるとかというのは、あり得

るのではないかと思う。ただ、予算があるからこれをやりなさいとか、イベン

トをやりましょうというのは、もうそろそろ違うかなというのが、僕の考え方

である。  

宗田会長  齋藤委員のおっしゃっていることは本質を突いていて、大学が本当に必要と

するなら、大学のお金でやりなさい、商店街が必要とするなら商店街のお金で

やりなさいと。それを例えば商工会議所がやるというならともかく、行政が家

賃補助するなら、家賃補助が続く範囲でしかその仕組みは続かないと。商店街

振興の空き店舗対策事業は、もう何十年とやってきたが、結局ずっと失敗で、

行政の家賃が続く範囲でしかできなかったということがあり、商店街の活性化

にもならなかったし、空き店舗対策にもならず、空き店舗は増えていく一方で、

今度は空き家が増えてきた。その空き家を使って何とかしようという動きがあ

るわけである。今日の午前中、京都の京都学園大学の町屋キャンパスに行った

が、京都ではいくつかの大学が、都心の町屋を借りて、町屋キャンパスという

のを都心でやっている。それは大学側に大きなニーズがあって、というのは、

社会人教育をしたいのである。いわゆる科目等履修生でお願いすると、半期で

15 コマで２，３万とかとれる訳である。いわゆるカルチャーセンターとしての

役割をやりたいところで、キャンパスに来てくれといったらなかなかみんな難

しく、街中の駅前とか大きな町屋とかでやっていたら、気楽に行きましょうと

なるし、先生たちも、夕方や夜の時間や土日を上手に使ってやれば、大学はそ

れで学生集めに繋がってくるということで、月々何十万か払って、大学の方で

借りてイベントをやっていきましょうというのが増えてきている。一番極端な

のが、京都の立命館大学などは東京駅にサテライトキャンパスを持っていたり

という形で出ており、大学の方が社会に出てくる。それが学生の教育という使

い方だけでなく、社会人アピールというのがあると、商店街というか都市と大

学が一体となったまちなかキャンパスという形になるが、それぞれの動機が明

確になって来ないと。大学の立場、商工会議所の立場、商店街の立場というの

が明確になってこないと、ちょっと小規模な事業をやっても、街そのものを変

えていく、或いは商業そのものを変えていくということにならないという議論

であったと思う。特に、斉藤委員が後半におっしゃったのは、学生も勉強すれ
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ばよいのであり、自分で稼いで自分で使うというような、商工業で一番基本的

