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平成 27 年度第３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 22 日（火）15:00～17:00 

 

２ 場  所  静岡市産学交流センター（Ｂ -nest）７階 小会議室１  

 

３ 出 席 者  [委員]青木委員、熱川委員、石﨑委員、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  

                                  （五十音順）  

[事務局 ]商業労政課 松浦商業労政課長、長澤課長補佐兼係長、  

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  

 

６ 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  

＝審議＝  

宗田会長   事務局の説明の前に、一言申し上げたい。我々の商業振興審議会は遡ると

商業振興ビジョンというものを作り、条例など取り組みを進めている。その

静岡市のビジョンの下に商業振興ビジョンがあり、静岡市の使命とは何か、

商業振興審議会のミッションとは何か、それ以前に商業者の方たちにその役

割をどう果たしていただくかということです。特に若くて新しい方々が、

次々と新たな使命を持って、静岡市の商業振興ビジョンに向かって邁進して

いただくような形を作ることが、審議会と静岡市のミッションと思う。 

あくまで主人公は商業者の方、それから消費者である市民の方がおられて、

その両者がうまくいくような形を作るというのが我々のミッションである。 

このミッションを実現するための具体的なアクションの一つが、今回の議

題の一つであるアーケードの問題である。ビジョン、ミッション、アクショ

ンを常に確認しながら考えていく必要です。 

これは税金を使って行う事業であるので、果たしてそれだけの公益性があ

るかという点についても厳しく問わなければならないし、組織のモラルの問

題など考えなければいけない事が多々あります。 

静岡市は全国でも有数の人口減少に直面する自治体です。 

少子化、高齢化が進み、生産年齢人口が減少している。恐らく 2030 年を

過ぎると多死社会といって、今多くおられる高齢者が亡くなっていく時代に

なると思う。 

全体で 137 万人の方が亡くなる時代が来るわけで、そうなった時、まず生

産年齢人口の減少、消費者全体の減少が起こる。今まで 140 年に渡って人口
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が増加していくということに我々は慣れているが、次の 70 年間では確実に

人口は減っていく。その場合、都市の作り方や整備の仕方が大きく変わって

くる。都市をどう畳むかということが、都市計画に携わる者のテーマになっ

てきています。 

この中で、我々は商都静岡の商業ビジョンを見直す時期に来ているのも事

実です。都心をどう盛り上げ、都市をどうコンパクト化し、不要な郊外をど

う畳むかという、都心の振興と郊外の買い物難民をどうするかという課題が

出てきます。 

もう一つが、人口減少の中で、国を挙げて取り組んでいるのが観光振興で

ある。先日観光庁が全国の新幹線の駅を中心に観光圏を作り、そこに外国人

のお客様を招き入れて消費を進めていくというようなことです。 

静岡県も新幹線のひかりが止まる主要駅で、ゴールデンルートであり、富

士山静岡空港もあるということがあり、そこで商都静岡の本領が発揮される

べき時期が来ている。市民の経済基盤を支えるということで商都静岡のビジ

ョンを考えるというのが根底ある上で、それぞれのミッションを意識しなが

ら、今回のアクションを検討するということで、今回の議論を進めていきた

い。 

事務局（岩崎副主幹）[資料により説明] 

宗田会長   資料 1-②の（３）にある、今回の会議での検討事項に沿って①から③まで

議論していきたい。  

まず①に関して皆様のお考えを伺いたい。  

「商業の振興が図られるもの」というのが曲者だと思う。人口が増えてい

る時期に人口ボーナスがあるから経済成長していく時代には、売り上げが上

がるということが振興だった。今は地方都市のデパートの売上が下がり、イ

オンのような大型流通も縮小して、その中でどう生き残るかということにな

っており、それ以外の小売業やサービス業の方々の売上増が期待できる時代

ではありません。 

売上が上がるということが振興だとするならば、ちょっとその意味は違う。 

売上げが上がるということを無理やり目標に揚げるようなことはしたく

ない。 

その中でどういうビジョンを我々が賢く作っていくかという前提で、この

商業振興を目的とする修繕・撤去に対する補助についてご意見を伺いたい。     

資産価値の増加、これは都市をどう作るかということ。暮らし、コミュニ

ティというのはいつまでも続くので、地域への貢献という点がだんだん議論

に出てくると思われる。小川先生は如何か。 

小川委員   今、宗田会長にご提示いただいことに付け加えることはありません。  

特に商業振興ということについて、商業をする場が、中心だけでなく周辺

にも地域的に偏在することなく存在しているのが望ましく、それが維持でき

るような方向で考えていきたい。  
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宗田会長   齋藤さんは如何か。 

