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岩岩岩岩手県手県手県手県特定大規模集客施設立地誘導特定大規模集客施設立地誘導特定大規模集客施設立地誘導特定大規模集客施設立地誘導審議会審議会審議会審議会    

第第第第２２２２回専門検討委員会回専門検討委員会回専門検討委員会回専門検討委員会    議事録議事録議事録議事録    

 

 

１１１１    日時日時日時日時    

平成25年５月10日（金） 午前９時55分～11時41分 

    

２２２２    場所場所場所場所    

県庁４階 ４－１特別会議室 

    

３３３３    出席者出席者出席者出席者    

(1) 委員 

吉野英岐委員長、浅井敏博委員、石川哲委員 

 (2) 事務局 

ア 経営支援課 

山村経営支援課総括課長、高橋主幹兼金融・商業まちづくり担当課長、泉山

主査、坂井主任、橋本主事 

  イ 都市計画課 

    澤田主任主査、佐々木主任 

    

４４４４    議事概要議事概要議事概要議事概要（詳細は別紙のとおり。）     

(1) 議題 

  「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」に係る施行状況の検討

について（報告書素案の検討） 

(2) 主な意見 

 ア 誘導地域の考え方について（論点①） 

   ・適地誘導の効果が見られる適地誘導の効果が見られる適地誘導の効果が見られる適地誘導の効果が見られるため、引き続き立地誘導制度を存続立地誘導制度を存続立地誘導制度を存続立地誘導制度を存続させること

が適当である。 

・内陸の市部の商店街は疲弊商店街は疲弊商店街は疲弊商店街は疲弊しており、適地誘導がなされているから全く全く全く全く問題問題問題問題

がないとまではいえないがないとまではいえないがないとまではいえないがないとまではいえないと思われる。 
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   ・「コンパクトなまちづくり」について、中心部のみに商業施設を集約する

という意味でのまちづくりを目指すことが適当とは思われないため、表現

について検討が必要ではないか。 

 

  イ 地域貢献活動のあり方について（論点②） 

   ・数値化・具体化した報告数値化・具体化した報告数値化・具体化した報告数値化・具体化した報告を求めることや、県が評価評価評価評価の上、優良事例を公表優良事例を公表優良事例を公表優良事例を公表

するなどの仕組みが適当である。 

   ・大規模な施設のみがＰＲされないよう、床面積床面積床面積床面積6,0006,0006,0006,000㎡以下の施設㎡以下の施設㎡以下の施設㎡以下の施設について

も、任意の取組として地域貢献活動計画提出制度の対象に加える対象に加える対象に加える対象に加えることが有

益である。 

   ・地域貢献活動を広く捉えると、大型店の立地が人と人との交流に役立ち、経

済圏の広がりにもつながっているのではないか。 

 

  ウ 望ましいまちづくりのあり方について（論点③） 

   ・大型店の立地により、隣県からも買物客が来るなど経済圏経済圏経済圏経済圏がががが広がっている広がっている広がっている広がっている

という面もある。道路網の整備に伴う人の移動人の移動人の移動人の移動が社会にとって有益か社会にとって有益か社会にとって有益か社会にとって有益かとい

うことや、広域における都市のあり方広域における都市のあり方広域における都市のあり方広域における都市のあり方、商店街のあり方商店街のあり方商店街のあり方商店街のあり方などについても検

討が必要ではないか。 

   ・各拠点に特定大規模集客施設が配置されていることの利点利点利点利点（災害時の対応

等）も引き出していくことが必要ではないか。 

   ・論点の検討に当たっては、人口減少人口減少人口減少人口減少を前提に問題を検討していくべきでは

ないか。 

 

    

５５５５    傍聴人数傍聴人数傍聴人数傍聴人数    

 (1) 一般  ０人 

 (2) 報道  ４人 
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別紙別紙別紙別紙（議事詳細） 

 

 

１１１１    開会開会開会開会（吉野委員長） 

 

 

２２２２    挨拶挨拶挨拶挨拶（山村経営支援課総括課長）    ※挨拶内容は省略 

 

 

３３３３    議事議事議事議事（「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」に係る施行状況の

検討について（報告書素案の検討）） 

議事録署名委員として、石川委員が指名された。 

 

 (1) (1) (1) (1) 誘導地域の考え方について（論点①）誘導地域の考え方について（論点①）誘導地域の考え方について（論点①）誘導地域の考え方について（論点①）    

  アアアア    事務局からの説明事務局からの説明事務局からの説明事務局からの説明    

    坂井主任より、適地誘導の効果等について資料１ ２～６ページ及び参考

資料により説明を行った。 

 

  イイイイ    意見交換意見交換意見交換意見交換    

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

参考資料の１ページですが、これは県内全ての市町村及び商工団体に対しヒ

アリングを行った結果なのでしょうか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

県内市町村のうち８つの市町村をピックアップし、市町村及び同地域の商工

団体に対しヒアリングを行っております。なお、６月には、全ての市町村及び

商工団体に対し文書で照会を行う予定でございます。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    
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適地誘導の効果が表れていると説明いただいたのですが、どうも花巻、北

