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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１回専門検討委員会第１回専門検討委員会第１回専門検討委員会第１回専門検討委員会    議事議事議事議事録録録録    

 

１１１１    日時日時日時日時    

平成25年３月19日（火） 午前10時～11時25分 

    

２２２２    場所場所場所場所    

県庁５階 ５－Ｊ会議室 

    

３３３３    出席者出席者出席者出席者    

(1) 委員 

浅井敏博委員、石川哲委員、吉野英岐委員 

 (2) 事務局 

松川経営支援課総括課長、高橋金融・商業まちづくり担当課長、泉山主査、坂

井主任 

    

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) (1) (1) (1) 委員長の選出委員長の選出委員長の選出委員長の選出についてについてについてについて    

   委員長に吉野英岐委員を選出した。 

 

 (2) (2) (2) (2) 「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」に係「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」に係「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」に係「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る施行状況の検討る施行状況の検討る施行状況の検討

についてについてについてについて（主な意見） 

  ア 誘導地域の考え方について（論点①） 

   ・条例施行後は商業系の用途に立地が誘導されているため、適地誘導の効果適地誘導の効果適地誘導の効果適地誘導の効果

が見られる。 

   ・条例施行当初の考え方の根底にあった中心市街地と郊外中心市街地と郊外中心市街地と郊外中心市街地と郊外という対立軸対立軸対立軸対立軸や大大大大

型店の機能に対する評価型店の機能に対する評価型店の機能に対する評価型店の機能に対する評価が変化変化変化変化してきており、この条例だけで適地誘導の条例だけで適地誘導の条例だけで適地誘導の条例だけで適地誘導の

効果を判断するのは難し効果を判断するのは難し効果を判断するのは難し効果を判断するのは難しくなってきているくなってきているくなってきているくなってきているのではないか。 

   ・合併した市町村合併した市町村合併した市町村合併した市町村などでは拠点を複数拠点を複数拠点を複数拠点を複数持っている場合もあり、中心市街地区中心市街地区中心市街地区中心市街地区

域内を最適地要素域内を最適地要素域内を最適地要素域内を最適地要素とすることについて検討することが必要ではないか。 
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  イ 地域貢献活動のあり方について（論点②） 

   ・地元産品の調達率地元産品の調達率地元産品の調達率地元産品の調達率などは具体的数値を報告していただいたものを分かりや分かりや分かりや分かりや

すい形で広報すい形で広報すい形で広報すい形で広報してもよいと思われる。 

   ・震災後は災害発生時の対応災害発生時の対応災害発生時の対応災害発生時の対応が大きな課題になっているため、防災について

は十分な協力をお願いしたい。 

   ・高齢者宅への宅配事業高齢者宅への宅配事業高齢者宅への宅配事業高齢者宅への宅配事業は一種の見守り機能見守り機能見守り機能見守り機能も兼ねているため、地域貢献活

動に含めて考えることができるのではないか。 

 

  ウ 望ましいまちづくりのあり方について（論点③） 

   ・ゾーニングという考え方が限界ゾーニングという考え方が限界ゾーニングという考え方が限界ゾーニングという考え方が限界に来ており、１階は店舗であっても上は居

住空間になっているような事例も見られるため、人の交流のあり方を中心人の交流のあり方を中心人の交流のあり方を中心人の交流のあり方を中心

にして、まちづくりのあり方まちづくりのあり方まちづくりのあり方まちづくりのあり方や大型店との関係大型店との関係大型店との関係大型店との関係を考えていかなければなら

ないのではないか（大型店が来たから中心市街地が駄目になるという考え

方は見直すべき）。 

   ・平面でゾーンを区切ってきたこれまでの考え方に立体的な考え方立体的な考え方立体的な考え方立体的な考え方を入れて

いかなければ現実に合わないのではないか。 

   ・住宅と商業については、住宅地域、商業地域と分ける必要はなく住宅地域、商業地域と分ける必要はなく住宅地域、商業地域と分ける必要はなく住宅地域、商業地域と分ける必要はなく、人が住人が住人が住人が住

む所の近くむ所の近くむ所の近くむ所の近くにはある程度の規模の商業施設は必要ある程度の規模の商業施設は必要ある程度の規模の商業施設は必要ある程度の規模の商業施設は必要ではないか。 

