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平成 24年度第１回  静岡市商業振興審議会会議録 

 

１  日   時      平成 24年４月 27日（金） 15時 00分～17時 15分 

 

２  場   所      静岡市役所静岡庁舎新館９階 特別会議室 

 

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、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 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、山野井主査、早川主任技師 

 

４ 傍 聴 者   ３人 

 

５ 議  題    (１) (仮称)良好な商業の環境の形成に関する条例及び(仮称)静岡市商業集積ガイ 

ドライン（案）について 

         (２)静岡市商業振興基本計画の実施計画及び目標の設定について  

 

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及び（仮称）静岡市商業集積ガイドライン（案） 

について 

  事務局（久野井主査）［資料により議論していただきたい点を説明（検討手順資料 P11,12）。また会

長から補足説明。］ 

＝審議＝ 

村松委員  面積だが、20,000～30,000㎡は大変大きく、幹線沿いの 3,000㎡、5,000㎡も大きい。

駐車場も備えることを考えると、幹線沿いは厳しい見方でも仕方がないのではないか。 

宗田会長  3,000㎡を超えると一定の規模の店舗となる。セノバは既存の中で最も大きい。東静

岡に出店予定の規模は 30,000 ㎡。昔からのショッピングセンターの定番は、２核１モ

ールと言って、3,000～5,000 ㎡の施設を２～３つ置き、一方に食品系スーパーや飲食

店、もう一方に電気店、その間を車が入らない廊下で結びモール化し、例えば１階衣服、

２階化粧品、３階玩具など個店を並べ、その上は駐車場として、都市、自由空間を造っ

て囲い込もうというもの。シネマコンプレックスやゲームセンターもあり、家族で 1

日楽しめる。10,000㎡を超える施設や 3,000～5,000㎡の施設の複数立地は、小さなま

ちの中心市街地が打撃を受けるため、注意を要する。P11.４「面積設定案について」は、

無制限があるものの、8,000㎡を上限として、この数字をどう見るかというのが本日の

論点の一つ。 

都市計画法による 10,000㎡についての説明をお願いしたい。   

事務局（久野井主査） ［P11.２「面積設定について」説明］まちづくり３法の改正により、10,000
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㎡を超えると集客施設は、都市の構造に影響を与えるということで、黄色やオレンジの