なところを学んでもらう。商業者も製造業の方もおられるので、そういう方た

ちと一緒にまちづくりに参画するようなプログラムにかけるのであれば、商店

街と組んで何かする意味はあるが、そこまで教えずに、たまり場を作ってあげ

るからここで遊んでおいでというのではあまり意味がないというご指摘だっ

たのではと思う。  

斉藤委員  はい。 

宗田会長  商工会議所としては如何か。  

大場委員  ある程度責任を持って自分でちゃんとやる、自分の足で立つというものがな

いと、長持ちしないだろうなと思う。今の話はその通りだと思う。ちょっと細

かい話で１点よろしいか。改修については１回しか駄目という形になっている

が、街路灯位なら良いが、一番安全性を考えるなら、アーケードだと思う。 20

年で使えなくなるアーケードは、普通は無い。例えば 10 年越えたら１回くら

い大規模に直す。そうすればもう少し持つ可能性がある。だから大規模改修は

１回にするというのが、目的が安心安全の確保というような視点だとすると、

１回で終わってしまっていいのかなと。例えば街路灯はそんなに持たないと思

う。20 年かその位であろう。しかし、アーケードだと 50 年とかいうスパンで

考えないといけないが、その場合１回でいいのか。安全性の確保を前提とした

メンテナンスがちゃんとできなくなるのではないか思う。  

伊東委員  賛成である。清水駅前銀座商店街でも既に 50 年経過しており、１回改修して

いるが、これであと 20 年くらい持たせようと思っている。ただ、その先を考

えると、今の内にもう１回やっておかないと持たない。撤去するだけでも相当

な掛かりがする。ましてやリニューアルとなればその３倍も４倍もお金がかか

る。そうなると延命しか方法がないので、大場委員の言われるようにしていた

だいて。ただ、ケースバイケースでそういうことを見ていただいた上で、個別

に必要かどうか判断していただけばよいと思う。  

宗田会長  その必要性もよく分かるが、大事なことは商工部長が挨拶で言われたように、

関係者の意見をきちんと聞くということが大事だと思う。今の商店街からする

と、アーケードの改修にしろ撤去にしろ、なんとか行政がしっかりしてくれよ

ということであるが、納税者である一般市民がどう考えているのかということ

と、商店街を構成している事業者の方は、今までアーケードを欲しかったのか。

中には、アーケードなんかない方がいいと思っているお店の方がいたりする。

むしろ、新しいお店が立地するのは、アーケードがない、商店街が形成されて

ないようなところの方がお店が出しやすいと思っている人が、若い人の中では

特に多い。そういう時に、何十年か前に作ったアーケードを、いったい誰が責

任を取って、その人は今どうしているのか。自分たちがやったことにごめんな

さいを言ったのかということを、丁寧に整理していかないと、いきなり大きな

お金をどんと安心安全の為にと言われて、なんか騙されているなあと納税者の

方が感じることも確かだと思う。そういうことをここでずっと議論してきたわ



7 

 

けであるが、一部の業界団体の意見を聞いて施策をうっているのか、広く市民

の皆さんどこからも非難されないような、意見を聞きつくした上で政策決定し

ているのかということが、厳しく問われているということである。今までは一

部の業界関係者の意見を聞いてさえいればよかったが、それが今は許されない

時代になっている。それが商工部長のおっしゃりたかった事だと思う。  

村松委員  改修の場合、どの程度を大規模改修とするかという定義付けは。私共の商店

街も 50 年経とうとしていて、アーケードの柱の根元が真っ赤に錆びて、何年

もかかって２か所くらいずつ順番に改修している。要するに補強している。補

強するには１本につき５万くらい掛かるから、２本で 10 万。ただ、たくさん

やるとその年の予算がないので、そのように少しずつやっている。こういった

ものは、まだまだいいのと、かなり悪いのと、必ずしも時期が一致していない。

そうなると、今おっしゃるように、大規模改修の定義付けと、１回のみという

のは、少し問題があるという気がする。改修の場合は、五月雨的にも出しても

らえるといいのではないかと思う。  

大場委員  アーケードに関わる部分にはそういった面があると思う。商店街の環境施設

にはアーケードもあるし、街路灯もあるし、色々あると思うが、そのものによ

って色々考えるということ。それから、この中には地元の自治会と、という部

分が、微妙だと思う。先ほど斉藤委員が言われたように、色々なことをやる時

に責任を取れる人間かということがまずあり、例えば商店街が大変だから、自

治会がお金を応援するというようなことを言ってくれればいいが、そこの部分

が難しい面がある。そういった意味で言うと、宗田会長が言われる形で、まず

何を目指してやるかという部分をきっちりやり、その中で、何回もやれという

訳ではないが、改修は１回というのはどうかなと思う。  

岩崎副主幹  今までの議論の中でなぜ１回かということについて、お話させていただき

ます。今までこの議論をした中で言うと、本来、改修というのは補助の対象に

するものではないのではないか、というところが大きな話であったが、話の中

で、例えば清水駅前銀座がそうだが、アーケードがある事によって新たな地域

コミュニティの場になっていくというような理由付けができた場合には、改修

もありではないかということになり、そのことについて補助をしようという話

が出ている。ただ、それは商業振興という話ではなく、安心安全、地域のコミ

ュニティの場というものは他の補助制度を活用することも可能と考えるが、あ

えてこの商業のお金から補助を出すべきかという話が出た為、１回は商業で見

ましょうということとなった。その後について、本来２回目というのは、商業

振興の補助を利用するのであれば、取り壊しまたは新しく作ることになるので

はないかという理由から、当時は１回ということになった。  

宗田会長  そういう議論であった。もう、商店街の都合だけではなく、地域の皆さんが

必要としているのであれば、１回はちゃんと面倒を見ましょうと。その時は選

択と集中をしましょうと。将来に渡って、このアーケードがこの町に欲しいん

だと住民の皆さんがみんな言うのであれば、行政が介入する価値はある。その
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合意が取れてないのにかかわらず、商店街の都合で撤去してしまったり、改修