上、水沢、一関といった市の商業地が今大変疲弊しているという事実も現実に

あるわけで、適地誘導されているから全く問題ないのだというようにはなかな

か感じられないなという意見を持っています。 

また、「コンパクトなまちづくり」という言葉が資料１の４ページに出てく

るのですが、庁内で調整した上での表現なのか教えていただければと思うので

すが。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

「コンパクトなまちづくり」という言葉は、条例の解説等で既に使っている

用語になります。都市計画課でも確認はしておりますが、この専門検討委員会

で御議論いただきながら、表現を調整・整理していきたいと考えております。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

コンパクトシティというのは、行政側から見て、道路や公的な施設等を整備

していくには小さくまとめていった方がまちとしての機能の高まりになるの

ではないかというような言葉で、コンパクトシティという言葉が先に行き過ぎ

たきらいがあったわけです。 

この委員会で以前お話が出たと思うのですが、行政の施設を中心にコンパク

トにまとまれば良いということで、中心市街地との対立関係として、大型店が

出店するとまちが全部駄目になってしまうという考えから、大型店の適切な誘

導を図るべきではないかという流れでこの条例ができたのだろうと思うので

す。 

コンパクトなまちづくりに大型店がどのように関わっていくのかという部

分がまだはっきりしていない状況ですので、「コンパクトなまちづくり」とい

う言葉がいきなり出てきたような感じに受けとめられないよう検討していく

べきかなと思っています。 

最も重要なのは人口減少の問題で、今まで人口が増えていくという仮定で進

めてきたまちづくりが、人口減少の問題によって郊外に伸びていったまちが立
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ち行かなくなったという現実に基づいて大型店の問題を論じる場ですので、方

向性を少し検討していただきたいなと思います。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

検討結果については、基本的にはこれで良いのかなと思っています。 

ただ、一つは字句の問題で恐縮なのですが、４ページに「土地利用計画の決

定権限は市町村が有しているが」となっていますが、「有しており」という理

解で良いのですよね。 

もう一つは、私も「コンパクトなまちづくり」という言葉が気になります。審

議会が立ち上がった時点でかなり議論があったことだと思うのですが、コンパ

クトシティというのはそれなりに定義があるらしく、岩手県のこの審議会で言

うコンパクトなまちづくりというのは、コンパクトシティとは少し違うという

理解をしていたのです。 

条例の第１条の解説に「このような都市構造を実現するためには、都市機能

等が適切に拠点に集約され、それぞれの機能拠点が連携した『コンパクトなま

ちづくり』（拠点集約・連携型の都市構造の構築）を進めることが重要な課題

である」と記載されていますが、このことを言っているという理解で良いので

すか。それとも、もっと大きな意味で、広い意味でのコンパクトなまちづくり

という理解で良いのですか。この部分に書かれていることに必ずしも拘束され

なくても良いということでしょうか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

条例を作ったときに様々な議論を行った上でこの言葉を使っているのです

が、これまでの届出案件の審議の中で様々な御意見をいただいておりましたの

で、このような考え方で良いのか、どのようなまちづくりが望ましいのかとい

うことについて、論点③の部分で御議論いただいた上で文章化することが必要

ではないかと考えております。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    
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私がこの審議会に初めて参加したときは、やはり中心市街地に商業機能を集

約した方が良いのではないかとのイメージを持っておりました。そして、郊外

への大型店の立地をある程度抑えることが必要ではないかというような考え

がスタートかなと思ったのです。ただ、果たして中心市街地に商業機能だけを

集約するというような考え方で良いのか。 

もう一つは、市町村が基本的な単位になると思いますし、基本的な考え方は

市町村によるべきだと思っていますので、市町村がここに建てたいというもの

に対して、県として反対するということはもちろんできないのだろうなと思っ

ています。そうすると、まずは市町村の中にどのように都市機能を配置し立地

を誘導していくかというのは、市町村が中心になりまず考えていただければと

思います。ただし、広域的な問題あるいは全県的な整合性について県としての

考えを示すということも必要かと思いますけれども。ですので、コンパクトな

まちづくりについてこうしたらどうでしょうかということを県から押し付け

る、示すのは果たして良いのかという気はしています。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

論点③にも関わる部分ですので、ちょっと宿題でとっておくことにしたいと

思います。 

私自身は、論点①については、これまで届出のあった６件について立地の適

切性をきちんと議論できたかということと、それが効果を出したかということ

に絞って言うと、一定の効果を出しているというか、無秩序な拡散を抑制して

いる効果はあるのではないかという点は、それで良いのではないかなと思いま

した。 

中心市街地が一つの市町村に一つというところまではなっていないのでは

ないかということもありましたし、中心市街地に建てない場合は隣接する市町

村への影響等も考えられますが、隣接市町村では問題と認識はしていないとい

うようなこともありましたので、手続的には今のままでも良いのかなとも思い

ました。 

ただ、４ページの「土地利用計画の決定権限は市町村が有している」という
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ことについて、市町村間の都市計画の整合性の調整などは県で行うものなので

すか、今まで何度か行ってきたのでしょうか。 

 

（（（（都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    澤田主任主査）澤田主任主査）澤田主任主査）澤田主任主査）    

