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平成 24年度第３回  静岡市商業振興審議会会議録 

 

１  日   時      平成 24年 10月 30日（火） 10時 00分～11時 05分 

 

２  場   所      静岡市職員会館 第１･２･３会議室 

 

３  出 席 者     ［委 員］宗田委員（会長） 

青木委員、熱川委員、海野委員、大塚委員、小股委員、白井委員、 

丹羽委員、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）［資料により条例骨子案の修正点を説明］ 

＝審議＝ 

宗田会長  ご意見、ご質問のある方は。 

      一部修正があるが、これまで協議し、市民にとって安心して豊かな生活を送れるよう

皆さんのご意見を受けて修正している。ご意見がなければ、条例案については、審議会

の結論としたい。 

＝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）［資料により、前回議論の概ねの方向性を確認し、市内の小売店舗の立地状況、

商業集積ガイドライン面積の今回案、既存店への影響と既存店の扱い等について説明］ 

 ＝審議＝  

宗田会長  説明ありがとうございます。審議に入ります。 

村松委員  P５図を見ると解るように緑の地域が広い。ここに消費者である住民が住んでいる。

この場所をいかに規制するかがポイント。特に買物難民に対する考え方。高齢者が買物

をするのに不便な状況になってきている現在、まちなか都心型や特化型、地域拠点型に

は素晴らしい店舗があることと、すぐ近くに店舗があることが大事。そしてそれらが

1,000㎡以下であることが大事。以前から 1,000㎡の基準を下げないと、と主張してき

たが、コンビニなどもそうだが、その面積になることによって、消費者にとって便利な
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買物、商業環境が形成されると考える。その意味では、前回色々申し上げたが、何とか