地域では、無制限から 10,000 ㎡の目安をもって規制されている。また、1,000 ㎡は、

大規模小売店舗立地法による届出対象であり、周辺の交通環境や生活環境に影響がある

規模と考えられる。この２つの面積を商業での目安としている。 

      都市計画法上の 10,000 ㎡は、サービス業やバックヤードを含む床面積。ガイドライ

ンでは、物販の売場面積を対象と考えている。 

宗田会長  床面積と売場面積の関係について。都市計画法改正時、全国の大型ショッピングセン

ターを見ると、静岡市は、床面積に占める売場面積の割合が 82 ％と高い。都市部では、

床面積に対して売場面積は３～４割という造り方が一般的。屋外に駐車場を造り、建物

の中に一切駐車場を造らない、バックヤードを最低限にすると売場面積に 80％以上使

える。それを 10,000 ㎡の規模で使おうとするのは相当な無理がある。普通は上階に駐

車場を重ねていくため、床面積に対する売場面積が半分以下になる。元々床面積が

10,000 ㎡と規制されているので、もう少し厳しく見てもいいが、売場面積の規制は、

他の自治体でも目安として８割とみており、10,000 ㎡の８割として都市計画法上の

10,000㎡と商業集積ガイドラインの 8,000㎡と同じ、と見ている。  

事務局（久野井主査） ［再度面積設定案を説明］案１は、中心市街地と地域拠点は無制限で、赤

やオレンジの所には、セノバやベイドリームのような大規模施設が来ても良い。特化型、

近隣生活型、住宅型は、3,000㎡でスーパーなど、幹線沿いは 8,000㎡までで、大規模

な家電店やホームセンターは幹線沿いに立地するよう誘導していく案。 

案２は、案１より集約させる部分を中心市街地と副都心に絞っている。他は、一律

3,000㎡、幹線沿いは 8,000㎡となっている。 

案３は、一番厳しい。都心・副都心は、無制限だが、地域拠点は 3,000 ㎡と 8,000

㎡。都心・副都心と地域拠点の幹線沿いにしか大規模施設ができなくなる。その他の地

域は大きくても 3,000 ㎡で、地区内に入ったら小さなスーパーのような 1,000 ㎡まで、

とより集約されていくイメージ。 

ガイドラインを作った場合、買物できていた環境がどういう状況になるのか。今まで

欲しいと思っていたお店ができなくなる、厳しくなることでスーパーが生き残っていけ

るか、自分の普段の生活が不便にならないか、といった目線で見ていただけると有難い。 

村松委員  面積の設定が 8,000㎡は結構大きい。5,000㎡や 6,000㎡という面積設定がなぜない

のか。P12.を見ると 5,000㎡が結構多いので、5,000㎡でも良いのではないか。 

宗田会長  設定面積は、まちによってそれぞれ異なる。金沢市は 5,000 ㎡を、京都市は 8,000

㎡と 1,000㎡を、浜松市は 5,000㎡を多用している。ご意見をいただきたい。5,000㎡

に下げようというのが村松委員のご意見だが、8,000㎡を残して間に 5,000㎡を入れる

手法もありだろう。 

各ゾーンを細かく説明していく。まず地域拠点型（オレンジ）については、静岡駅南

側、草薙、用宗を選んだ。案 1と２、３の違いは、無制限とするか、3,000㎡と幹線沿

い 8,000㎡とするかという点。用宗に幹線道路はないので全て 3,000㎡。草薙に幹線道

路があり、再開発のケース１つが問題となり、3,000㎡でいくのか 8,000㎡でいくのか

を決めようとしている。静岡駅南側は、開発か我慢かとの意見で分かれると思う。 
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  村松委員  駿河区の駅南地域はスーパーが乱立し、八百屋、魚屋が無くなっている。 