基本的に用途地域等については市町村の決定権限になっておりまして、県と

は協議することになっているのですが、県としては、県の都市計画との整合に

関することと、広域的な都市計画に関することという２点についてチェックす

ることになります。県の都市計画との整合と広域的な観点について問題がなけ

れば、特段県として意見を言う立場にはなく、今までは10,000㎡を超える大規

模集客施設の立地が出てくるような案件以外につきましては、具体的にそうい

った調整や指導等は行っていないという状況でございます。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

現実的には、あまり大きな問題は発生していないということでしょうか

ね。県が意見を言う位までいっていないというか、隣の市町村から見てこうい

う用途設定で良いのかということまではないということですね。 

県の考え方と大きな矛盾は出てきていないということでしょうか。 

 

（（（（都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    澤田主任主査）澤田主任主査）澤田主任主査）澤田主任主査）    

はい、そうです。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

この立地誘導条例は、やはり市町村間の土地利用計画の調整というような趣

旨でございますので、手続と趣旨について、検討結果の前段の部分はよろしい

のではないかなと思いました。 

後段の部分のまちづくりのあり方については、中身的には論点③で議論した

いということと、この条例には限界があるというよりも、条例自体の性質はあ

くまで調整機能であって、各市町村が個別に立てる都市計画あるいはまちづく

りの考え方そのものを拘束するものではないということですよね。限界という
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よりも、そもそもそういう立ち位置だということですね。 

ただ、浅井委員もおっしゃるように、現実のまちの動き方を見ると、これま

での都市計画の考え方など、従来とは違う局面に入ってきているのではないか

という御意見もあると思いますので、この部分については論点③でもう一回議

論をしていきたいと思います。 

立地誘導の一定の効果はあるので、この立地誘導制度を存続させることが望

ましいという前段部分については御了解いただければと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

一つだけ、参考資料では、床面積6,000㎡という基準に対し、6,000㎡以下に

抑えた事例があったという市町村の意見がありますし、規制をより厳しくすべ

きという商工団体の意見もあったということなのですが、この6,000㎡という

基準についてもう少しもんでおかなくてよいのかなという気がするのです

が。この6,000㎡という規模は、先行して制度を作った県等を参考に設定して

いたと思っておりましたので。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

床面積6,000㎡の基準ですが、大店立地法で届出がなされている施設の商圏

の範囲などから算定し、隣接市町村に影響を及ぼす恐れがあるということを理

由に設定しております。もちろんほかの県の例も参考にしております。ただ、例

えば盛岡に6,000㎡の施設が立地しても隣接市町村にはあまり影響はないと思

いますが、比較的小さな規模の町村部については最低基準という意味はあるの

かなと考えております。 

基本的に、床面積6,000㎡以下について何らかの対応を行うのであれば、各

市 町 村 で 用途 地 域 を変 更 す る など の 手 段で 対 応 し てい た だ いて 、 床 面積

6,000㎡超については、隣接市町村の意見も聴いた上で県として調整するとい

うことを考えております。 
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（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

あくまでもこの部分は参考資料で、こういう意見があったという記述だけで

留めておくということでよろしいのですか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

現時点ではそのように考えております。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

想定で考えると、床面積6,000㎡超というのが広域的に他市町村にも影響を

及ぼすような規模になるだろうということですね。6,000㎡が全市町村に同じ

ように当てはまるかどうかは確かに議論があると思いますが、一応目安という

ことで掲げたのが6,000㎡ということですね。 

市町村からは、もう少し小さい方が良いという意見もあったのでしょうか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

今のところ出てきておりません。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

参考までに教えていただきたいのですが、当初の問い合わせの段階では

6,000㎡を超えるような形で県に問い合わせが来たけれども、実際には例えば

5,800㎡になって、実際には届出の対象にならなかったという案件は把握され

ているのですか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

情報としては、盛岡のほか、沿岸等でも何件か把握しております。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

6,000㎡を超えてしまうと条例の手続は必ず必要なので、超えない範囲で設

置するという選択肢も実際はあるということですか。そうなると、市町村との
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協議になるわけですね。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

市町村とは、個別の法律や条例に基づき協議を行うことになります。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

やはり6,000㎡という基準を巡って現実的なやりとりが生じているというこ

とですね。 

ここで6,000㎡云々というよりも、ほかの委員からの御意見やパブリックコ

メント等による意見を聴いた上で、6,000㎡の基準について何か問題があれ

ば、また改めて議論したいと思います。 

 

 

 ((((2222) ) ) ) 地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動ののののあり方あり方あり方あり方について（論点について（論点について（論点について（論点②②②②））））    

  アアアア    事務局からの説明事務局からの説明事務局からの説明事務局からの説明    

    坂井主任より、地域貢献活動計画提出制度の効果等について資料１ ７～

８ページ及び参考資料により説明を行った。 

 

  イイイイ    意見交換意見交換意見交換意見交換    

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

全72施設というのは、床面積6,000㎡を超えている県内の全ての集客施設と

いう意味ですね。 

そのうち、63施設から提出いただいているというのは毎年ですね。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

例えば沿岸被災地など、震災以降はそこまで手が回らず提出できていない施

設もございます。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    
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中身は後で議論しますが、設置者にも条例の趣旨は十分理解していただいて