    

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（高橋金融・商業まちづくり担当課長）     

 

 

２２２２    挨拶挨拶挨拶挨拶（松川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    

 (1) (1) (1) (1) 委員長の選出委員長の選出委員長の選出委員長の選出についてについてについてについて    

   委員長に吉野英岐委員を選出した。 

   ※議事録署名委員として浅井委員が指名された。 

    

    

    (2) (2) (2) (2) 「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「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「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「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

についてについてについてについて    

    検討に当たっては、論点を３つ（「誘導地域の考え方について」、「地域

貢献活動のあり方について」、「望ましいまちづくりのあり方について」）

に絞り、論点ごとに議論を進めることとした。 

 

        アアアア    誘導地域の考え方について誘導地域の考え方について誘導地域の考え方について誘導地域の考え方について（論点①）（論点①）（論点①）（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、適地誘導の効果及び運用上の問題点について資料３～４

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）    

恐らく、中心市街地がまちの一番重要な部分であるという前提の下
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に、郊外への大型店の立地を規制すべきだという考え方がどの市町村にも

あったと思うのです。それは、中心市街地は単に商業施設だけで成り立っ

ているのではなく、行政機能、金融、教育、文化施設、観光など様々な要

素が含まれているため、中心市街地は非常に重要だという価値観で来たの

だと思うのです。 

ところが、高齢化、少子化、モータリゼーションの進展により、単に商

業的な立場からのみ大型店を規制するということとは違う方向に進み始

めているのではないかなと思うのです。 

全国的に議論されているのですが、中心市街地だけを中心に捉える考え

方で本当に良いのかということを提言する方が少し増えてきています。ア

ーケード程度しかない中心市街地よりは、冷暖房が効いて子供や高齢者が

ゆっくりくつろぐことのできる空間的な広場機能を持つ大型店へ行くと

いう行動は、単なる消費目的からだけではなく成り立っているのではない

かと様々な立場の方から最近言われてきています。今まで、市町村のまち

づくりは商店街をどうするのかという側面から殆ど考えられていました

が、単に商業サービス機能だけの問題ではないということも今後考えてい

かなければならないと思います。 

現在、東北新幹線沿線の市の都市計画が非常に中途半端になってお

り、元々中心市街地と言われた商店街は殆ど商業機能が失われ、人の歩か

ない商店街になってしまっていますが、各市がこれをどのようににぎわい

のあるまちにすればよいのかということを都市計画の上で考えられない

状態になってきています。また、商業地が土地の価格の最高値であるとい

う評価の考え方が成り立たなくなってきており、住宅地に路線型商業施設

が並んでいる地域の方が土地の需要が大きく、価格が高くなっているとい

う逆転現象に陥るような市も幾つか出てきていまして、様々な問題になっ

ております。 

ですから、この適地誘導の効果について、この条例だけで判断するのは

非常に難しくなってきているのではないか、当初考えられていた郊外と中

心市街地との対立軸のようなものが根底にあった適地誘導という考え方
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が少し薄れてきてしまっているの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）    

この条例で中心市街地の活性化を図っていくというのは、やはり無理が

あるだろうと思うのです。一つは、そもそも商店街の活性化、例えば商店

街のバリアフリー化や高齢者の交通手段の確保というのは、商店街独自の

問題として考えるべきだろうということです。もう一つは、中心市街地は

やはりインフラの問題があり、今の時代、大規模駐車場がないと集客はな

かなか難しいということがあると思うのです。 

東北の各県庁所在地を見ても、仙台市以外の商店街はどんどん人通りが

少なくなっていくというのが現実だと思うのです。では、だからといって

条例の意味がないかというと、条例が制定される前は準工業地域や白地地

域などにどんどん出店していたのが、条例ができてからは商業系の地域に

誘導されていったのですから、適地誘導の意味はあったと思います。 

それから、どのような都市にしていくかということは、やはり本来市町

村が考えるべきことだろうと思うのです。その市町村の計画と整合してい

るのであれば、また集客施設が立地することについて市として歓迎だとい

うのであれば、それに対して県が反対するようなことを言うのはどうかな

とも思うのです。 

もう少し申し上げると、最適地要素として中心市街地が挙げられていま

すが、最適地要素まで上げる必要があるのかなと少し思います。市町村が

ここであれば何も問題ありません、歓迎ですというのであれば、特に中心

市街地にこだわる必要はないのではないかというのが私の考えです。 

ただ、大規模集客施設の与える影響は一つの市にとどまらないわけです

ので、市町村間の調整を図るという意味でも、この条例及び審議会はやは

り必要ではないかと思います。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

この条例のみでまちづくりを全てカバーすることは当然無理であっ
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て、住宅、福祉、環境的なものについてはほかの手段で決めていくものだ