駿河区にある大谷・小鹿地区は、将来スマートインターができ幹線道路ができると、

この白地は今後どうなってくるのか。  

事務局（久野井主査） ガイドライン策定にあたり、上位計画、都市計画マスタープランに則り、

指針としてのガイドラインを検討している。ガイドラインは、まちになっていくところ

を対象としており、白地は市街化調整区域で開発する区域ではないため、今回の議論の

対象外となる。大谷・小鹿地区は、まちづくり協議会の議論を踏まえる中で、市街化区

域になるかどうか、土地利用が見えてきたときに、ガイドラインでどういう考え方をし

ていくのか、改めて議論していく。 

村松委員  このガイドラインは、将来大谷・小鹿地区に当てはまるものを作ろうということか。   

宗田会長  大谷・小鹿地区は、まだ市街化区域になっていない。区画整理など開発しようという

ときは、市街化区域にならないと。市街化区域となったとき、再び審議会が開催され、

「ガイドライン策定時は対象区域ではなかったが、今回対象区域となった。都市計画法

上の用途地域では○○で、今までのやり方では○○㎡なるが、厳しくするか緩めるか」

と諮ることになる。今はゼロの状態。 

村松委員  しかし、前回の大谷・小鹿まちづくりグランドデザイン検討協議会では、地域住民農

家は「イオンが来る」と騒いでいる。 

宗田会長  そうならないよう９月議会での制定を目指して条例とガイドラインを作り、手続きを

一つずつ決めていく作業をしている。手続きは順番で進むので、都市計画決定してから

出店までに５年はかかるだろう。今までは仕組みが無かったので突然大規模商業施設が

現れてきたが、今後そういうことはなくなる。当然地域住民は、このような審議が進む

ことに警戒しているかもしれない。 

村松委員  10,000 ㎡以上の大型商業施設はつくらない、との都市計画の上位計画があるのに、

それを調整しようと雰囲気があるので物騒だと感じる。  

宗田会長  市街化区域と市街地調整区域と分けるのを線引きというが、全国的には市街化区域を

市街化調整区域に戻すという逆線引きが見られる。計画はあっても 25 年も開発が起き

ていないとして、農地に戻し、都市計画道路を廃止する。道路や水道が長くなるとラン

ニングコストが高くつき、自治体は市街地面積が広いほど苦しくなる。人口減少社会に

向かっていくので、まちをコンパクトにしていこう、今のうちに使わない下水道や道路

は廃止、と身を軽くしたい、そういう流れがある。よって、将来大災害が来るかもしれ

ないのに、一般的に見たら市街化するのはおかしいと思われる。 

事務局（久野井主査） 大谷・小鹿地区は、まちづくりグランドデザイン検討協議会の審議を踏ま

えたい。市街化区域に編入となれば、土地の利用として市の大きな方針をどのように固

めていくのかという中で、こちらも検討していきたい。 

村松委員  都市計画課の協議会と商業振興審議会とは、似たことをやっている。 

事務局（久野井主査） 土地の利用に関しては似ている。協議会でも商業施設のことが焦点になっ

ている。都市計画での議論も一緒に考えたい。 

村松委員  都市計画課も一緒に考えるべき。 

宗田会長  本日は来ていないが、他事業では同席しており、連携出来ていない訳ではないと思う。 
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続いて地域拠点型（オレンジ）。無制限でいくか、都心並みはおかしいと下げるのか。 