いるということですね。 

取組の多い項目はこの３項目ですが、どこまで具体的に踏み込んで書いてい

るかというと、取組内容が見えにくいものもあるのではないかということでし

た。地域貢献活動は、当然今の世の中では求められていることですが、それが

見えなければあまり効果が出ませんので、どうするともう少し分かりやすい形

で地域貢献活動をお示しできるか、あるいは企業にとっても良い経営姿勢につ

ながっていくかというような趣旨で見ていきたいということでございました。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

大型店を設置している企業の方々とお話する機会が結構あるのですが、特に

イオン盛岡南の状況を聞いていると、物産関係では三陸の物産が大分入り込

み、遠野の生産物等が非常に好評で、県産品の交流、販売を含めて、かなり地

域貢献度合いは高いのかなというような感じもしています。あと、これも他県

の方との会合で、この商圏の広域化というか、結構青森や秋田から、盛岡の商

業施設や飲食店に来る若い方がかなり増えているというようなことも聞いて

います。 

どうしてもイメージ的には中心市街地との対立構造で、大型店が来るとまち

が駄目になるという意識から離れることがなかなか難しいのですが、もう一方

では若い人達の行動範囲がかなり広がり、様々な交流が生まれているのではな

いかなと思っています。 

また、盛岡の大通も、本来小売専門店で成り立っていたまちが、今は飲食店

街に切り替わってきてしまっているような状況なのですが、県外の飲食店など

が出てきて、そのような店に入る若い人も増えているということです。 

ですので、地域貢献を単なる物流等だけでなくもう少し広い範囲で見る

と、特に盛岡については大型店の集積が違う意味での人と人の交流に役立

ち、観光産業も含めた経済圏の広がりにつながっているというようにも考えて

います。 

ただ、さっき6,000㎡にこだわったのは、盛岡以外の地域の中心市街地は全
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く身動きがとれない状態で、商業地の地価がもう20年以上連続して下落してい

るのです。これに対し、各市の都市計画やまちづくりの方向性のようなものが

全然感じられないので、土地の価格がどんどん下がっていってもう限界に来て

いるのです。住宅地より下げて良いのかという議論を今やっておりますが、誰

も人が歩かない商店街をいつまでも商店街と言っていて良いのかと。固定資産

税など税金の問題もありますので一概には言えないのですが、地域に貢献して

いる部分がある一方で、対立構造にある部分も残っているという、二つの現象

を今感じています。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

地域貢献活動のもう少し幅広い考え方ということと、大型店の問題だけでは

ない問題が現実に起きているので、それをどうするかということも併せて考え

なければならないのではないかということだと思います。後段は、論点③に押

し込んでは悪いのですけれども、やはりまちづくりの考え方と近い部分もあり

ますので改めて議論しますが、地域貢献活動計画を提出いただくことについて

は良いということと、それを少し拡充するようなお考えということかと思いま

した。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

私は、８ページの検討結果でよろしいかと思いますし、※印で記載されてい

る6,000㎡以下の集客施設についても、是非対象に加えていただきたいと考え

ています。 

理由は、先ほども説明があったとおり、今は計画書の提出を各設置者に任せ

てしまっているだけなので、こんなことを言っては設置者に失礼ですけれど

も、机の上で作業しているだけの話ですよね。だから、本当に実のある活動が

行われているかどうか確認しようがないわけです。ですので、県でチェックし

て公表するということになると、やはり設置者の態度も変わるだろうと思いま

す。 

もう一つは、数値化することによって、あそこは地元の人をこれだけ採用し
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ているとか、地元の食材をこれだけ使っているということが地域住民の目に見

えるということになると、やはり親しみも湧くでしょうし、企業にとってもプ

ラスだと思いますので、数値化、具体化というのは賛成です。また、それを公

表するというのが大変意味があることかなと思います。ただ、もちろん企業活

動を阻害するようなことはまずいでしょうから、公表の仕方は県の方で検討し

ていただくということになろうかと思いますが、公表も必要ではないかと思い

ます。 

あくまでこの条例の対象は特定大規模集客施設なわけですが、特定大規模集

客施設だけが県によってＰＲされるようなことも起きてしまうので、任意です

が、どうぞ6,000㎡以下の設置者も提出してくださいということにして対象に

加えるというのは、是非行うべきかなと思います。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

一定の効果が出る制度なので、やはり精緻化と拡充という趣旨での御意見か

と思います。 

私自身も、企業と地域、あるいは住民との様々な提携・連携関係を形として

作っておくというのは大事な時代ですので、企業の方には余計な手間を掛けさ

せるようなこともないわけではないですが、やはり大型店の立地責任や社会的

責任を是非果たしていただくという意味では、地域貢献活動について引き続き

行っていただいても良いかなと思います。 

全72施設ということですが、地域的な偏りはあるのですか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

やはり内陸の幹線沿いが多く、県北や町村部などは少なくなっております。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

広域都市拠点11市に固まっているというイメージですか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    
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はい、そうです。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