と思うのです。条例・指針では、持続可能なまちづくりをどうしたら進め

ることができるか、つまり、車を使うことのできない高齢者であっても行

くことのできる所に大規模集客施設を設置するあるいはアクセスの手段

を確保するということと、既存の社会資本を十分活用できる所に立地して

いくということが書かれております。 

したがって、商業施設を設置するに当たっては、できるだけ既存の公共

的な施設を使っていただくような形で、社会的なコストを増やさない、コ

ストを最少に抑えていきたいという観点もこの条例の中にあると思って

おります。 

そう考えていくと、大規模集客施設を設置する際の基本的な考え方を提

示することは一定程度可能ではないかなと感じております。 

最適地要素の一つが中心市街地区域内となっていますが、認定中心市街

地は、原則、一つの市町村の中で一区域を設定しているということです。た

だ、盛岡市や奥州市等の場合、一つの市で中心市街地を一つしか持ってい

ないかというと、それは違うのではないかと思っています。例えば、ケー

ズデンキ盛岡南店は盛岡市の認定中心市街地には入っていないのです

が、都南の辺りには様々な都市機能が十分集積していますので、広域合併

あるいは幾つかの拠点を持っている都市に関しては、中心市街地区域内を

最適地要素とすることについて少しテクニカルな検討を要するのではな

いかなと思っております。 

それから、イオンタウン釜石ですが、釜石市だけではなく、近隣市町村

からも大きく集客するのではないかと思っています。沿岸で初めてのイオ

ンで、しかも床面積が５万㎡を超えるというのは、これまで審議してきた

他の５件と比べても巨大と言ってよい位大きなものですね。これだけ大き

な施設が立地するという事例が出てきましたから、6,000㎡で切って同じ

ように考えてよいのか、これだけの集客力を持つ施設についてどのように

考えていくのか、規模の問題についても何か考える材料を作っておいた方

が良いのかなという気も少ししております。 
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全体的に見ますと、この条例は、新しい時代において暮らしやすい都市

を作る意味では一定の効果がありますが、現実の状態を見ると、５年前の

規定だけで達成できるかというと、検討しなければならない部分もあるの

ではないかと考えています。 

 

 

  イイイイ    地域貢献活動のあり方について地域貢献活動のあり方について地域貢献活動のあり方について地域貢献活動のあり方について（論点②）（論点②）（論点②）（論点②）    

   ((((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、地域貢献活動計画書・報告書の提出状況及び運用に係る

改善（案）について資料５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）    

問題点で指摘しているとおり、活動内容が抽象的でなかなか見えにくい

のですね。イオンを運営している方々から聞くと、地元の農産物・海産物

など流通に関しできるだけ力を入れているというお話も伺っております

し、地元の雇用機会の確保には十分貢献しているという意識をお持ちでい

るように感じられました。 

ただ、犯罪防止などについて具体的に警察で統計をとっているものなど

はあるのですか。 

また、大規模集客施設だけではなく、路線沿いに関連の業種が集まって

きてしまうのですよね。場所によっては色々な道を抜けないといけない隘

路のような所もあり、慣れない地方の方が来ると交通渋滞が発生し、接触

事故も多いという話を聞いたことがあるのですが、事故の件数などについ

て検討しているのでしょうか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

特に検討しておりませんでしたので、出せるようであれば次回の検討委

員会の際に資料をお示ししたいと思います。 
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（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