したりというのはやめてもらおうという、大きな流れで来ている。実際に、商

店街のアーケードというのは、いつまであるのかというのがクエスチョンマー

クである。ずっと必要なものなのか、なくてもいいものなのか。例えば建築的

に言うと、昔の木造２階の建物が並んでいる時は、アーケードを掛けると何と

なくきれいになって見えたが、むしろ今おしゃれな建物やビルを建てる時には、

アーケードは邪魔であるということになり、京都の四条通などでも、新しいお

店はアーケードを取ってくれと言ってくる。せっかく有名な建築家でお店を作

っているのに、邪魔でしかないと。昭和の汚い残存物は取って、きれいな街と

作るんだという流れが大きく出ている。もちろん、町はずれの所に懐かしいア

ーケードが残っていることを良しとする人もいるが、銀座通りにはアーケード

は無いとみなさんおっしゃる。その辺の街の姿というのが、今模索されている

訳で、誰だってきれいな東京銀座のような街並みが欲しいに決まっている訳で

ある。 

小川委員  私はちょっと別であるが、解散を前提とする場合の撤去で、維持管理計画が

不要なのは当然であるが、将来ビジョンも不要ということになってしまうと、

税金を使って撤去した結果、都市環境が良くなるという担保が取れないので、

何らかの形で担保が取れる方が望ましいと思う。もう１つは撤去が活実に実行

されるということが見通せる状況というのを何らかの形で、概要書で含めたほ

うがいいのではないか。 

宗田会長  はい、ありがとうございます。  

岩崎副主幹 解散を前提とする場合の撤去においても、この事業出来るかどうか、お金は

どうするのというところは必要であることから、必要項目について再度検討し

ます。ありがとうございます。  

宗田会長  他に何かご意見があれば伺うが、なければ次の議題に移る。次の議題は、「静

岡地区中心市街地における都心回帰の状況について」ということで、今から

佐々木さんと杉本さんにお話しいただく。この研究は、元々静岡市が商業振興

基本計画を作り、条例を作り、それから商業集積ガイドラインを作ったのであ

るが、それを作っていく中で、色々商店街の店舗の調査とかを永年積み重ねて

きており、その研究内容の報告が１件と、もう一つは RESAS という統計情報シ

ステムが国の力で全国に普及し、その RESAS のデータベースを使っているとい

うことで最近の都心回帰の動向をご紹介する。 

 

（議題２）静岡地区中心市街地における都心回帰の状況について  

佐々木講師、杉本講師  （静岡市都心商業の変化動向について説明） 

＝審議＝  

宗田会長  ありがとうございました。１時間もお付き合いいただきありがとうございま

す。何かご質問とかご意見を承る。 



9 

 