確かに特定大規模集客施設だけが地域貢献活動を行うわけではないです

し、地域的な偏りもこれだけ大きくなっていますので、ほかの自治体について

企業はどうしていくべきなのかということが全く示されないまま縛ってしま

うと、少しバランスが悪いかなという気はするのですけれども。 

浅井委員からもあったように、最初、大型店というのは、地域から見ると、少

し異質なものが地域に入ってくるというイメージがあったわけです。法律で大

型店を規制したり、立地について様々な制約を掛けてきたわけですが、大店法

が廃止され、そういった負のイメージはもしかすると消えつつあるかもしれま

せんが、地域から見るとやはり異質なものが入ってくると。そういったことに

対して、相互理解を促進するようなことも必要でしょうし、商店街団体に入っ

ていただくとか、違和感や異質感を軽減していくために大型店から地域貢献活

動を進めていくというのは一定の意味もあるのかなと。特に床面積6,000㎡と

いうのはメガ店舗ですので、非常に異質度が高い店舗が地元にできるというこ

とについて、地元あるいは住民との相互理解の増進を図っていただくと。 

それから、床面積6,000㎡未満についてどのように考えるべきかということ

ですが、やはり異質だということを念頭に置けば、1,000㎡超についても対象

として構わないのではないかなと思います。義務ではないのでしょうが、提出

していただくことを歓迎するというか、努力義務程度になるのでしょうか。 

少ししゃくし定規かもしれませんが、1,000㎡以下の店舗については、一応

地域の中でこれまで共存共栄してきた店舗だというような前提に立てば、当然

地域貢献活動はしていただいているものだと。それほど異質度の高いものでは

ないというように認識せざるを得ないというか、そうしないと、1,000㎡を基

準に大規模小売店舗として分ける意味が逆になくなってしまうので、やはり

1,000㎡超の施設については是非地元との相互理解の促進を推奨するというこ

とで良いのかなと考えておりました。 

論点②についてもパブリックコメントやほかの委員の御意見もいただきな
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がら、地域貢献活動の範囲、地域貢献活動の中身と種類、検証の方法、ホーム

ページ等の活用あるいは公開等も含め、地域貢献活動が相互理解の促進の観点

から見て有効だというような工夫をＰＤＣＡの仕組みでやっていきましょう

ということで方向的には良いのではないかなと思いました。このような方向で

まとめていただくことでよろしいですか。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

参考資料の５に記載されている調査は、５年に１回位の調査ですか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

はい、そうなっております。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

そうすると、次回の調査結果が出てくるまであと２、３年は掛かるのですか。 

大震災以降、例えば釜石などからは、土日で2,000台位の車がイオン盛岡南

の辺りに来ているという話もあります。それから、全国で２番目に広い岩手県

というキャッチフレーズがあるのですが、本県にとって、やはり交通問題は非

常に大きな意味を持っていると思います。また、釜石自動車道や梁川道路がで

き、沿岸までの時間や距離が短くなっています。最近バイパスなども非常に混

んでいるなという気がしますが、どの位の車が来ているのでしょうか。この

1.58の混雑度というのは、かなり車が動かないような状態と考えてよろしいの

ですか。 

 

（（（（経営支援課経営支援課経営支援課経営支援課    坂井主任）坂井主任）坂井主任）坂井主任）    

国道４号の茶畑近辺などは大体同じ位の数値になっております。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

やはり動かない状態を言うわけですね。 

道路の問題からすると非常に困った問題なのですが、恐らく宮古の方も道路
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が整備され、釜石自動車道と三陸自動車道という縦と横の道路の連結が進んで

きますと、観光客を含めた人口の流動がかなり図られていくだろうと思うので

す。 

ここでは単に大型店の問題だけを議論しているのですが、その都市の魅

力、都市の機能性、高齢化社会に伴う人の移動がいかに社会経済にとって重要

かというような観点でも議論していかないとならないのではないかと。単に一

つのエリアの中での大型店と中心市街地との問題とは、どんどん質が変わって

いるということです。そこまで我々も考えなくてはならないのかということも

ありますが、現実にはそのような道路交通網でもって、これからの高齢化社会

にスピード感を持って人が移動するということによる経済の発展のようなこ

とが現実に起こっているので、その辺も十分考慮しながらこの大型店の問題を

考えていくべきかなと思います。 

また、被災地の関係では、できればもう少しどこかで調査してもよいと思う

のですが。     

今後、県でもこのような調査が必要だということであれば、実施しても良い

のではないかなと思います。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

イオン盛岡南の所の混雑度は平成17年から22年にかけてかなり上昇してい

ますが、これは実測値なのですよね。車の交通量が約５倍に増えたと考えてよ

ろしいのでしょうか。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

今はもっとすごいのではないですか。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

国道46号がもう少しで盛岡南インターのところにつながりますと、この場所

はもっと車が増えるでしょう。 

また、盛南306街区周辺が非常に走りにくい道路なので、恐らくあの辺で大
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混雑になるだろうと予測されています。国の５年ごとの調査だけで追いかける

のではなく、今進めている道路網の整備とともにこの場所に車が集まってきて

しまうので、もう少しこの辺は重点的に、何か県の方で調べるようなことがあ

るのであれば。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

都市計画課さんは、こういった交通の問題について業務として行っているの

でしょうか。 

 