斉藤委員   商業振興をどう考えるかは難しいが、商業振興が図られると概ね思えるも

のには、修繕・撤去共に（補助して）いいと思う。  

もう一つ考えなければいけないのは、冒頭で先生が言われたように、人口

が減っていくので、色々な持ち物が、縮小が可能な形で持っておく方がいい

だろうと思う。  

商業でも商店街でも同じである。補助金でできうる目いっぱいな物を作る

ことは好ましくないので、その点をチェックする機関を設けた方が良いので

はないか。  

宗田会長   チェックする機関なのか、チェック機能を自分が持つのかということはい

ろいろあると思う。それぞれビジョンを作ってもらわなければならない。  

斉藤委員   そうです。 

宗田会長   どうしたいのか、例えば 10 年後には何店舗あるのか、増えるというならど

う増やすのか、本当にそれは可能なのか、市民が必要とするお店なのか、と

いうことをみた上で、 10 年後 20 年後に残ってくださる人が、アーケードが

必要だといえば作ればいいが。 

村松委員   各地の商業振興を目的とする場合と、それによって安心・安全につながる

と二つに分けているが、これは商業振興を目的とするが同時に安心・安全に

も効果があり必要だということになる。  

但し、商店街が解散ということになると、前が見えなくなる。これは難し

い所である。  

しかし、（アーケードが）撤去もできずただ風化するだけの場合は、行政

の道路維持の観点から考えるべきでないか。  

商店街振興組合はある意味しっかりした組織だが、数は少なく、任意商店

街が多い。どちらかといえば任意商店街の方が、予算規模が低いために、こ

ういうものを希望している。商業振興を目的とする場合と、安心・安全の向

上を目的とする場合の二つに分ける必要はないのではないか。  

また、任意商店街は、市の施策で商店街イベント振興事業補助金という形

で、商店街がイベントをする際に活性化の資金をいただいている。その場合

は商店街組織に規約があるか、どういう活動をしているかなどチェックして

おり、同じようなチェックをする必要はあると思う。  

斉藤委員   安心・安全を、全体の商業の中に含めるということにしてしまうと、ステ

ップとして、防災や福祉の話ができないと思う。  

まずは、商業のためになるのか、ならないのか、それを振り分けて、安心・

安全も商業のためになるといってしまうと、全部やるという話になってしま

う。安心・安全は直接的に商業のためになるかどうか、もう朽ち果てようと

しているものと、今はいいがより安全にというものは区別しないと、議論は

うまくならないと感じる。  

村松委員   言っていることは分かる。 
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斉藤委員   商業の予算で出すのか、防災の予算で出すのか、一度区切りをつけないと

できない。  

宗田会長   商業政策で作ったアーケードだというのは残るが、資料１－⑤参考２に、

法人化されていない任意の商店街であって、定款等により代表者の定めがあ

り、財産の管理等を適正に行うことができるもの、というのがあるが、これ

が老朽化して危険な状態になっているならば、財産の管理が適正にできなか

ったわけです。 

ということは、財産管理ができなかったその任意団体にこそ責任があるが、

国が実施し静岡市がその世話をした当時の行政責任、その行政上の瑕疵を全

く無視して、建設局や防災の方が撤去費用を全面的にもってくれるものなの

か、それともそれは当事者責任で処理する方向になるのか。当事者責任で処

理しろという方向になれば、商業振興にならなくてもやらなければいけない

というのが実態なのかどうか。 

松浦課長   今会長がおっしゃった通り、既存で既に組織がない所の物については、元々

商業の目的で道路の上にあるのだから、我々の所管でなんとかするべきだと

いう話は、道路部局から来ている。  

道路部局から見れば、原因者に一番近い所管であるということである。例

えば、照明灯が腐って傾いたものがあった際、昔は商店街の持ち物だったよ

うだが、危ないから臨時的に取るというような事は、実際にはしている。平

時の時と、実際に起きた時とはそれぞれやることが違う。それと、所有者が

ある程度明確な場合は、その所有者に撤去をお願いしている。さらに、今日

地図上での資料を明示できず申し訳ないが、ちゃんと道路占用の許可を取っ

て付いているアーケードと、そうではないものと２つあるようです。 

道路サイドから見れば、許可した覚えがないものが歩道上にある場合、こ

れを我々所管課としてどう評価するかという所も実はこの議論の中にはあ

る。 

組織の話に戻ると、法人ですぐ解散することができないようなところに限

って補助するというのも一つの選択肢としてはあると考えている。  

資料１－⑤の一番左肩に、法人として比較的簡易に設立できるものもある、

ということで提示している。我々はこれまでも任意の組織に補助をさせてい

ただいているので、そこをどうするのか、我々市として修繕に補助を選択す

る場合も、物の考え方として整理しなければいけないポイントだと考えてい

る。 

宗田会長   今おっしゃった、道路占用が正式になされていないアーケードで、補助金

を受けているものはあるのか。  

松浦課長   無い可能性もある。  

宗田会長   それは勝手に作ったのか。  

松浦課長   と、思われる。  

宗田会長   それは違法であるでしょう。 
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松浦課長   そうですね。 

宗田会長   それは商業振興に関係ないと思うが。  

松浦課長   関係ないということになる。その情報整理が全部終わっていないので、議

論として、単に危ないからといった時に、所管がどうだという先ほどの話に

なった時には、個別の物についてどうするかの議論には、いっていない。  

宗田会長   補助金が入ってないものに関しては、道路管理者と設置をした個人の問題

であり、我々の審議会で話題にする必要はないということで良いか。 

松浦課長   はい、現時点では。  

宗田会長   あくまで補助金を入れて、公的な商業振興策として作っている物について。

それも平時とそうでない場合とがある。災害時や危険が出た場合には道路が  

やってくださる。平時に我々が積極的に片づけていくべきかどうかという問

題が一つある。  

片付けるべき時期は資料でいくと②になるが、危険になりつつある時と、

管理団体である任意団体である商店街が解散する場合となる。 

まずここから考えようと思う。片付けをすることに関して、どう思われる

か。 

小川委員   放置しておいて、いよいよ危険だとなった時には、部局はどこであれ市の

責任ということになり、市民から見れば市役所が片づけるということに変わ

りはないので、一つの観点として、どちらが安上がりであり、市民にとって

コストが掛からないのかがポイントとなる。 

仮にこの時点で手を打った方がトータル的にコストが安く済むというこ

とであれば、その場でやるべきではないかと思う。  

宗田会長   コストが安いということであるなら、これは補助金を出すか出さないかと

いうことであるから、地元の商業者が解散するとか、危険であるとか思って

いて、自分で例えば半分負担するから、半分なんとかしてくれませんかと言

ってきたら、それはとりあえず補助しておいた方がいいのではないかと思う。  

もちろん行政代執行で撤去した後で請求書をそこに送り付けるというこ

ともあるかもしれないが。  

小川委員   いよいよの時は、ほぼ回収ができないと思っておかなければならないと思

う。特に任意の団体には、この段階で、誰が法的な所有者であるのかをはっ

きりさせるなどの条件を付けて補助を出すというのは、やり方として当然有

りだと思う。  

斉藤委員   商店街のアーケードなどのハードの事業の時に、任意の団体の場合、借入

等は起こしていないのか。個人が借入しているということか。  

村松委員   商店街振興組合組織にした方が、有利な国の補助金が得られる。任意の商

店街がアーケードを作りたいという場合には、認められれば市の補助金が出

るということは今までもあったと思うが、補助率等、より有利な資金を得る

ために、わざわざ商店街振興組合を作った事例はあった。  
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斉藤委員   団体として大きな借入をする時に、どういう人が中心に借入者になったか