＝無制限はおかしいとの声＝ 

宗田会長  無制限はおかしいとの意見があるので、案２か案３でいく、ということで。  

次に、特化型商業（薄紫）について。元々中心をもっていた興津と蒲原が該当し、幹

線がある。この地域は案２の 3,000㎡と幹線沿い 8,000㎡か、案３の 1,000㎡と幹線沿

い 3,000㎡か。興津、蒲原ともそれ程広い土地がないので大型商業施設ができるとは考

え難いが。8,000㎡の出店があると、清水からお客が流れる可能性もある。 

村松委員  東蒲原駅に 10,000㎡のショッピングセンターがある。 

宗田会長  幹線沿いの 8,000 ㎡だとしても、現売場面積が 10,000 ㎡であるため、既存不適格と

いって、策定前にできた施設であり、遡って認めないとは言えない。今度建てるときは、

この条例により 8,000㎡未満で造ってもらう、となることでよいか。  

事務局（久野井主査） P11.５「既存店舗の取扱い」について議論してもらいたい。蒲原ショッピ

ングセンターの場合、表では「ガイドラインに抵触している既存店舗の増改築」に当る。

今は、ガイドラインの面積を越えていても現状面積以下の改築なら認める、としている。

審議会での議論によっては、ガイドラインの面積に沿ってもらう整理の仕方もあり得る。 

宗田会長  既得権があるので、そのままの面積で営業は認める。しかし、増改築が発生した場合、

一切増築は、認めないやり方と認めるやり方があるのか。  

事務局（久野井主査） 現状でガイドライン面積を超えているとき、現状以上の増築は認めない。

改築は、本来 8,000 ㎡までだが、今まで通りの面積なら認める。既に 10,000 ㎡で、新

築時にガイドラインに沿う 8,000㎡にして下さい、との取扱いは考えていない。 

宗田会長  ２つある。1つは、建物全体を更新つまり新築する場合は 8,000㎡に。もう１つ、今

ある建物を修理つまり改築は 10,000 ㎡のそのままの面積でいける。新築すると 8,000

㎡となり、2,000㎡減ってしまうので、新築はしないだろう。ただ、改築を認めておか

ないと、建物は老朽化し耐震、改修を必要とするのに認めないのは、建物の安全性が確

保できず市民に不利益となるので、改築は認めざるを得ない。  

村松委員  大きい売場面積の店舗でも、小さくなる分には抵触しないので、大きくなる改築だけ

でなく、岩﨑副会長の言うような、特徴づけとして小さい改築もあるだろう。 

宗田会長  続いて、近隣生活型（青）について。旧静岡市中心市街地周辺部と旧清水市中心市街

地西側の２か所。比較的住宅密度が高く、商業が集積している。案２の 3,000㎡と幹線

沿い 8,000㎡か、案３の 1,000㎡と幹線沿い 3,000㎡でいくのか。 

村松委員  近隣生活型地域の既存店舗の面積はどのようか。 

事務局（久野井主査） P10.参照。駿河区駅南のイトーヨーカドーやヤマダ電機などがある。青の

部分は旧市街地と呼ばれる地域で、比較的商業が残っている。  

宗田会長  この地域は、ヤマダ電機のような規模の出店がいいのか 1,000㎡に抑えるか、どうか。 

村松委員  既にあるイトーヨーカドーは 10,000㎡であり、1,000㎡にするとかなり厳しくなる。

現実を考えると 3,000㎡かと思う。 

宗田会長  ただ、消費者が一番住んでいる地域であり、どうバランスを取るか。10,000 ㎡の店

舗ができると、500㎡程度の食品スーパーが４つくらい潰れる。その分、高齢者の買物

が大変になる。その高齢者の便も考えてあげないとならず、厳しくしておくという考え
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方もある。まちなかの商店街対東静岡のように、小さなスーパー対チェーン店のバロー

との戦いがある。買物難民が出ないようにすることを追求すると、全国資本の大手例え

ばイオン、次にローカル資本のしずてつストアのような少し大きなスーパー、そして地

元小資本のスーパー、この３段階でスーパーが適当な距離で揃っていると便利と感じる。

これが、全国資本ばかりだと荒れた印象、地元商業ばかりだといなかの印象のまちにな

る。 

村松委員  近隣生活型は、中間を取って、2,000㎡もありか。 

宗田会長  最後が、住宅型（緑）。案２の 3,000 ㎡と案３の 1,000 ㎡となっているが、第１種低

層住居専用地域の売場面積は実質的にどうなるのか説明をお願いしたい。 

事務局（久野井主査） 条例資料 P１.３③参照。商業施設の立地は都市計画法で規制されており、

第 1種低層、第２種低層、第 1種中高層住居専用地域（都市計画図の緑色地域）は、ガ

イドラインより厳しく、店が建てられない。むしろ住宅型の対象としては、実質的に都

市計画図の紫、青、黄色の地域。工業地域と指定してある空地にいきなり大規模店舗が

無秩序にできる状態をどのようにしていくかのガイドラインである。 

宗田会長  Ｐ10 の実質的な緑色部分は、赤、オレンジ、紫、青を抜いた残りの市街化区域で、

更に都市計画法上住居系４種を抜いた部分。よって、住宅型の地域はそれ程広くない。 

事務局（久野井主査） 目安案が固まれば、次回必要に応じて都市計画図と重ねた図を提示したい。 

宗田会長  都市計画の世界ではそれが問題になっている。1960～70年代この制度が始まった頃、

庭付き高級住宅地を造り、第 1種、第２種低層住宅専用地域として住宅地の中には 150

㎡以下の美容院などを除き、店舗のない閑静な住宅街にした。昔は良かったが、次第に

高齢者となり、遠くまで行かないと日常の買物ができず買物難民が発生している。財産

ある人は行政が救うのではなく自身で解消してもらうという意見もある。屋敷街はどう

すべきか悩んでいる。タブレット端末を配りネット注文してもらい、手数料をいただく

やり方があるでは、といった議論がある。静岡も都市計画図での緑色が多いので、買物

が不便な高級住宅地があると思われる。 

村松委員  御用聞き商売をやるしかない。 

熱川委員  相談もできない高齢者が屋敷に住んでおり、真剣に考えるべき。 

他に、Ｐ11.３「幹線道路」の扱いを決めないとならない。  

村松委員  幹線道路沿線に大型店が出店しやすいので、しっかり線引きすべき。１車線なら大型

店は必要ない。ただ、２車線あるような幹線道路には、郊外にファミレスのような大き

目のものも必要と考えると、適当な面積がでるのでは。   

宗田会長  案２の１車線の場合、一定規模の施設を認めると入庫待ちで渋滞ができ、通行を著し

く阻害する。２車線でも 5,000㎡以上の施設があれば、入庫出庫で日曜など渋滞が起き

るだろう。そういう場合は、大規模小売店舗立地審議会の都市計画委員がきちんと指導

すべきことだろう。位置形状にもよるが、敷地内に引き込み車線、入庫待機場所をつく

り幹線道路に迷惑かけない、という用意をするのが一般的。 

      よって、そこは緩和しない方がいい、という理解で考えてもらいたい。 

村松委員  そういう場合、交通渋滞を引き起こす恐れがあることを付箋で書くなど最終的な数字

を出そうとするとき、交通渋滞の問題性をそこで指摘することはできないか。 
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宗田会長  その場所が交通渋滞を起こすか起こさないかの判断を、どうするのか。それをだれが