そんな形で盛り込んでいただいた。今回の案で賛成したい。本当はこれをもう少しとい

う気持ちもなくはないが、今は他都市の状況や議会対策もあり、ある程度の所でないと

寝た子を起こすことにもなりかねず、概ね妥当かと。 

小股委員  前回幹線道路について申し上げたが、今回幹線道路は 20ｍ或いは４車線となってい

る。静岡の場合、４車線はほとんど 20ｍ幅。昭和 56年頃道路構造令が変わり、現在で

は標準では 25ｍになっている。既に市内幹線道路は 76％程整備が終了しており、４車

線道路はほとんど 20ｍ。新たに作る道路は一部 22ｍもあるが 25ｍ。そういうことで、

幹線道路は 20ｍ或いは４車線というのは、よい線引きだと思う。そういう意味では、

幹線道路沿線と以外とでめりはりつけて分けていただいたのは非常に良かった、この案

に賛成する。 

宗田会長  前都市計画局長である小股委員からの提言も実現した。 

この間事務局は、P５図や幹線道路の洗い直し等作業に膨大な手間と時間を要しただ

ろうし、都市計画サイド等との調整、市役所内部での合意形成に苦労が多かったと思う。 

熱川委員  今回の案はめりはりが効いた形。都心は都心、地域拠点は地域拠点と、どういう風に

したらよいのか、ということで、消費者、市民の視点に立ったものが出来上がった。市

から商工会議所にも説明に来てくれた時にも意見があった。住宅街に住む方が、母親の

住む周辺で生鮮三品を扱う店がなくなり非常に不便にしていると。これ以上買物弱者を

増やさないためにもこの視点は非常に大事。都心や地域拠点も大事にしなければならな

いという意味では、非常にバランスが取れた考え方であり、賛成である。 

市の事務局、御苦労様でした。 

宗田会長  めりはりということで、住宅型、近隣生活型に関しては 1,000㎡、特化型、地域拠点

型、各幹線道路沿いは緩めており、適正な配置を図って、市民・消費者の買物環境を守

ろうというもの。 

渡邉委員  1,000 ㎡未満の店舗を P５図で示され、解り易くなった。中心市街地は活性化しなけ

ればということでそこは大きく、また消費者にとっても住宅地に小さい店舗がある状況

であり、今回の提案は良かったと思うので賛成する。 

宗田会長  全国の地方都市では、浜松もそうだが、郊外の幹線道路沿いに 50,000 ㎡かそれ以上

の大型ショッピングセンターができてしまい、都心が衰退する。静岡は素晴らしい都心

を持っているので、同じ轍を踏まないよう、都心の商業環境を守るということで、この

商業集積ガイドラインがある。 

丹羽委員  ２回目の出席なので長い経緯は解らない部分もあるが、今回の案をカテゴリーごと見

ると、幹線道路は面積を増やして、幹線道路以外は 1,000㎡を基に基準につくっている。

村松委員がおっしゃったちょうに、地域に住む人がいかに安心して生活できるかがポイ

ント。面白くない、安心、安全ではない地域には住みたくない。高齢化の時代にあって

は近場に便利な買物環境があってほしい。 

問題は、これだけは外せないものとして申し上げるが、コンテンツが非常に重要。出

店する側の中身。それが市を文化的な歴史的な、よりよいものに拘っていくのではない

かと思う。我が社も駅前で協力していかなければならないと認識しているし、皆さんも、
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バランス良く、面で拡がっていかないといけない中、良い案だと思うので賛成である。  

青木委員  P５図を見せていただき、本市は住宅型地域が広く、人口も張り付いている。そこに

1,000㎡以下のスーパーが満遍なく点在しているのが判り易く、今回の案に賛成である。 

あとは、商店主の努力と消費者の皆さんの御協力。市内で買物をしてもらうという御

協力。良い状況とは言えない七間町や清水、まちなかの家賃の課題が残りつつも、基本

的には賛成である。 

宗田会長  家賃のことは大きな課題。市場が決めることであるが、なかなか商業環境、立地環境

の変化に市場価格が追いついていかない。経済上の課題でもある。 

大塚委員  皆さん同様バランスが取れていると思う。市としては、中心市街地が活性化しないと

税収につながってくるだろうし、そうかと言って、大型店ばかりが生き残って淘汰され

ていく社会はどうかと一方で思っている。しかし、住宅型が 1,000㎡と、バランスが取

れている。買物弱者、車の運転が出来ない高齢者は必ずしもまちなかに行けない。近場

に歩いてスーパーに行けるし、おまちも発展できるという意味でバランスが取れた案だ

と思う。 

白井委員  説明を聞き、これはいけると思った。４カ月間頑張っていただいた結果、市民にとっ

ても解り易いし、静岡市のこともわかり、良いと思う。P６に伊勢丹が入っていないが。 

事務局（松浦参事） 伊勢丹は松坂屋と同規模。今後の資料には記載をする。 

宗田会長  因みに店舗例は、全ての店舗は列挙されていない。 

      また、実際この４カ月間に駄目になりそうな時期もあった。 

海野委員  お疲れ様でした。市民にとっても解り易い。条例の目的と面積が一致しているという

印象。岐阜市と大垣市で仕事をした時、聞いた話。それぞれ 20 代後半女性が、買物と

魚を食べに静岡に行くとの話を聞いた。名古屋があるのに何故かと思ったが、先程仰っ

ていたように、コンテンツ、静岡にしかないものプラス魚ということ。そういう意味で、

めりはり効いて判り易い数字が示されている。あと 1,000㎡以下の店舗がこれ以上減ら

ないでほしいと思う。買物に係る時間と割合の表があるが、買物は楽しいが、日々の生

活の中で必要な１,２品を買いたい時、大き目の店舗では駐車場からカードを取って、

レジも並んで 30 分以上もかかる。幹線道路沿いから入ったところで、普段不便なく買

物できるのがいい。大型の物など車で買物する必要があるところにも、納得できるゾー

ン分け、面積案だと思った。  

      １つ気になっているのは、このガイドラインができることで建替えのときに 1,000

㎡超の店舗が辞めてしまうこと。店舗の努力にもよるだろうが、市民としては、その規

模のスーパーが建替えの時期、10 年間に閉店しているので、この制度が理由にならな

いといいと感じていている。ただ、今後 10 年もしかしたら買物も店舗に行くというよ

り移動販売者や買物難民のための他のビジネスができるなど変わってくるかもしれな

いので、ただの心配かもしれないが。 

宗田会長  指摘のあった通り。P４表下の既存店への影響を参照。前回審議会案３では、幹線道

路を 16ｍとしていたので、例えば、住宅型では影響を受ける既存店舗が 23店舗だった。

今回、幹線道路を 20ｍとしたことにより 29店舗に増加した。次の建て替えの時に、既

存の 1,000 ㎡以上の店舗が閉店してしまうかもしれないというのが海野委員の御指摘。
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事務局も懸念し、「※既存店舗については条例施行前の規模に対して１割または 1,000