（（（（都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課    澤田主任主査）澤田主任主査）澤田主任主査）澤田主任主査）    

５年に１回、国交省が主体となって道路交通センサスを実施しているのです

が、この調査をベースに道路行政を行っているのが現状です。そのほかは、例

えばどこかの路線が開通した後の効果を検証したり、商業関係の観点から

国、県や事業者が調査することはあるのですが、日常的にはあまり実施してお

りません。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

法的には問題なく建っているのだけれども、付随する社会問題について誰が

責任を取るのだと言われてしまうと、そこまで踏み込んで考えていくことはま

だされていないということですね。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

地方都市でこんな大規模開発を行っているのは全国では殆どないのです

が、構想から20年以上過ぎて、当初考えたような姿に近づいているわけです。普

通、このような広い開発を行っても人の増加が追いつかずに終わってしまうの

です。たまたま様々なものが集まってくるという状況で数字が上がってきてお

り、何らかの形で全国でも注目されるようになると思いますので、ここでの人

の動き、車の動き、産業がどのように変わっていくかについて御検討なさった

らどうかと思います。 
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（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

南からのお客さんを吸い上げているということなのですかね、このイオン盛

岡南は。北からもかと思いますけれども。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

あとは沿岸ですね。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

北側のイオンモール盛岡に比べても、数値の上がり方が大きいですね。商圏

が広いのかもしれませんけれども。 

次回は平成27年ですか、そうすると結果が出るのは３年位先になってしまい

ますかね。でも、こういった人や車の流れの変化が起こっているのは間違いな

いということでした。 

 

 

 ((((3333) ) ) ) 望ましいまちづくりのあり方望ましいまちづくりのあり方望ましいまちづくりのあり方望ましいまちづくりのあり方について（論点について（論点について（論点について（論点③③③③））））    

  アアアア    事務局からの説明事務局からの説明事務局からの説明事務局からの説明    

    坂井主任より、望ましいまちづくりのあり方について資料１ ９～11ペー

ジにより説明を行った。 

 

  イイイイ    意見交換意見交換意見交換意見交換    

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

これまで様々な特定大規模集客施設の届出があった中で、各市町村では意見

がないのではなく意見が言えないのかなというような思いをしつつ、各市町村

では特に問題ないということで、我々はこの審議会に出てきた案件を全て通し

てきたというか、通っているわけですよね。 

しかし、ここ何回かの議論のように、どうも大型店の問題というのは、単に

中心市街地との問題だけではなく、社会の大きな変化を表している。先導的に
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進出し機能している大型店の問題という側面からも見ていかないと、判断を誤

るのではないのかなという感じが最近しています。 

将来推計人口が先日公表されましたが、殆どの市町村が２～３割は減少する

であろうと。特に沿岸被災地は４割減というと、半分になってしまうわけで

す。こういう社会が20年後位に来るという前提の中で、大型店の立地誘導や進

出に対してどうかと今は議論しているのですが、大型店が撤退した後にこの問

題がどうなるのか、大型店の問題を借りてこれをどうしたら良いのかという議

論を今やっているのだろうと思うのです。 

そのときに、沿岸地域、内陸地域と分けて独立した生活圏が成り立つという

ことは非常に難しくなってくるので、道路網の整備、三陸自動車道で仙台圏か

ら直接海側を通る経済ルートが今後でき上がっていったときに、この北東北な

り岩手県が今後どのようになっていくのだろうかということがこの大型店の

問題に表れていると。 

大型店の問題とは一体何なのだという私たちが今非常に悩んでいるこの気

持ちを土地利用や各産業に関わる関係部署に投げかけるときの一つのテーマ

がこのまちづくりという問題で、もう一回みんなで考えたらどうだろうかとい

う気がしていますので、そういう方向で御議論いただければと思います。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

あくまでこの審議会としては参考意見を述べるような問題だと思うので、そ

ういう前提でざっくばらんにお話させていただくと、11ページの検討結果につ

いてはこういう方向でよろしいのではないかなと思っています。 

ただ、一つは浅井委員からも出ましたが、商店街をどう考えるかということ

は、やはり各地域で悩ましい問題ではないかなと思うのです。例えば盛岡で言

えば、イオン盛岡南等ができて、ある程度大型店もそれなりの役割を果たして

いると。それはそれで方向として良いのだと思うのですが、例えば、大通商店

街が、商店街ではなくどんどん飲食店街になってしまっていて、集客力は恐ら

くどんどん減っていると。でも、その近くに住んでいらっしゃる方にとって歩

いて買物に行くことができるという利便性がある場所でもあるので、商店街を
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どうするかということは、まちづくりということを考えた場合、非常に重要で