適用するかどうかで混乱する。そもそもこのルールを議論する審議会で、3,000 ㎡を

8,000㎡にするような緩和する条件を決めてしまえばよい。 

村松委員  だから「敷地の中に引き込み線を作れ」ということにならないか。 

宗田会長  それは、そもそも、まず幹線道路沿線を緩くするかしないかの議論、次に幹線道路を

２車線とみるか１車線とみるかの議論がある。緩和措置や抜け道を作ると、更に抜け道

を探してくるので、条例、ルールは誰にも解りやすいよう選択肢を少なくして作るべき。 

事務局（久野井） 今後審議会にも図面を出したい。商工会議所の小売商業部会、大型店連絡会で

意見交換を行う。結果は審議会にフィードバックしたい。市民、消費者の目線で細かく

見ていき、気づいたことがあればご意見いただきたい。 

＝休憩＝ 

＝審議＝ 

事務局（久野井主査） 商業者との意見交換会での意見を紹介する。①物販を対象としているが、

増加している飲食、サービス業をどう考えるのか。②ガイドラインの方針の中で商店街

の分析や方針があるが、個店の育成をどのように捉えていくのか。③商業は、業態の変

化、激しい社会の情勢による変化があるので定期的な見直しをしてほしい。④審査会の

果たす役割はどのようか。⑤周辺部について、人口が密集している中心部に比べると同

じ 3,000㎡でも地域に与える影響は大きいので、周辺部も一律でいいのか。幹線道路を

入れてもいいのではないか。とのご意見。 

今後も引続き商業者、小売商業部会などとの意見交換を行い、次回まとめた資料を配

付したい。 

今回の議論の中では、物販、飲食、サービス業の考え方と、中心地の人口密集地と郊

外では地域に与える影響が違うから同じ 3,000㎡でいいのか、という点を議論していた

だきたいので、紹介させていただいた。 

宗田会長  皆さんに意見を伺いたい。 

松永委員  幹線道路については、案 1（２車線）の方がいい。また、面積設定案としては、8,000

㎡より 5,000㎡の方が良いだろう。 

経済、人口が縮小していく中で、まちの中心部に買物、施設の機能が集中している従

来のまちの姿はシンプルでわかり易い。中心地が栄える施策を考えていただきたい。 

宗田会長  5,000㎡の意見をいただき、根本的な規制、全体のボリュームをどう考えるのかが商

業者の深刻な問題と感じる。 

渡邉委員  松永委員に同じく、まちの中心が栄えないと商店が栄えないと思う。そのためには、

中心にある程度大きい店舗がないと大変だと思う。郊外については、住宅地の高齢者を

考えると、規模の小さい店ができるような設定にできれば。やはり 8,000㎡は大きい印

象。それらが多すぎては、と思う。  

宗田会長  5,000㎡を支持する声が出ている。検討してみましょう。 

熱川委員  面積の数字については、商業者と消費者の意見に耳を傾けていただきたい。 

静岡は、中心市街地があり、商業のまちであり、守ることで維持できてこそ市の財政

も成り立っていることも踏まえて、組み立てていく必要がある。また、地域の生活を守
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るという視点で、あらゆることを排除しつつベストな選択をする重い作業だと思う。 