かつては商店街がお祭りやイベントをやってきたのだろうと思うので

すが、その商店街が少し元気をなくしており、今それに代わっているのが

こういう大規模集客施設ではないかと思うのです。 

そうすると、この集客施設で様々なイベントが行われるということ

は、企業の社会的責任だけではなく、例えば盛岡のイオンであれば、盛岡

市民にとっては常時人が集まって人が交流できる場所という意味もある

だろうと思うのです。 

もう一つは、雇用の確保や、地元産品をどれだけ調達しているかだろう

と思うのです。これは地場の経済と結び付いている面ですが、具体的数値

を出していただいて、特に地元産品などの調達率が高いところは、何らか

の形で地域の皆さんに分かるような形で広報してもよいのかなと思いま

す。 

ただ、この地域貢献活動計画を出すことが企業にとって負担になってほ

しくないなという気はします。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

大きな会社や施設に対し社会的責任や地域貢献を求めるというのは最

近の流れであって、例えば子育て支援のための行動計画策定などは、一定

の事業規模以上の企業に取組を義務付けていますよね。この条例では何人

勤めているかはあまり関係ありませんので、一定の面積を持っている集客

施設について地域貢献を求めること自体がどれほど市民権を得られる

か、6,000㎡未満の施設はどうなのかということは少し気になっています。 

大規模な施設に対しての社会貢献活動、地域貢献活動の最近の流れとし

ては、災害発生時の対応というのがやはり大震災以降、岩手では大きな課

題になっていると思います。各企業が自治体と提携し水・食料の調達を行

ったり、施設を開放するなどの動きも出てきていると聞いております。ま

た、避難訓練の実施や、職員の消防団員への積極的な応募など、企業自身
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も防災に対し積極的な活動をしているという模範を示していただけれ

ば、いざというときも安心ですし、こういう企業があって良かったという

評価にもなるのかなと思っております。岩手県の都市部に立地し、実際に

災害時においても多くの人がいらっしゃる可能性の高い施設において

は、防災について是非十分な協力をお願いしたいと思います。 

もし対応を行った場合はきちんと公表し、企業が努力していることを示

していくべきではないかと思っております。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

当初は、地域貢献という言葉の意味を町内会の問題などのように考えて

おりました。まさかイオンが宅配を行うとは考えていなかったのです

が、高齢者への対応力が優れており、先発で宅配を行っていたスーパーよ

りもきめ細かに行っているというのは、目に見えない貢献とも言えるのか

なと思います。地域にとっての活動に目がとらわれやすいのですが、現実

には宅配のシェアをかなり伸ばしております。また、退職した高齢者が宅

配しており、我々が当初考えていた地域貢献活動とは違う意味での貢献と

も言えるようなことになっているのではないかと。近くのスーパーにも歩

いて行けないような方も宅配を使っており、見守り機能のようなものも付

いた形で、我々が考えていた地域貢献と違う面も出てきているのかなとい

う感じがしました。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

新しいタイプの貢献と言っていいかと思います。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

地元の商店街ももう少し頑張らないといけない部分かなと見ていまし

た。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    
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単に商品を届けるだけではなく、そこで高齢者の方と接触するというこ

とで、仮に何か異常があった場合は早期発見にもつながるのでしょうか

ら、地域貢献の一環に含めて考えることができるのではないですかね。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

大型店がそういうことを率先してやっていくというのも、何となく今ま

で考えていたイメージと少し違うのですが、逆にもっと見直さなければい

けないあり方なのかなという気がしています。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

廃棄物対策や地球温暖化防止対策などは、地域に貢献しているよりは地

球に貢献しているような意味で、どこへ行ってもやるだろうなというよう

なことでしょうかね。周辺地域に対するより大きな貢献というと、廃棄物

対策や地球温暖化防止だけではちょっとつらいかなという気はしますね。 

やはりこういった活動は、企業が大きいほどやるものなのでしょうか。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

家庭では、食品のトレーや電池などはごみとして出しにくいので、回収

ボックスがあるところに持っていくということになりますが、大きいとこ

ろだけでなく小さいスーパーでも回収してくれているかと思います。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

本当は大きいところだけでやるようなものでもない気もしますけれど

も、大きいところの方が消費量や供給量が大きいという意味ではやりがい

もあるのかなとは思いますね。 

委員の皆さんからお話いただいたように、もう少し報告内容を見えやす

くするということと、条例の目的が持続可能なまちづくり、あるいは高齢

化社会に対応する大規模集客施設のあり方といった基本理念を念頭に置

いて、具体的にどのようなことができますかという提示の仕方もあるかな
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と思います。 