㎡までのどちらか小さい方の増築、増床を認める。また、建替えについては同規模の建

替えを１回認める。」として、おっしゃるように次の 10年間になくなることがないよう

にしている。ガイドライン作るとすぐに実現したくなるが、様子見ながら急激な影響が

でないようにしていく工夫をする。かつ「※商業集積ガイドラインの見直しについては

一定期間後に行うこととする。」とし、できるだけ丁寧に状況の変化を見たい。 

村松委員  先ほど漏れたが P３参照。審議会で審議する中で、折衷案の 2.5 案で住宅型が 2,000

㎡になり、案３で 1,000㎡になった。多少大きくなった幹線道路沿いもあるが、しっか

り 1,000㎡が守られたことを強調して言いたい。それは、1,000㎡の店舗が一番多いと

いうこと。 

事務局に訊きたいが、今回の面積案は、他都市の事例と比較してどうなのか。 

事務局（久野井主査） 今回、京都市、金沢市、浜松市を参考にしている。 

浜松市は一番緩くて 5,000㎡。市内でも点々と飛び地で指定している。 

京都市と金沢市は、ゾーニングは細かいが７～８割の地域で 1,000㎡の設定をしてい

る。幹線道路は、京都市は 16ｍ、金沢市は 11ｍとし、幹線道路沿いは 3,000 ㎡で設定

し、今回の案と近い状況である。 

宗田会長  その効果、影響を申し上げる。 

京都市はフレスコというスーパーが頑張っている。元々昭和 28 年頃開設の東山の公

設市場の組合。公設市場は老朽化し、建替えなければならない、と 20 年近く前、自分

達で企業組合をつくり直し、公設市場をつくった。並行して２店舗目、３店舗目と展開

し、その後急速に成功して今は市内で 27 店舗持っている。公設市場にこういう道があ

るのだ、と全国でも唯一成功しているマーケット。議論あるところだが、都心居住が進

むと、都心にマンションが建設される。高度地区を厳しくすることで乱立は避けている

が、高級マンションが建つようになり生活者が多い。その足元にフレスコが出店し、働

く奥さんの味方になる。夜 12時くらいまでやっている。500～600㎡のフレスコ、デパ

地下、錦市場、コンビニとあり、都心に住んでいると、４，５通り選択ができる。フレ

スコは、公設市場の乗りでフレッシュな商品を扱い、商品構成も優れている。 

      金沢市も同じように、「食のまち金沢」であり、まんなかに近江町市場しかなくて、

それぞれの地域の中で小型スーパーが頑張っている。地産地消で、地域の食材を使うと

いうことで、生き残っていくためには 1,000㎡で良いでしょう。 

面積を大きくしてしまうと、P５図を見てもわかるが、所々1,000 ㎡以下の小さい丸

印（店舗）のないところの近くに大きな丸印（店舗）がある。その辺りのバランスが気

になるところであるが、最終案では、1,000㎡を大事にした。それは、金沢市、京都市

を見習い、消費者の生活の利便性に注視したこと。大塚委員もおっしゃったが、高齢者

が歩いて行けるところに店舗がある状況が大事。もちろん第一の目的は、都心を守るこ

とであって、既に東静岡を緩和している。そして、幹線道路を決め、交通・生活環境を

守っていく、まちづくりの観点、大型店は幹線道路に集まっていただくまちづくり、と

いう趣旨でやっているので、良かったかと思う。 

      三都市以外にもガイドラインがあると思うが、今出ていく中で、この案が全国で一番
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優れているのでは。よろしいですか。皆さん賛成との意見をいただいている。P４下の

今回案をもって審議会の結論としたい。 

小股委員  要望と確認をお願いしたい。 

      既存店への影響があり、住宅型では 29 店舗に影響がある。事務局には、早目の周知

徹底、ＰＲをお願いしたい。 

      また、条例の議会への手続、今後のＰＲ等、スケジュールを教えてほしい。 

宗田会長  まず、この制度により、影響を受ける店舗があるので、できるだけ早目に周知をする

必要があるという点。このガイドラインにより廃業、廃店があっては、趣旨に反するの

で、ご配慮をいただく。 

また、今後の予定を事務局から説明をお願いしたい。 

事務局（久野井主査） 今後の予定については、この案を持ってパブリックコメントの手続に入り

たい。11月中にパブリックコメント、終了後 12月中旬に審議会で報告する。案を固め

て２月議会に上程、周知期間設定後施行を予定したい。最短で 10月を想定する。 

      既存店への周知は事務局で説明していきたい。 

宗田会長  次回審議会は、パブリックコメント終了後の 12月中旬開催予定。 

それでは、これ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 

   

 