という話と、その場合でなかったら、個人個人が借入をして、個人個人が補

助してもらった形になったのか。 

小川委員   可能性としては、国が２／３補助を出し、残りの１／３も県、市が出して

借入なしで建てているケースが相当あると思われる。  

松浦課長   知っている限り、御幸町通りのアーケードは借入を起こしていない。自分

たちで積み立てをしている中でやっている。  

村松委員   作る物は自分たちの物であるという意識があるから、補助を受けても、自

分たちもいくばくかは負担をしなければならない。  

宗田会長   新しく作るということを議論する必要は、殆ど無いと思う。今は撤去の問

題の時代で、斉藤委員がおっしゃるのは、借入があるなら、そう簡単に壊せ

ないだろうということか。  

斉藤委員   借入者が中心にいるのであれば、任意団体としても、個人が債務を引き受

けるというという話はないと思えるので、例えば町内会の集会場を作る事で

も、一旦法人格を取ったりする。  

ここでは商店街組織が代表者がなく、借入者が個人というのがどのくらい

あるのかという話を聞いた。借入金は残っていなくても、その時の借入者の

中心に誰かいたのではないか。  

宗田会長   仮にいたらどうなるのか。  

斉藤委員   その人が中心になって、その人に対して撤去するという話を持っていく。  

宗田会長   これは、あくまでも撤去する補助金を出すか出さないかの話なので、主体

者がいない限り無いわけです。 

主体者がいなくなってしまったら、後は商業振興の話ではなく、道路管理

者とアーケードの所有者の問題で、我々には関係ない話になります。そうで

はなく、あくまでも主体である借入者や任意団体が、アーケードを壊したい

と商業労政課に言ってき場合、補助していいのかという話です。 

斉藤委員   個人的に言えば、任意団体の今の商店街の組合員やテナントで入っている

人達が負担するということは無いだろうと思う。むしろ土地やビルを持って

いる人達が、補助率はどうあれ、負担するという話だと思う。全部を行政が

やるという話ではないと思う。 

宗田会長   補助率の問題は後で議論するとして、そのビルのオーナーなり地元の人た

ちが手を挙げてくるなら、補助して撤去して安心安全を、またはそれによっ

て商店街の解散という形できちっと整理していくということは認めざるを

得ないと。  

斉藤委員   そう思っている。任意団体の商店街組織ではなく、商店街の地権者組織を

把握して、その人たちが言ってくるべきだと思う。  

宗田会長   そもそもここでは、言ってこない所まで含めて壊しに行こうとは思ってい

ない。 

松浦課長   組織がある内に、どうにかしましょうというのがベースにある。 
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村松委員   ハードの物を建てる時は、保証人を何人も立ててやっと借入する。それか

ら何十年も経つとその人たちは死んでしまい、次の代に変わる。  

今活動している商店街の役員たちが責任を負わなければならない。  

所有者が運命共同体であるアーケードは、個々の物ではあっても、商店街

が管理しているものだ。  

それを撤去する場合は所有者に賛同を求めなくてはならない。所有者によ

って様々に違う事情があり、商店街はそれをまとめなくてはならない。  

宗田会長   その事情を商店街がまとめてくれて、安心安全のために撤去したい、ある

いはこれで商店街組織を整理・解散するので撤去したいという場合は、補助

してもいいと。  

村松委員   いいと思う。そうしてもらわなくては困るのではないか。  

宗田会長   異論はないということでよいか。  

青木委員   せざるを得ない。  

小長谷委員  今の議論は、誰が言ってきたのかという所を明確にするという意味合いな

のか。 

村松委員   行政指導があった場合もある。あるいは安心・安全のためにとか、みすぼ

らしいからという風紀的な理由で自発的ということもある。  

この場合、修繕と撤去は違う。修繕は、どこまで修繕を認めるか。軽微な

ペンキ塗りのようなことはだめだが、柱の下が錆びて傷んできて、それを何

本も変えるとなればお金がかかる。どこまでを修繕と認めるか基準づけの問

題もある。  

宗田会長   いずれにせよ、地元の主体となる商店街組織なり任意団体が補助を受けた

いといってきた場合、撤去に関しては補助せざるを得ないであろう。その予

算が毎年たくさん出しているものではなく、一つずつ丁寧に、事故が起きな

いように予算に余裕があったら補助していくというペースになるだろうと

思う。 

今、村松委員がご指摘の、②の検討事項の中の修繕の場合、修繕に関して

も必要であろう。  

村松委員   基準であろう。どこまでの範囲を補助の対象とするか。それは安全・安心

につながることになる。 

斉藤委員   修繕というと、どの辺から基準か分からないが、ただ先送りするためにち

ょっとずつ修繕して、歯抜けのように商店街がなくなっていくのは、違う気

がする。  

村松委員   それは違うのでは。 

宗田会長   先送りするのではない、今後もアーケードを維持していくのだというよう

な見通しをしっかりと作っていただくということであろう。  

村松委員   それが安全・安心にもつながるし、商業振興にもつながる。我々の商店街

でも、アーケード管理費を使って年間３本くらいずつ直している。  

宗田会長   管理費を集めて、定期的に修繕をしているというのが大前提である。  
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その管理費だけでは修繕ができなくなったからといった場合には、一番い