はないかなと思うのです。 

もう一つ大きいのは、やはり被災地だと思うのです。この間の審議会では、釜

石にイオンタウンが来て、既存商店街との関係をどう考えるかということが議

論になりましたけれども。同じような問題は、多分宮古、大船渡、陸前高田で

もこれから出てくるだろうと思うのです。だから、商店街をどう考えるかとい

うことが重要な問題ではないかなと思いました。 

それから、あくまでこれは市町村にこういう考え方もできるのではないです

かと示すわけですが、釜石や遠野の方々からすれば、ここで何を作っても盛岡

イオンに取られてしまうというようなことがあると、ここは商業地域にしまし

ょう、ここは大型店を作っても良いですということを示したとしても、目指し

た姿のまちづくりができるかについては難しい面があるのかなと。ただ、県で

何をどの程度できるかということはあると思いますが、まちづくりということ

を考えた場合、ひょっとすると各市町村の都市計画だけではもう済まない時代

になってきているのかなと思います。法律上は市町村に権限があるわけですか

ら、それを取り上げることは当然できないと思いますが、大型店ということを

考えた場合には、広域での都市のあり方というのも考えないといけないのかな

ということを思いました。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

今回の災害を考えると、地域に大規模な施設を持っていることの緊急時の強

みについて、非常に考えさせられるところがあります。特に新しく建った施設

については、一定の給水、あるいは自家発電も含めた電気等に関し、一種の防

災拠点にすぐ変えられるような店舗作りが進んでいるところもあると思いま

す。平時であれば、やはり商業施設ですので商業の問題として、地元商店街と

どう両立していくのかということが一番大きな問題になるとは思います。しか

し、緊急時については、比較的規模が大きく設備のそろった施設を各都市が持

っていることの一種の安心感や、緊急時を乗り切るだけの力ということを考え

ていきますと、大型店の持っている大きな力をきちんと引き出していくため
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に、どこか特定の都市に固めてそこが全て担えばよいというわけではなく、各

拠点に一定の大型店を配置することで、緊急時への対応も一定程度できるよう

になると。 

普通はやはり平時のことをどうしても考えますが、これだけ大きな規模の施

設が果たす役割をより広い観点からも見ていって、地元住民や自治体の意識の

中にも、大型店が地域にとってこういう役割があると認識していただくことも

大事かなと思っています。 

その意味では、地域構造の変化などを考えていくと、大型店を規制できない

というのが大店法廃止以降の考え方なので、一種異質でこれまでなじみのない

ものを受け入れなければならないのかという考え方だけではなく、新しい関係

性をどうまちの中で構築していくかということも大事かなと考えております。 

論点の中では取り上げにくい部分ではあるのですが、6,000㎡超というスケ

ールメリットをまちとしてどう捉えていくか考えていっても良いのではない

かなと思いました。その意味では、やはり各都市に一定の数の大型店が立地し

ていること自体の効果について、どのように数値化すれば良いのか私もはっき

りとは分からないのですが、まちづくりの中に入れてみても良いかなと思いま

した。 

あとは、少し失礼な言い方なのですが、市町村からの意見をどう引き出すか

というか、個別案件に対して問題なしというのがこれまでの実態でありまし

た。個別に見れば問題ないと言われてしまうと、こちらから問題あるというこ

とはなかなか言いづらいところではあります。しかし、時代の大きな変動の中

で、市町村が大きな権限を持っているという現状を考えると、土地利用計画に

関する市町村の意見をどのように活性化していくかということですね。大型店

が来てしまったらもうお手上げだと思わせてしまうとそれは得策でないと思

いますので、やはり県の方で、広域的な観点から各市町村が前向きに考えられ

るような環境作りを考えていかないと、いつも意見なしではもったいないです

し。参考資料でも、聴き方が悪かったのか意見が出なかったのか分かりません

が、「望ましいまちづくりのあり方」については空欄になっているのですね。言

ってもしょうがないかと思ったかもしれませんが。この審議会は総合まちづく
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り計画を議論する場ではありませんので、大型店の立地及び機能に関する問題

について、市町村が積極的に意見を言うことができるような環境や気運を高め

ていくようなことも、地域貢献活動とリンクすればできそうな気もしておりま

すので、何か考えていただければなと思いました。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

ここは、届出のあった施設だけを取り上げて議論せざるを得ない場なわけで

すね。しかし、その施設を中心に様々な店が集まり、一つのタウン、モールを

作っているわけです。ですから、郊外に立地するという届出を受け取ったので

あれば、その影響は当然中心市街地、既存の大通商店街などに及びます。イオ

ン２店の売上だけで、大通商店街全体の売上に匹敵してしまうという。そうす

ると、郊外にまちができて、そちらが伸びたら中心市街地が壊れるのは当たり

前ではないかと。ですから、届出があったものを我々が問題なしとして通過し

ていることは、一方でまちづくりをやり、一方ではまち壊しをやっているとい

う問題をこの審議会が正面からぶつけられているのです。商店街サイドから見

ると、そのように認識しているのが現実なわけです。 

盛岡以外の市では、まちが壊されたところについて都市計画や土地関連の部

署でもどのようにして良いか分からないという状態になっています。そし

て、今までは高度成長を続け人が増えるという前提で物事を考えてきたの

が、今度は人が減り、これだけ広い岩手県の県土をどうやって維持していくの

かという問題のきっかけが、この審議会を通過していることではないかなと考

えております。今まで殆ど問題なしで通してきたことがこのような状況になっ

ているのだと考えると、行政の関係性というものをこれからどうしたら良いの

か。個別に投げかけると全く問題なしと返ってくることについて、何とかしな

くてはいけないのではないかということが一番言いたいところなのです。 

ここでは何とも決めようがないのですが、あえてまちづくりの問題の方まで

入り込んでいるというのは、我々が問題なしとして通してきたことが一方でま

ちづくりをやり、もう一方ではまち壊しをやっていると。やはり新しいまちと

いうのは、そういう長い間の変遷を経て、中心市街地ができてきたと思うので
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す。ですから、中心市街地は単なる物販機能だけではなく文化の中心でもある