斉藤委員  いくつか訊きたいことがあるが、まず都心回帰ということで都心の増加、微

増であるが増加というのを説明頂いたが、静岡の場合、郊外も圧倒的に減って

いるところと増えているところがあると、住んでいて思っているが、それと比

べて都心回帰といえる状況があるのか。  

佐々木講師 郊外の所を詳細に分析するというよりは、都心と郊外との機能分担だという

ことである。そういう意味では、相対的に郊外に対して都心の方に人が戻って

きているという現象自体に注目しているということである。  

宗田会長  当たり前のことだが、どこかのディベロッパーが開発すれば人口は増える訳

である。問題は、個別に見ていけば、古い郊外が減り、新しい郊外が増えると

いうことが起こっている訳である。今我々が言っているのは、全体の動きであ

る。だから新しい郊外開発している所は売れにくいし、地価は増えないし、開

発業者は利益が薄いということである。昔開発したところはかなり儲かってい

る。それが今高齢化して、その高齢者はその郊外の土地が売れなくなっている。

サイクルのどの時点にあるかによって、建売業者さんが郊外で損をするか、得

をするかということの差が大きく出てしまうし、40 代前後くらいの一般の家を

買われる方は、都心でやるか郊外でやるかによって損するか得するかがはっき

り出てしまう。  

斉藤委員  それはそうと思うが、都心回帰と明らかに表明するほどのレベルのデータに

なったということか。  

宗田会長  120 都市全部を見ると、要するに 30 万人以上の都市ではかなりはっきり出て

いる。 

斉藤委員  はっきり静岡では出ていると。  

宗田会長  静岡では出ている。東京、京都、大阪、名古屋では都心回帰が起こっている

のは、誰も否定しないと思う。静岡でも顕著で、浜松よりも静岡の方が都心回

帰は進んでいる。それがどのくらいかというと、サイクルの度合いはそれの７

割なのか７割５分なのかということはあるが、確実に今後も進むと思う。  

斉藤委員  分かった。それともう一つ、就業の変化で、サービス業と社会の女性化の中

の、労働力は分かるが、購買力というのは、サービス業に変化した方が向上す

るのか。例えば、９ページや他の所でも出ているように、都心回帰による生産

年齢人口の労働力と購買力というのが色々なところで出てくるが、就業の変化、

サービス業に従事する人が、女性に限らず増える方が、購買力、これは従事し

た人の購買力か。  

宗田会長  女性の可処分所得が上がっていくということと、就業分野が変わるというこ

とは、直接は関係ない。  

斉藤委員  はい、そうですね。  

宗田会長  その女性がサービス業の方にたくさん従事しているということは、確かにあ

る。 

斉藤委員  はい。 
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宗田会長  バラバラなことが都心の中でほぼ同時に起こっているということが関連し合