いのはそのまま撤去してもらうことである。そうすれば管理費が足りなくな

ることも全部解決する。  

しかし、それを斉藤委員が指摘されたように、先送りするということに陥

らないようにするためには、撤去せずにこれを今後維持していくことの必要

性をきちっと語ってもらう必要がある。  

整理すると、修繕に関しては、将来の問題をきちっと決めていただいて、

適切だと判断した場合には、最小限の補助はするが、まず自分たちで管理で

きなくなったのなら撤去を考えてほしい。撤去に関しては補助の対象とする、

ということで良いか。 

これで、検討事項の②と③については、ほぼ議論がついた。  

検討事項④補助対象団体の範囲をどうするか、ア）任意の団体の取扱い、

イ）任意の団体を補助対象とする場合の条件等であるが、この場合、補助金

を申請してくる団体が任意団体であっても、アーケードを持っていたら、今

の場合対象になる。  

条件は、撤去するということであるならば、その任意団体を解散する、ま

たは解散しなくてもアーケードの管理を全く止めるということになる。 

最後に残るのが検討事項①商業振興を目的とする修繕・撤去に対する補助

についてであるが、これは②の撤去と同じように、既にあるアーケードを新

しくしたいとか、アーケードをより良いものにしたいという場合となる。 

村松委員   事例では、鷹匠町１丁目の商店街のアーケードが古くなって、台風が来て

照明が落ちたら大変だということで、アーケードを新設する場合は、撤去費

用も補助金の対象となることから、テント式のアーケードを新設した。 

私共の商店街の横には旧態依然のアーケードがある。ここはそれほどの母

体がないから補助金で撤去費用を出してもらい、古いアーケードを撤去して、

テント式のアーケードをつけられれば有難いし、商業振興にも繋がる。 

隣接している商店街にとってもその方が好ましいと思う。新聞記事にもそ

のような投書があった。  

宗田会長   それは②の安心・安全の向上というほど危険ではない？ 

村松委員   安心・安全にもつながる。  

宗田会長   安心・安全なら②でやればよい。③の商店街を解散する気はない？ 

村松委員   そうです。 

宗田会長   その場合に撤去するお金が欲しいといわれたら、その場合はかなり厳しい

ビジョンを作ってもらって、商業振興になるのかをそこで審議すればいい。 

村松委員   そういうことである。  

宗田会長   撤去してテント式のアーケードにしたい、個々のお店に認めたいというこ

となら、本当に必要だったら自分たちでやればいい。  

村松委員   そういうことである。  
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宗田会長   行政の補助金が欲しいのであれば、よほどしっかりしたビジョンを作って

くれればいい。 

村松委員   商店街にはそこまで体力がないから、しっかりしたものは作れないが、今

あるものがいよいよだと思っている人がいるので、古くなったアーケードを

取ってくれれば有難い。  

ただし新しいテント式のアーケードは自分たちで付ける。これは良いこと

だと思う。  

宗田会長   その場合、撤去しました、鷹匠のように店が増えてテントも増えてきれい

な街になりましたということがあるならいいと思う。  

撤去したが、お店は減りましたというのに撤去費用を出したというのは①

のケースではない。②か③にならないと。  

村松委員   テントをしなくても、植栽を植えようという声もある。 

宗田会長   問題はテントか植栽かではなく、お店が増えるか減るかである。 

村松委員   それによって環境が良くなれば、ここに出てみようというテナントさんも

出てくる。  

宗田会長   その見通しが証明できればいい。  

村松委員   証明は難しいが、環境さえ良くなれば。  

宗田会長   そこに税金を使うので、見通しがない所に税金を使うことは避けたい。  

村松委員   申請書を出す時には、見通しがあるように書くだろう。  

宗田会長   それをちゃんと審査しなければならない。  

ますます国が小さくなっている時に、もっと他のことに税金を使っておけ

ば良かったということになる。  

斉藤委員   人が減り、所得が減っている時代に、しつらえを良くしたり、環境を良く

したり、化粧を直したりしたらお客が来るということはない。  

ちょっと古めかしくなったがまだ使えるアーケードを撤去して新しい物

にしたいのであれば、国の補助金など通常の補助金が使えるならそれを使え

ばいい。  

宗田会長   国のアーケードの補助金は、そのうち無くなると思う。  

村松委員   そうですね。  

青木委員   その話だと商業者が新しく店を出すことがすごく少ないし、歯抜けになら

ないように、テナントで借りている人がそこにいてもらうようにするには、

家賃の安さしかない。  

宗田会長   新陳代謝であるから、お店は常に出てくる。問題は新しく出てくるお店と

閉店していく店とのバランスで、総数は減ってくると思う。  

若い人で、親の商売を受け継ぐわけでなく、自分で店を開きたいという人

は常に一定数いる。その人たちを上手に誘導するような街づくりをしていか

なければいけない。  

青木委員   静岡市の商店街の役割に立ち返ると、人は大型店舗に買い物をする目的で

向かっていると思う。 
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呉服町商店街を除く商店街は、ほとんどの場合帰り道として使われている。 

そのお店が、どれだけ帰り道の人達にとって利益があるのかという所を追

及して、皆さんやっていると思う。  

そうなるとアーケードはあった方がいいと思う。しかし、向かいの鷹匠１

丁目を見ると、ビルもどんどん新しくなり、駿府町側から見ると、家賃も５

倍くらいになっているらしい。  

これは家主さんのお金の負担が大きくなっているから、そのような家賃に

なっているのだろうと想像できる。そうなると私たちは家主さんたちの負担

を重くしないということを、すごく考えてしまう。  

今の家賃でやらせてもらうことが、これから継続するための商業者として

のビジョンとして第一のことである。家主の負担を減らすことが商業振興に

もなると思う。  

宗田会長   アーケードの負担金がそのまま家賃に跳ね返ることになるのか。アーケー

ドの管理費を払っている？ 

青木委員   払っている。  

村松委員   テナントが払う場合と大家が払う場合がある。  

青木委員   修繕は大家が払うことになるらしい。  

宗田会長   大家が修繕してくれるというものの、修繕したことでテナント料は上がる

のか？ 

青木委員   上がると言っている。 

宗田会長   大家は店子に対して家賃を上げる時に常にそう言うが、実際にその大家を

見ていった時に、そんなところでは決まっていないと思うが。  

テナント料は、市場価格で大家が決めるのではなく、不動産屋が決める。

大家にとって譲れないのは、償却、返済していく時のお金。  

斉藤委員   アーケードの修繕や配水管の設備の修繕でテナント料が上がったという話

を、私は聞かない。  

青木委員   そんなことはない。  

それをやらなければならないなら、この家賃ではできないという話は多々

起きる。アーケードの件ではそういう話が起きている。  

宗田会長   家賃が上がっていくときの最大の原因は、周りのテナント料が上がったこ

とである。  

青木委員   そうですね。  

宗田会長   辛いのは、新しいお店が開けばテナント料は上がる。 

しかし、そこにまた新しいお店を呼びたい訳です。  

青木委員   そこまで前向きな感じではなくなっているような気がする。  

アーケードが朽ちようとしている商店街の建物の支払いは終わっている

と思うので、もう自分でそこを畳む力もなくなってきているから、何とかぎ

りぎりでテナントに入ってくれている方がまだいいという状態だと思う。  
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宗田会長   そこがビルを壊して新しいテナントビルになれば、家賃は必ず上がる訳で