し、行政、教育、医療など様々なものの中心であるため、中心市街地は大事な

のだという形でやってきたわけです。今、経産省も中心市街地に対してこれで

良いのかということで審議会を何回も開催しているので、各地方都市でももう

一回見直すきっかけとして、この委員会での意見をお出しになったらいかがで

しょうかというのが私の意見です。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

この審議会は、届出が出された案件に対して適切かどうか、個別案件の審議

を行うのが第一の任務だというように受け取ってやってまいりました。けれど

も、個別案件の中に共通して見られるまちへの影響であるとか、自治体や住民

の方々との関係性というものを見ていても、問題なしで通ってしまうことが今

までどうしても多かったわけです。これは法律の問題や市町村の意見がありま

すので、現場が問題ないと言っているのに、こちらで問題だと言うのは本来の

趣旨ではないところでございます。もし現場で問題があるということであれば

こちらでも審議させていただく形で進められるのですが、現場で既に問題がな

いのでいかがですかと言われると、やはり今のような審議の形態にならざるを

得なかったところがございます。 

その意味では、やはりここに上がってくるのは氷山の頭の部分になってしま

うのであって、その全体像を私たち委員、県、市町村、住民の方々、商業者の

方々で共有していくような仕組みを作っておくということも大事なことかな

とお伺いいたしました。ちょっと文言化が難しいかもしれませんけれども、そ

のような趣旨での御発言だと理解しておりますので、報告書の素案を作る段取

りに入っていきたいと思っております。 

 

((((4444) ) ) ) 議論のまとめ議論のまとめ議論のまとめ議論のまとめ 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

論点①については、適地誘導の一定の効果が見られるので、引き続き制度を

運用していくということと、後段のまちづくりの考え方については、論点③の
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方に持っていくということです。 

論点②の地域貢献活動については、やはり非常に大事なことですので、その

対象となる規模を広げるか、地域貢献活動の中身、フィードバック、公開等に

ついて、より設置者が前向きにやっていただけるようなやり方を用意していく

ことで進めていただきたいという方向だったと思います。 

論点③については、今日の時点ですぐに結論が出るわけではありません

が、コンパクトなまちづくりあるいはコンパクトシティという言葉をそのまま

使ってしまってよいのかというところから議論が始まりました。それから、こ

れだけ大きい規模のものですので、一市町村の中に収まり切らない問題として

考えるべきではないかと。特に道路ですね、実際に数値を見ていくと、恐らく

ほかの市町村から相当の流入があると思いますので、それについてどう考える

かということと、幹線沿いに作る集客施設について、どのように考えていくべ

きなのかという議論もありました。 

それから、地元商店街との一種の共存共栄の中で単純に機能分担してしまう

と、商業は大規模で飲食業が中心市街地というようなことになりかねないとい

うこともあるわけで、特に盛岡などはそのような傾向が見られるという御意見

もございましたので、それでよろしいかどうか。単に規模の問題だとそうなる

のですが、機能をどのようにまちの中にうまく埋め込んでいって、中心市街地

が持っている複合的な機能を損なわないようにしていくためにどのような考

え方が必要なのかについては、ちょっと話は大きくなりますけれども、市町村

でも前向きに検討していただけるような形での情報提供なり、学習の機会なり

も必要かなとも考えました。 

全部はまとめ切れておりませんので、御意見がうまくすくい上げられなかっ

た部分もございますけれども、今後の進め方について、資料２のスケジュール

を確認させていただきたいと思います。今日の御意見をまとめた形で、さらに

審議会委員の皆様の御意見もいただいた上で、６月上旬に素案のような形でパ

ブリックコメント及び関係市町村・商工団体への意見照会をしていくと。１か

月程度の期間をいただいた上で、７月26日に第３回専門検討委員会を開く前ま

でには、御意見の一定の整理と論点の整理をさせていただきたいと思っており



- 25 - 

ます。その後、８月に報告書を取りまとめまして、23日に審議会に提出すると

いうようなスケジュールです。さらに、条例の問題ですので、議会の方にも提

示して資料提供しまして、10月までには県方針の公表というようなスケジュー

ルで進めていくことになっております。 

今日の議論につきましては、専門検討委員会以外の審議会委員の御意見も伺

いまして、表現についても適宜修正した上で、専門検討委員会の委員長をさせ

ていただきます私と事務局の方でまとめ作業をさせていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

 

 （「異議なし」との声） 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

素案がまとまった段階で両委員に送付させていただき、御確認していただい

た上でパブリックコメントに持っていく予定でございます。このようなスケジ

ュールで今後進めていきますので、引き続き御協力をお願いしたいと思います。 

 

 

４４４４    閉会閉会閉会閉会（吉野委員長） 

  

 

 

 

 