って、女性の消費が伸びているということである。  

斉藤委員  女性の消費が伸びている。  

宗田会長  女性の消費が伸びているということは、他の統計資料からも明らかなので。  

斉藤委員  例えば清水みたいな工業都市、静岡も生産業が中心の都市でも同様か。  

宗田会長  いえ、それは非常にはっきりしている。まさに RESAS のお手柄であるが、RESAS

で物価係数を見ると、静岡は明らかに商業都市である。京都は例えば観光都市

であるというのは嘘で、製造業であるが、浜松なども極端に。それはデータで

ないか。  

杉本講師  それは。  

斉藤委員  私は、商業、サービス業或いは医療従事、介護サービスも含めると、生産す

る人、製造業従事者の方が所得が高いと思っている。色々な統計があってそれ

が出るのかと思ったが、製造に従事している人の方が、サービス業に従事して

いる人よりも、所得がこれまでは高かった。  

宗田会長  それは企業で見るのか、従業員で見るのかによって、全く違う。  

斉藤委員  これまでは高かったので、静岡のようなところで郊外型の工業団地を作って

も、期間従業員ばかりで、そうも言えない。これまでの正社員のようなことは

言えないであろうと思っている。その時に商業が先なのか、製造でお金を稼ぐ

人が先なのか難しいところはあるが、静岡市は商業に絆創膏貼るのをこらえて、

企業家を育てるような、或いはソフトウエア産業などを含めて、そういう所に

ちょっと目を向けてほしいなと思う時がある。そういうことをもう少し分かり

たいと思ったのが一つ。分からなければ結構である。  

宗田会長  お答えしても良いか。二つのレベルの異なったことであるが、所謂、市民所

得の話をすることと、産業政策の話をすることは必ずしも一致しない。まず市

民所得の方から話をすると、製造業の正社員が高給を取っていたのは、我々が

若い世代である。おっしゃる通り、90 年代バブル崩壊してから、製造業は非正

規にどどっと走った。メーカーに就職する時代は終わったわけで、むしろサー

ビス業の正規社員の方が所得が高くなっているということは統計上出ていて、

住民税ベースで市の財政を考えるのであれば、製造業の非正規の労働者をたく

さん抱える町よりも、サービス業で正規の従業員、住民が住んでいる町の方が

住民税収は高いということになる。それとは別に、経済政策をしていくと、ど

ういう産業を誘致するか、どういう産業を育成するかという議論が別にあるが、

これは例えば法人住民税や法人税収入を増やすということを大きな目的とし

て、どの産業を持ってくるかということを見るのが重要であり、例えば製造業

の中でもクリエイティブなものをというのはおっしゃる通りである。その二つ

は一緒には論じない方が多分良いであろう。  

村松委員  先ほどの絵の中で、鷹匠地区が出ていたので、青木委員如何か。 

青木委員  はい。 

宗田会長  先によろしいか。 
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斉藤委員  はい。どうぞ。  

青木委員  現場の感覚であるが、新陳代謝と一言でいうと、それはつまり廃業したり閉

店したりしている店は、明らかに多いと思う。感覚で言うと、この最後のデー

タが 2013 年、今は 2017 年でもう３年経っているが、この１，２年で一気に鷹

匠を取巻く商業環境は落ちており、非常によくない状況になっていると感じる。

その代わり、確かに都心回帰ということをひしひしと感じているのは、シニア

向けのマンションが増えてきて、昼間鷹匠を歩いていると、ほとんどの方がシ

ニアの方で、申し訳ないが、服装なども低価格の物をお召しになっている方が、

家と病院を往復するために鷹匠の街を歩いているというのが、毎日外を見てい

ても明らかである。商業を取り巻く環境も、１年２年のスパンではなく、 1 日

1 日、1 か月で物が売れなくなると、そのお店は３ヶ月後には閉店しなければ

いけないというような状況で、それがまた閉店して新しい店が入ると新陳代謝

になるかもしれないが、こういうデータはデータで非常に参考にはなるが、静

岡の中でもこのように良しとされている鷹匠地区が、非常に良くはない状態で、

従業員も減っている。サービス業に従事するスタッフがどんどん辞めており、

去年私の仲間でも、うちの店もそうだが、 30 代 20 代のバイトが皆辞めて、経

営者が一人で全部回しているという 40 代の仲間が数人いる。去年だけで先輩

のセレクトショップが３つ閉店し、いい割烹さんも閉店しており、その後店が

入っていない空き店舗が、2016 年の末から今まであるという状態なので、だか

らという結論は全くないが、そのような感じである。  

宗田会長  どういう理由だとお考えか。高齢者のマンションが増えたというのは、今一

つ理由として挙がっているが。 

青木委員  格差が生じている。消費する人たちの格差というか。  

宗田会長  例えば高齢者マンションが増えたということで、都心回帰が起こっているが、

若い一番購買力のある人が来ないと。  

青木委員  そうです。 

宗田会長  それは、我々都市開発側から考えると、都心の地価が上がりすぎてしまって、

割と高いマンションが増えてしまい、高齢者が買えなくなった。仮に 2,700、

2,800万台くらいから 3000万強くらいの物件であれば若い夫婦が買えるマンシ

ョンがあったことにより、お宅のお客も増えただろうが、4000 万とか超えてし

まったらお宅のお客も増えなくなったことが原因なのか。  

青木委員  それは３年前くらいの現象である。どちらかというと、ちょっといいマンシ

ョンが増えてきて、若い 30 代位のご夫婦が入って、お子さんがいらっしゃっ

てという層が来たことは来たが、その人たちはマンションを買うことと、子育

てと、いい車を買うことにほとんどのお金が費やされていて、近隣の商店では

一切お金は使わない。パンとお菓子は、新しいお店ができるとワーと行って買

って帰ってきて、お土産で配るのいうのが、一つのステータスというか。 

宗田会長  都会だと、若い人には車離れが進んでいる。  
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青木委員  それが３年前くらいで、いい車がすごい増えたが、去年の春３月位から、ガ