す。 

青木委員   そうである。  

だか、それはやらないのではないか。  

アーケードの修理も難しいと言われているので、これ以上の負担となると

建物自体も維持できないという話になるのを恐れている。  

宗田会長   実際に、中心市街地で建物を更新するほどの期待はできない。  

しかし、このままアーケードもビルも管理していくのは無理だから壊して

駐車場にしてしまい、コインパーキングが増えるというのは、多い話である。 

それが一番恐れていることであり、コインパーキングが出来ると車で来や

すくなるので、お客は少し戻ってくるが、基本的には、多少駐車スペースが

出来てもお店の数がお客さんの数を決めるので、お店が減ると駐車場はガラ

ガラになるというジレンマに陥る。 

青木委員   そうである。道路、アーケード、店、ここにコインパーキングが出来るこ

とにより、車が通ることになると、アーケードの意味はなくなってくる。 

コインパーキングは避けて、コンパクトな中心街である静岡市に人が来て、

仕事をするなり、買い物をするなりして、人が帰っていく道としての商店街

の役割を守る、という所までは商業振興と呼んでいいのではないかと思う。 

宗田会長   今言ったようなコインパーキングがアーケードの商店街にぽつぽつとでき

ると、１台の駐車スペースができると１日平均７人位のお客さんが減るとい

う試算がある。そこに４、５台の駐車スペース、もちろん町によって歩行者

通行量も違うが、それだけのお客さんが減ることになる。 

そうならないということを、ビジョンで示してもらう必要がある。  

個々の地主さんが補助金をもらってアーケードを直したが、コインパーキ

ングを作り、もうテナントビルは建てませんと逃げられてしまったら、商業

振興とは逆のことをすることになってしまう。  

青木委員   そうである。  

小川委員   むやみやたらに補助金は出してはいけないという大前提は分かるが、他方、

商店街にあまりに過度のビジョンを示せということになると、恐らく、美し

く現実には起こりえない絵が出てきてしまうと思う。それも必ずしも望まし

くない。  

商業労政課には以前も同じようなことを申し上げたが、もう一つ心配して

いるのは、ある程度のビジョンを示させて、審査する形をとると、どうして

も商業労政課の方が商店街と向き合うような格好になり、審査する側とされ

る側になる。そうすると商業労政課が持っている様々なノウハウというもの

を、商店街に反映させる場面は減る。個々の商店街と勝手にお付き合いして、

こうやればうまく補助金が活用できるというようなアドバイスはできなく

なる。 
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そのような提案は、一部の審査対象者に有利に関わることになってしまう

のでそういうことはやりにくくなり、役所と商店街との距離が広がる形にな

る。 

個人的な考えとしては、今あるアーケードは管理の失敗なので、今後新設

や修繕でお金を入れた時に、ちゃんと管理できる体制がありますよねという

所まではきちんと問うても良いと思うが、それを超えて、店を何店舗増やす

のか、店の前を歩く人を一日何人増やすのかというような所までは要望しな

い方がかえって良いのではないかと思う。  

役所の持っているノウハウを商店街の中で生かしながら、商業振興できる

形ができるのではないか。  

宗田会長   そうすると、商店街がアーケードを撤去することによって商業振興に繋が

るというのはどんな状態をいうのか。  

村松委員   古くなったアーケードがあるよりも、アーケードをとってきれいになった

方が風景が良くなる。  

アーケードは二階のぼろ隠しになっていた。そのため鷹匠１丁目はビルも

建替えてきれいにした。そういう効果も出てくる。それは一概には言えない。 

宗田会長   それはどこでも言えることではないと思うが。  

村松委員   言えないが、ある程度頑張ろうとしている商店街では、その方がいいとい

う話になる可能性はある。  

この審議を始める前に、市内にある任意の商店街にもう少し掘り下げたア

ンケートを行って、撤去や修繕の希望の有無や、補助金を必要とするかを問

った方が良かったのではないか。  

斉藤委員   朽ちているアーケードや、大変な商店街のイメージが、共通していないと

感じる。私のイメージでは、既にアーケードのメンテナンスができなくなっ

ている商店街とは、店が歯抜けになっていて、マンションやコインパーキン

グができていて、かつてはもうちょっと店もあったのにというような商店街

だが、そういう商店街はいわば市民に選ばれなかった商店街と思う。 

安心・安全のための撤去には補助金を出すということにしてしまったので、

この次に何かやりたいと思った時に、商店街全体で管理するという確約がな

いのにお金は出さない。大家さんとテナントの関係の中で、大家さんに補助

を出すのは、税金を使うのにはふさわしくないだろうと思う。  

エリア全体で何かしようという時には、何か資料を出さないと難しい。  

それが商業振興なので商業的なビジョンを出さないで、管理者能力だけの

優劣というのも、この場合はあるかもしれない。アーケードの管理者能力と

してちゃんとやれるのか、向こう 20 年やれるのかという事をやる。商業者

だけでなくそこに地権者が入っているか、ずっと繋がりが持てるかというこ

とまでやる。  

宗田会長   いま整理して頂いたのは、②と③でない。  
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①の検討事項で言っているのは鷹匠１丁目のような場合である。その鷹匠