特化型には、旧蒲原町地域がある。合併した大きな地域であり、住民の意見を大切に

してほしい。 

宗田会長  清水、由比、蒲原の各商工会とは意見交換しているのか。 

事務局（久野井主査） 商工会とは意見交換していない。現在意見交換しているのは商業四団体で

ある。 

事務局（松浦参事） 蒲原には 10,000㎡の店舗もあるので、商工会として意見を聞いていきたい。 

宗田会長  是非お願いしたい。浜松市が合併したとき、商工会がたくさんあった。静岡は３か所

であり、意見を聞いてほしい。小さい商工会はこのような議論に対応している組織ばか

りではない。議論が進んでいることの周知も必要であり、早目に連絡してほしい。 

松永委員  由比は大きな商業施設はなく何とか商売しているが、蒲原は、イオンの出店により、

商店が大きな痛手を受けている。 

宗田会長  浜松市でのガイドライン策定時、もう少し厳しくしても良かったが商工会の希望もあ

り緩めにした。三ケ日は、元々ＪＡだけだったが、遠鉄が参入し始めて、小さな三ケ日

のＪＡが圧倒されている。1,000 ㎡、500 ㎡ならＪＡが頑張れただろうが、競争し合う

ので小さいところは戦う余地が無くなってしまう。ＪＡは三ケ日の中心と都筑にあるが、 

支店が無くなれば、車が無い限り買物に行けなくなる。由比、蒲原などは、同じ状況が

発生していると考えられ、丁寧に話を聞く配慮をお願いしたい。 

海野委員  蒲原は、富士にショッピングセンターがあり不便はしていないが、駅前の商店は無く

なった。由比も同じことにならないよう、観光という意味もあるので、個店が由比の雰

囲気づくり、景観のためにも頑張ってほしいと思う。由比は買物には不便かもしれない

が、まちの形成という意味では大型店が出店しないで何とかならないかと思う。興津は、

清水で充分買物は間に合っていると思う。 

      近隣生活型では、車線はきつくルール作りしたい。大型店は、子どもを持つ親には嬉

しい存在だが、大型店周辺の渋滞により生活に支障がでることもあり、面積の規模に関

わらずルール作りをしてほしい。 

売場面積のこととは違うが、例えばＡＴＭの設置は、生活の中で便利になる。施設内

に水のタンクを造り、いざというときは地元住民に提供する、レンタサイクルの拠点に

なる、など規模の前に施設ができるなら生活への貢献があるといいと思う。 

今まで地元商店街や洋品店で季節ごと必要なものを買っていたが、大型店ができたこ

とで、変わったという実感がある。商店では品揃えの点で取り寄せになるが、子どもが

体調不良などで車に乗せて買物の作業を繰り返したりすると、大型店は品揃えが豊富で

便利。専門店街の大モールがある、というよりどれだけ地域貢献してもらえるか、とい

う点が気になる。会長がおっしゃったように大型施設ができると荒れたまちになるので、

できれば規模は少なければ少ない方がいい。 

宗田会長  大型店の方が、ＡＴＭや水のように地域貢献できる可能性が高く、消費者は大型店が

好き。以前戦略プロジェクトでのまちづくり通信でいただいた意見にあった「静岡には

大型店が無いのでもっと増やせ、不便で困る。」というのが一般市民の正直な気持ち。

ただ、大型店ばかりになると、三浦展氏が「ファスト風土化する日本」と言ったように、
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都市全体の風土がファストフード化する。一般消費者も揺れていている。 