タガタガタっと皆さん落ちている。熊本地震から一気に落ちた。そこからいい

車も増えなくなった。  

大場委員  一時鷹匠がかなりだったが、それが七間町の方にお店が動いていたりしてい

る。最近新しいお店が出ていたりして、七間町の周りにマンションは増えてい

る。鷹匠より七間町の方が増えている。  

宗田会長  今回地価の統計、データは見せていないが、鷹匠は確かに、七間町は下がり

気味だったので、そこを狙ってデベロッパーはマンションを建てた。 

青木委員  ちなみに、そのシニア向けマンションは賃貸である。  

大場委員   この表で、８ページの所で消費の変化がモノからサービスへという部分で、

グラフがあり、これを見ていて 2011 年から 2014 年でモノが増えており、全体

を増やしているような形になっているが、ここのシェアというのがもっと 50％

60％サービスに行くのか、ある程度サービスが進んで止まって、モノとサービ

スのシェアがある程度の所まで行くと変わらないのか。モノとサービスのバラ

ンスが商店街の店舗構成に恐らく影響があると思うので、この辺がどうなって

いるのか興味がある。  

宗田会長  1990 年までサービス化がすごく急速に進んだ後、一定の割合でそのまま推移

していると。全体の傾向はモノが押し上げたように見える方向であるが、これ

から先のことは分からない。というのは、核家族化がもう終わって、一人暮ら

しがどのくらい増えるか。いわゆる家事の外部化というが、食べる事、風呂、

掃除洗濯などが外に出ていく。それが増えれば明らかにサービス化が増える。 

大場委員  今のままでいくと、シェアが５割５割。そのくらいで止まるか。  

宗田会長  ヨーロッパだとその位なので、５割５割位までになるとは思う。ただ、景気

が悪くなると、みんな所得が下がるとどうしても家の中でサービスを回すよう

になるので、つまり、美容院に行く回数が減るし、今のお話ではないが、そう

なってくると、４割くらいのままサービス化が進まずにいくということもある。

まさにこれはいろんな要素がファクターとして入ってくるので、ゆっくりゆっ

くり５割五分五分その辺までは行くだろうと。それ以上逆転することはないだ

ろうと。  

大場委員  個人の所得がもう少し増えだすかどうか。  

宗田会長  そうである。 

  個別の店舗で、業種でばっちりここはモノだとか、ここはサービスだと分け

ることは統計上どうしてもしょうがないが、小売りは小売りで分類されるとは

いえ、その中でサービスの機能も持っているわけであり、だんだんサービスが

大きくなるのは確実ではないか。村松委員の所で時計を売っているというとこ

ろに分類されるが、修理とかそういうサービスもしている訳である。 

村松委員  そっちの方が多い。  

大場委員  恐らく仕入れて売るという商売は難しいだろう。  
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宗田会長  小売業の経営指標というもので、製造小売が一番高く、仕入れて売るのでは

なく、自分の所で焼いて売る。  

小川委員  各指標の質的評価はかなり難しいので、ちょっと性急に結論に結び付けるの

はもう少し慎重であるべきかなと思う。特に、 GIS の町別データは実数が限り

なく少ないのを指標化するというのは、ちょっと危ない面が増えてくる。かな

り留保してこのデータは読むべきものかなと。それから都心回帰現象で言うと

静岡の都心エリアは非常に狭いので、70 万の人口に対して静岡の都心人口は２

万ちょっとしかない。この 20 年間で 2 万 2000 人から 1 万 9000 人の間の狭い

レンジで動いているわけなので、これをもって都心回帰現象なのかは、今年

2015 年の国勢調査データが出てきてから、詳細データが出てきますので、そこ

を見てみないとまだ分らないと思う。    

宗田会長  ありがとうございました。もう時間だそうで、まだご発言いただいていない

方がいるので申し訳ないが、もう時間を過ぎているので、一旦、会を終了させ

ていただく。  
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