１丁目の場合も、基本的にはアーケードの新設ではなく撤去することになる。 

かっこして修繕はあるかもしれない。修繕はさておき、鷹匠１丁目のよう

なところがアーケードを撤去したいと言ってきた場合に、補助はしますか、

しませんか。  

斉藤委員   まだ使えるのに撤去に補助するというのはふさわしくないと思う。その時

には条件的にハードルが高いと思う。  

松浦課長   補助を出しているのは、今の要綱では撤去＆新設の場合である。  

村松委員   こういうものにしなさいということまではしない。テントのようなもので

もいい。  

西脇主任主事  ひさしみたいなものでもいい。  

村松委員   そういうものでもいいということになったから、鷹匠１丁目は行っている。 

宗田会長   その場合、撤去は既に補助対象になっている。  

西脇主任主事  撤去して新設する場合には補助対象になっている。  

宗田会長   その場合はもう認めている訳で、ただ撤去だけして作らないのなら、その

ままにしておけばいいのではないか。  

村松委員   どうせやるならその方向性も併せて考えなければならない。  

やることによって活性化するとか、いろいろなビジョンがあると思う。  

宗田会長   ビジョンがある所は、うまくいくかいかないは関係なく補助して、撤去し

新しいアーケードを付ければよい。  

ビジョンが全くなく、危険だあるいは解散するという所には、先ほどの検

討事項②と③で補助するといっている。  

残っているのは、ビジョンもない、とりあえずアーケードがそこにあると

いうところである。何も考えずに、管理費や修繕費を援助してくれといわれ

ても、それは手を出さない方がいいのではないか。  

村松委員   組織の解散を前提とした撤去については、 (補助を)考える必要がないので

はないか。  

宗田会長   これは必要である。そうしないとそこに違法なものが残ってしまう。 

村松委員   それは商業振興ではないので、商業労政課がやるのではないのではないか。 

宗田会長   それなら②もそうなります。 

斉藤委員   ②も③も商業振興ではないのでは。 

宗田会長   かつて商業振興の名目でやってしまったものが残っているから、決して積

極的にではないが、かつての不始末は除いていくのが商業振興の義務である

ということである。  

①に関しては、鷹匠１丁目のような形では補助の対象になっている。  

それほど困ってもいない、特に何かしたい訳でもないようなところは、補

助に手を挙げてこなければそのままでもいいのではないか。  

村松委員   今あるアーケードの老朽化により、それを撤去、または修繕するための費

用が出れば、ありがたがる商店街があるのではないかと思う。  
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斉藤委員   撤去・新設には補助があるので、小さくするとか手じまいする場合は国の

制度があるのでそれを使えばよい。②や③の場合は、商業労政課が窓口にな

って、どの予算を使うか分からないが補助をする。  

宗田会長   しょうがないからやるという話である。  

小川委員   ②の安心・安全の為があるので、解散する商店街だけが対象ではない。  

商店街は続けていくが、危険なアーケードがあるので撤去したいという場

合は②で対応する。  

宗田会長   そうなります。 

斉藤委員   それも歩行者の安全が阻害されるとかいう理由で、商業の予算で何とかし

てもらいたい。  

宗田会長   それは役所内部の話となる。 

村松委員   そうすると①の商業の振興を目的とする撤去に関する補助については、制

度融資を利用すればいいが、修繕には国の融資は無い。修繕にも補助が出る

ようになるということか。  

宗田会長   修繕に補助金が要るのか。  

村松委員   それは修繕にもよる。  

宗田会長   先程も言ったように、延命のための修繕であれば、解散を検討するように

言いたい。  

村松委員   そもそもなぜこの話になったのか。  

松浦課長   前回申し上げたかもしれないが、清水駅前銀座商店街は市内で唯一フルア

ーケードを持っており、２，３年前に国の補助を使って取るか取らないかと

いう話をした。  

商店街の意思として、フルアーケードを残し、市民に商店街を開放して、

そこにお買物ではない目的、コト消費で来ていただくような道を選択した。 

年間数百万かけて維持をしているが、一つの例として、それを大規模修繕

する場合、現在は補助をしていないが、今ある施設をある程度延命するため

の修繕を認めるか認めないかというのが、提示させていただいたきかっけで

ある。 

宗田会長   それが資料にある、暮らし、コミュニティの場としての地域への貢献とい

うことであるのか。  

松浦課長   それもある意味含まれる。  

宗田会長   そこまではっきり暮らし・コミュニティの場としての地域への貢献をする

と地元がおっしゃり、そのための修繕の費用が欲しいというのであれば、そ

れはビジョンがある事になるのではないか。  

その場合は修繕への補助を認めても良いということである。しかしその場

合は商業振興ではないとはっきりとおっしゃっているので、だったら商業労

政課以外の補助金もあるのではないかという話になる。  

村松委員   この前佐藤委員が言っていたが、商店街にある大きなモニュメント取るた

めの費用が出るようになればありがたいと言っていた。  
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そのように考える商店街は多いのではないかと思う。  