渡邉委員  商店で、何年も陳列している商品を購入しすぐに劣化したことがあった。商品の入替

わりは大型店の方がある。 

大塚委員  消費者が揺れている、というのは同感。私も大型店でも買物をする。先程話題に挙が

った、”高齢化社会になり、中心にまとまっていくのがよい”という、コンパクトシテ

ィは、中心市街地が核となる理に適った良い未来像である。私は、清水出身であり、清

水駅前を何とかしたい思いがある。葵区や駿河区の人は清水で買物をしないが、イベン

ト「ミニしずおか」で旧静岡市の子どもが清水の商店街に来ていた。商店街での買い物

を知らないのは悲劇。コンビニや大型店で会話も交わさずに買い物ができることに慣れ

て、上手くいかない場合のコミュニケーションもある買物を知らず、社会体験もできな

い。ＡＴＭができて便利との話があったが、駅前商店街を取材したところ、ポテンシャ

ルがあるのがわかった。例えば靴屋の修理。大型店では本部に回すが、靴屋では発泡ス

チロールでその人に合った修理し、履き心地を追求する。熟練の技だが、店主は当たり

前だと思っているだけで、自ら発信する術を持っていない。そのようなお店を市場原理

だけでなくすのはもったいないと感じている。 

宗田会長  おっしゃる内容を誘導していくプランを今作っているが、難しい。 

大塚委員  中心市街地を活性化するというのが、核だとは思う。 

白井委員  商業者意見の２点目にあった個店の育成について。岩﨑副会長の著書『小が大を超え

る』を読んだ。個店の方達に読んでいただくと、とても良いと思う。個店で言えば、草

薙の魚屋が手頃で、良く使う。頑張ってもらいたい。しかし、例えば八百屋にしなびた

大根があってはいけない。そうなると、しずてつストアに行ってしまう。歳を取る人に

とっては、店の人と話ができ、適当な量が買える個店を頼りにしているのでしっかりし

てもらいたい。面積のことは難しいが、商店街や個店を大事にしてもらいたい。 

また、村松委員の店舗前の商店街にアーケードがあり雨でも濡れないが、屋根のため

店が暗くなり、中の様子がわからない。その辺りも考えていただき、「育成」とばかり、

育ててもらうことばかり考えるのでなく、個店の方達も頭を捻ってもらい、一つ一つが

良い店になってもらいたい。 

宗田会長  90 年代、日本全体で流通革命が起こった。中央卸売市場で仕入れて小売店やスーパ

ーで売り、価格の競争も出来た。今は、大規模流通資本は、農家から直接買う。八百屋

の場合、農家から出荷され、農協、中央卸売市場、仲買いを通じて仕入れるため、イオ

ンより高い。従って、不利な土俵になる。イオンはミサイル銃、八百屋は鉄砲となるが、

そういう勝負ではない。靴を売るのではなく、修理する、手作りする。大根では勝負で

きないが、手作りでは勝負できる。敷島パンを売るだけでは敵わないが、授産施設の手

作りパンなら高く売れるといった具合。90 年代のこの変化があり、イトーヨーカドー

やイオンが成功した理由であることも理解する必要がある。 

白井委員  八百屋は、農家から沢山でなくとも直接買うこともできる。パンも、主婦で上手で焼

く人がいる。個店も扱わせてもらえばいい。 

宗田会長  そのようなことから、青空市場や直売所が全国に広まった。 

白井委員  村松委員は、時計を直すプロでマイスターと言っていい。 
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村松委員  それは嬉しいこと。修理は生き甲斐。 