宗田会長   話が大体まとまってきたと思うが、①Ａ.商業振興を目的とする修繕・撤去

に関する補助に関しては、商業振興が図られる場合は従来の補助金を使い、

撤去・新設を考えてもらえばいい。  

ただ例外としてあるのが、今の清水の商店街のように、商業振興にはなら

ないが、暮らし、コミュニティの場として地域に貢献したいという明確なビ

ジョンのあるものに関しては、修繕の費用を払うことは考えてよい。  

それは、ケースバイケースでやっていけばよいのではないか。  

モニュメントに関してもコミュニティの場として大事だということが分

かり、その為のある程度ビジョンを描いてもらわなければならない。 

その場合、商業振興でお店がどれだけ増えるというようなことは言っても

らう必要はなく、こういう住民からの要望があります、とか、実際こういう

活動をしていますというようなことを言っていただければ良い。 

村松委員   モニュメントをとるのは安心・安全の向上の目的だと思う。  

斉藤委員   モニュメントや花壇など、ワークショッップを何回もやって、コンサルタ

ントを入れて税金で作った。暫くしたら気に入らないから、これも税金を使

って取るというのは、おかしくないか。  

宗田会長   それは、気に入らなくなったからではなく、②の危険になったからである。  

村松委員   小長谷委員はどう思うか。  

小長谷委員  例えば、所有者が分らないとか、どう対応してよいか分からないというよ

うな物の時に、町内会からの要望書や陳情書などを上手に使うという方法も

あるにはある。今ご指摘のとおり商業の振興というのは今までの制度の中で

処理できるかもしれない。  

むしろ安心・安全や組織の解散というところで宙に浮いてしまったような

物の処理をしたいということであれば、所有者も分からない、あるいは商業

団体にその力もないという場合に、最終的には行政が処理しなくてはならな

いといった時には、町内会や近隣の方々からの要望書や陳情書を使うことも

考えられる。 

その場合、誰がやるのかという話になれば、例えば占用を認めた道路サイ

ドとか、何でも商業サイドで処理するということではなく、行政が役割分担

して、物の性質を考えて処理するのが必要になってくると考える。  

宗田会長   陳情の場合は、基本的には道路がやればいいと思う。  

②と③の場合は、基本的に、商業労政課に補助金等の申請してくる人がい

る場合である。  

町内会は主体者となって撤去してはくれないから、建設と話をしてもらえ

ばよい。  

商業労政課は、相手の任意団体や商業団体が申請してくる場合である。清

水の場合も、商業団体がアーケードを使いたいから修繕費をくださいという

ことで、そのアーケードの所有者は商店街であるか。  
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松浦課長   法人格であるから、そうである。  

小長谷委員  そのように相手の方がはっきりしている物であれば、そのような対応にな

る。 

斉藤委員   清水の場合には、修繕というのはあるにしても、通常の運用は商店街がち

ゃんと払っているのか。  

松浦課長   ペンキの塗り替えだけでも、積立してちゃんとやってくれている。  

斉藤委員   清水の商店街の甘い感じが気になる。積立だけでなく、例えばメンテナン

ス料が年間 200 万円かかるのであれば、年間 200 万円収益上がる事業を商店

街が頑張って何かをするという考えもあるのではないか。 

宗田会長   メンテナンス費用のペンキ塗りかえ等は、商店街が出している。  

斉藤委員   修繕費用を補助対象とするのか。  

宗田会長   修繕は単年度１回限りの補助金である。  

松浦課長   大規模なものしか想定していないので、毎年かけるようなメンテナンス的

なものは補助対象と考えていない。 

宗田会長   １回は助けるが、後は自分たちで管理しなさいということである。  

次はもう撤去する相談に乗るわけである。  

昔のような商店街には戻る術はなく、コミュニティの場としてそこにあれ

ば、将来周辺にマンションが出来た時に、そこに新しいお店を開きたい人が

出てくるかもしれない。  

以前この審議会で事業承継の話を聞いた機会があったが、子供(後継者)が

そのお店を維持するのは期待しにくくなっているため、それを前提とせず、

コミュニティの中心として商店街を維持することで、次の承継をする人や新

しくお店を始めたいという人が来る場であり続けようとしている。と、言う

ことで如何か。  

それぞれ、次回検討して頂くことになるが、補助対象施設や補助率、補助

の要件、事業効果の検証、これはあまり厳しくしない方が良いという話が出

たが、その事業の選択をどうするかということには、事務局から素案を提案

して頂くということで話を進めてはどうかと思う。  

事務局の方で、まだ何か疑問はあるか。 

西脇主任主事  少し確認させていただきたいのは、かつて商店街に対して補助したもので

老朽化しているものは、安心・安全の観点から②で補助して、修繕もできる。 

 老朽化していて、商店街を解散したい場合ものは③でみれる。  

今はぼろぼろではないがアーケードを持っていて、撤去したいものに関し

ては、ある程度ビジョンがあればみてもいいということか。  

宗田会長   そうではなく、撤去・新設の制度を使うということ。  

西脇主任主事  撤去のみは駄目だが、撤去して新設するなら今の制度でみれるということ

か。 

村松委員   使えるものを、壊さないで修繕する場合はどうか。  



17 

 

宗田会長   修繕は、暮らし、コミュニティの場として地域に貢献するというような明

確なビジョンを築いた場合には良いということになる。 

普通にアーケードがあり、新しい使い方を考えているわけではないが、撤

去しなければいけないということで補助を希望しても、それは対象にならな

い。次をどうするかということを考えてもらいたい。  

テントを作るなり街並みを良くするというようなことやるのであれば、そ

れは国の制度でも十分カバーできる。国の制度を使えないようなものをわざ

わざ静岡市が手を出して、助けに行くという理由は無い。  

西脇主任主事  国の制度の確認はまだ出来ていませんが、わかりました。 

宗田会長   鷹匠１丁目はその制度を使ったと話に出てきたが、  

岩崎副主幹  鷹匠１丁目は市の補助金を使っている。  

宗田会長   新設して。  

岩崎副主幹  撤去・新設は今でも対象といているので、市の制度を使った。  

宗田会長   市の制度に国の制度も乗っかっているのか。  

村松委員   振興組合組織には、国の制度が使える。  

宗田会長   振興組合でない場合は、市の独自の補助金で同じようなものを適用してい

るということか。  

岩崎副主幹  そうである。  

松浦課長   ①のＡが、商業振興で撤去するだけが出る可能性が無くは無い。  

呉服町の通りで、これから建替えの検討がなされているので、どういう交

通モードにするかが大きく関わるが、斉藤委員が関わっておられる紺屋町も

含めて、通り全体で今後どうしていくかという部分がまだ無いので、もしか

したらターミナルの撤去で交通モードを選択していくこともあり得る、とい

うのが今の議論の中にある。  

宗田会長   その時も、こういう新しい商店街のデザインにします。これがアーケード

に変わるものですと言ってもらえばいい。テントとかいろいろあるだろうが。 

松浦課長   その場合、撤去であると。建物でカバーするということで、テントは選択

されない可能性がありうる。  

宗田会長   その場合、テントを認めた訳で、テントに変わるもので。  

松浦課長   補助だけ考えると、建物でカバーすることになると、テントは無く、撤去

だけになる。  

宗田会長   撤去する費用は新しく作るものの為にやる訳なので、こういう新しい物を

作るから撤去費用の補助を出すということだと思うが。  

今回もアーケードに代わるこんなストリートファニチャー、ストリートデ

ザインにするということを示してくれて、これをやるためにアーケード撤去

が必要ですと言えれば、同様に撤去の費用は補助できる。  

村松委員   大がかりな呉服町の再開発をするときに、仮にアーケードが不要だという

話になったら、それは、全体に関わる経費の一部であるから撤去の費用を出

さなければならないと私は思う。  
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斉藤委員   紺屋町や呉服町通りの話からいえば、市から補助金をもらおうとは考えて

いないと思う。ＰＡＲＣＯやＵＦＪ、葵タワーは補助をもらって撤去したと

は思えない。  

宗田会長   呉服町でも再開発の部分は補助金が要らないかもしれないが、再開発の及

ばない所も横に当然ある。そこが何か言ってきた場合は、鷹匠１丁目に準じ

て何かそういう知恵を出していただいて、新しい形にするからというやり方

でやるという納め方があるだろう。  

斉藤委員   形として七間町のような、建物に付随して出ているのではないアーケード

になっていると、手間が掛かるだろうと思う。  

松浦課長   この議論に入る一番前に申し上げたことは、行政自体が、行政が持ってい

る建物等の延命化あるいは無くしていくということについて、これから考え

ていく時期にある。  

それで、我々が支援申し上げている商店街さんのお持ちの物について、先

んじて我々も考えを整理したいと言うことで議論を始めた。今日の段階であ

る程度方向性を頂けて、ありがとうございます。  

来年度になって、実際にその細かい補助のお話で、残っている部分でアド

バイスをいただきます。恐らく、市としての方向性を進めていく中で、役所

全体がハードについてどういう形で臨んでいくのかというものの考え方と

擦り合わせながら、この補助メニューをどうするかという事を、来年度役所

の内部で検討させていただくことになると思う。  

宗田会長   ではご発言のない、石﨑委員、熱川委員、お願いします。  

熱川委員   聞いていて、私がいた時に作った補助制度ではないかと思う。太田町商店

街でかなり詳細なビジョンを作った。新しい補助制度でもあったので、お互

いに話し合ってやった。  

新しいルールを作る時は、審議会の皆さんがどういうふうに考えるか分か

らないが、困った時の審査制度のようなものをシステム的に作ったらいいの

ではと感じる。  

宗田会長   石﨑委員は如何か。  

石﨑委員   ②と③の補助について賛成だったので、商業振興からはずれてしまうが、

良かったと思う。  

今後議論になると思うが、安心・安全の為のというところで、どこで線引

きをするかすごく難しくなってくるのではないか。危ないといっても見るか

らにぼろぼろでという場合と、元々の造りが今みると危険だと感じるものと

色々あると思う。  

先ほど話が出た清水駅前銀座は②が該当する部分が多くなってくると思

う。修繕でも撤去でも、規模が大きいだけにその金額も相当なものになって

くると思う。それを商業労政課が負担するとなると、その線引きをかなり慎

重に考える必要があると感じる。  

宗田会長   ありがとうございます。  
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数量的な基準は耐震診断ということになると思う。  

杉村委員はどうですか。 

杉村委員   私はアーケードのある清水駅前銀座商店街から、隣の別の商店街に移った

店子であるが、個人の零細店が、当然企業努力はするが、中心から少し外れ

た清水の銀座の隣にどうやって人の流動を促すのかをずっと考えていたが、

小さな店には難しいことである。  

看板を出しても見られないし、夜は人通りが少ない。  

補助金のことに関しては、加入している商店街の将来のビジョンなどを示

すことにより、その商店街全体の生き残りの道と、きれいな終わり方を示し

てくれることで、店子や、そこに入ろうと思っている新しい事業者にとって、

商店街が解散に向かっているのか、何十年もやっていこうという意志がある

商店街なのかということの見極めがつくので良いと思う。 

宗田会長   ありがとうございます。今おっしゃっていただいたことでとても大事なこ

とは、清水の町で実際にご商売されている方が、これからどういう街になっ

ていくか見えないと言うことである。  

静岡市の商業ビジョンをこの商業振興審議会で作ったし、それ以前に清水

と静岡がばらばらだった時も中心市街地活性化基本計画があったわけであ

る。 

それによると、年次計画でこういう公共事業を行い、こういうプログラム、

こういうイベントをやるということが記載してあるが、なかなかそのことが

個々の商業者の方にご説明できていない。  

だから個々の商業者の方は、この町が変わっていく計画や進捗具合を見て、

商業だけではなく、都市計画でもどういう市街地の開発が起こっているかを

見て、そこに投資をする。そのコミュニケーションがきちっと出来る事が、

個々の投資が集まり、街の投資が増え、店舗の新陳代謝が起こり、街が元気

になるということだが、どうもそのコミュニケーションが上手くいっていな

い。 

今まで成長していくときは、商店街振興組合に任せておけば、仲間内で上

手にやってくれて商店街は栄え、例えばパルコはパルコ、松坂屋は松坂屋、

イオンはイオンで勝手にやりながらずっと広がっていった。  

しかし、これからは、なけなしの商業投資或いは公共投資でうまく擦り合

わせながら、効率的に街をつくっていくことが必要である。計画を挟んで、

投資をする事業者と行政がしっかりと議論できるような環境を作っていく

ということが、ビジョンの共有化ということであるし、一種の役割分担を果

たすということで、それで厳選したアクションを起こしていくということに

なると思う。  

杉村委員はそういう機会を得ようとこの審議会にご参加いただいている

わけで、その期待に応えているかと考えると、  



20 

 

次回は、清水の町がどうなっていくかも大きな問題であるし、もちろん静

岡も都心で市街地再開発が続くので、そういう所も議論できればいいと思う。

ありがとうございました。他にご発言をする方がなければ、これで終わりと

したいと思う。よろしいですか。  

    

 

   

 

 

    

  

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   