市民会館通り商店会のアーケードは、30～40年経過し、古くて非常に暗い。紺屋町、

呉服町名店街は明るく、歩行者は濡れない。呉六名店街は風雨時、日よけを出す。植栽

もしており雰囲気がいい。統一されていないのが静岡のおもしろさ。 

岩﨑副会長 本に書いた通りだと思っている。21世紀の商業は、量ではなく質の勝負。同じ 3,000

㎡でも、今までと同じイオンと今までになかった 3,000㎡とで全然違ってくるので、量

だけの議論は馴染めない部分もあるが、人口、消費も増えない時代なので、イオンなど

の制限は必要と考える。ただ、大型店舗が出店しないから既存店がそのままで良し、で

はなく、新陳代謝や変化していくという誘導政策も欠かせない。量の規制とともに質の

変化も進めていくという車の両輪が大切だと考える。 

既にイオンやセノバでは満たされない人が現れている。そこを見つけてきめ細かく対

応するのが小さな店の勝負どころ。大型店ができないことは探せばたくさんある。それ

らを求める人が増加しているので、そのチャンスを活かす活かさないという問題。例え

ばイオンが出店して潰れるのは、その店に何か問題がある。パン、和菓子、魚はここで

買いたい、というのがあるはずであり、土俵を変える必要がある。 

宗田会長  質と量の議論ということになる。 

時間になるので P11.をまとめたい。３「幹線道路」の考え方は、案１（２車線）に

支持が集まった。それでいいですね。交通渋滞は避けた方が良いだろうということで、

原則的に片側２車線、両４車線に絞っていきたい。その方が安全だろうと。 

      ４「設定面積設定案」は、案１の地域拠点型の無制限はおかしいとの意見が多かった。

従って、今残っているのは案２と案３。各案にある 8,000 ㎡の妥当性の議論があり、

5,000㎡でもいいのでは、との意見があった。 

8,000 ㎡というのは、都市計画法上の床面積 10,000 ㎡を売場面積に勘案したもの。

8,000 ㎡が 5,000 ㎡になってもそれ程影響はないと思う。5,000 ㎡を区切りとする案を

かいてみたい。順番に検討したが、近隣生活型はもう少し緩めても、との意見が出た。 

次回、案２、案３を 5,000 ㎡ベースにして案を提示し、その中で、特化型、近隣型、

幹線の事例を明らかにし、個別に 1,000㎡とするのか緩和して 5,000㎡、とするのか等

議論を詰めていきたい。   

事務局（久野井主査） 次回の審議回までの間に、商工会議所等との意見交換があるが、そこでの

資料提示としては、どのようにするのが適当か。 

宗田会長  すぐに明確に案４を設定できる訳ではない。現資料に本日の審議会でまとめたことを

箇条書きまとめ、現資料に追加し、「審議中なので幅広く意見を承る」としてはどうか。

意見はたくさん出ると思うが、面積の数字については事務局と審議会に任せていただく。

数字以外のところでご意見を伺い、それを審議会で数字に勘案していく。としたい。 

 

(２) 静岡市商業振興基本計画の実施計画及び目標設定（案）について 

  事務局（久野井主査）［資料により説明］昨年度ご審議いただいた基本計画に基づき、市で実施計

画をまとめた。基本計画をどのように推進していくかという年度のスケジュール。市の

進めている平成 26 年度までの事業を基本計画の５つの方針に基づいて挙げ、位置付け
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ている。当課が商業に関する事業を最も所管しているが、他部局は商業に関連する事業

を列挙している。「商業の振興関連事業」は、直接商業の振興に関係する訳ではないが、

イベントや耐震整備、祭り、農業、漁業の取組みが商業に関連する事業として、基本計

画で挙げているので、実施計画で位置付けている。商業に直接関連する当課所管の補助

金制度についても見直し、審議会で議論していきたい。今後報告していくので、議論を

お願いしたい。 

実施計画をどのような目標でやっていくか、ということで、目標設定案をつくった。 

商業の振興に直接関係する事業はあまりないが、重点プロジェクトやガイドラインを、

どういう成果をもってやっていくのか、目標の設定することとし、基本計画の戦略に則

り、作りたい。基本計画における戦略（１地域商業の充実・都心商業の強化 ２個店、

商店街、まち（環境）の維持・成長促進）と、それぞれの指標に基づいて達成状況を見

ていきたい。［資料：表及び将来人口推計の説明］維持という指標が多いが、人口が減

少していく中で、維持することが非常に難しい視点から、充分指標になり得ると考える。

達成したしないよりも商業振興施策として、どういう部分を成果指標と考えるべきか、

ご意見をいただきたい。 

戦略２指標の年間商品販売額、事業所数、従業者数については、概要版Ｐ１「静岡市

の各種小売指標」のグラフを見ていただきたい。年間商品販売額、事業所数、従業員数

非常に厳しい状況にあり、こうした情勢の中で維持していくとの目標にさせてもらった。 

宗田会長  策定した基本計画の実施計画としてＨ24～26 年度整理して提示している。各自ご点

検ください。 

実施計画が進捗していく中で何を持って成果とするか数値を挙げて、今回提案してい

る。意見を貰いたいが、時間がないので次回以降の議論でよいか。持ち帰り、各組織で

検討してもらいたい。芳しい数字になっていないのは、将来人口推計が下降気味という

ことで、これに伴うデフレが起こる。よって景気のいいことを言っても仕方がないので

このような数字になっている。 

事務局（松浦参事） 行政スケジュールとしては、目標設定については、本日ご了解戴けるとあり

がたい。 

宗田会長  時間の都合上、審議できないため、持ち帰っていただき、期限を決めて意見を事務局

に提出し、私の方で集計し、審議会意見（持ち回り審議）としたい。 

＝異議なし＝ 

事務局（久野井主事） 案として５月 11日（金）までに意見提出をお願いしたい。 

宗田会長  ガイドラインは規制にかかる大事なことであり、丁寧に次回もう一回審議する。 

 

３報告は、割愛。 

 

＝会長判断により傍聴人発言＝ 

 傍聴人   一言では済まないので、またの機会にする。 

 宗田会長  文書等でいただいたら、拝見する。 
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(2) その他について 特になし 

 

・ 事務連絡 

・ 閉会 