企業の社会的貢献活動を表彰する制度というのは県の中であるのでし

ょうか。あるいは高齢化とか、まちづくりに対して非常に大きな貢献があ

った企業を表彰するというのはあるのでしょうか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

子育て支援や地球温暖化防止などでは制度がございますが、大規模施設

に限定した制度というものはございません。なお、他の都道府県では、商

店街活動を活発に行っている団体に対し表彰を行っているところもござ

います。 

 

（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）（吉野委員長）    

企業の何をどう表彰するのかということを検討しなければならないか

とは思いますが、この地域貢献活動は表に出してよいことだと思いますの

で、資料のとおり、うまく企業のインセンティブが高まるような形で改善

してもよいかなと思います。 

 

 

  ウウウウ    望ましいまちづくりのあり方について望ましいまちづくりのあり方について望ましいまちづくりのあり方について望ましいまちづくりのあり方について（論点③）（論点③）（論点③）（論点③）    

 ((((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、特定大規模集客施設の立地場所及びゾーニングのあり方

について資料６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）    

非常に難しい問題なのですが、日本の歴史を見てきますと、ゾーニング

という考え方が限界に来ているのかなという感じがするのです。 

住居地域、商業地域、工業地域というのは当然都市の発展に重要な意味

を持つので、そういう分け方で機能の純化を目指してきた時期があったと
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思うのです。ところが現実には、盛岡が一番良い例なのですが、市街化区

域が狭く住宅をまちの中に作ることができないため、どんどん南北にスプ

ロール的に住宅団地を作ってしまって、結局車でみんな通うようになっ

た。ところがこの城下町盛岡は、敵が攻めて来ないようにわざと交通条件

を悪くして作ったまちなのに、どんどん外に住宅を作ることによって車で

通勤してくる人が増えてきて交通渋滞が起こったため、盛南開発という街

路条件が整ったまちを作ることになったというのが今までの流れだと思

うのです。 

盛岡位の広さで考えるとこういうやり方もありなのかなと思っている

のですが、では盛岡の中心市街地は商業地域なのかというと全く逆で、今

マンションが165棟位立地しており、商業地域に人が住んでいるという状

況になっているのです。大通を見れば分かるように、昔は専門小売商店街

だったのが今は飲食店街になってしまっているとか、街なかで生活する人

にとってコンビニが非常に利便性の高い機能を持っているとか、結局商業

地域としてゾーニングしたものが実は居住空間になってしまっていると

いう現象が様々なまちで起こっているのです。 

郊外に住んでいたときは子育てをして世帯主が働きに出ていたが、子供

が大学に入ると高齢者が２人きり若しくは単身になってしまう。そうする

と、元々住居地域というゾーニングで作った機能のまちが持たなくなって

きて中心部にまた人が戻ってきているというのが、松園ニュータウンの状

況と、中心市街地になぜマンションがこんなに建つのかという問題で、世

相を反映しまちのあり方が変わってきているのだと思うのです。 

郊外型大型店は様々なイベントもやっていますから、物を買うほかにも

楽しめる。特に午前中は、小さい子供を持っている母親たちが集まってき

て、お茶会や情報交換など憩いの場になっている。 

人々が求めているから大型店へ行くわけですが、こういうゾーンをこれ

からどう呼べばよいのだろうかと。ゾーニングが都市計画の原点になって

いるわけですが、ゾーニングによってまちが機能的に発展するという考え

方を一度見直さないといけないのかなという気がしています。ヨーロッパ
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のまちのように混在型というか、１階は店舗であっても上に居住空間があ

り、中庭があり、そこでコミュニティーが形成されて長い歴史をそこで培

うという、人の交流のあり方を中心にしてまちを考えていかなければいけ

ないのかなと思うのです。城下町である盛岡にゾーニングで都市計画を実

施してきた反動のようなものが今盛岡に起こっています。 

また、高度成長期で人口が増えていくときの都市のあり方と、人口がこ

れから減っていく、高齢化していく、子供がいないという生活を支えるま

ちの機能というのは当然変わってきているので、それを考えずに、ただ大

型店が来たから中心市街地が駄目になるという考え方を一回見直さなく

てはならないのかなという感じがしています。 

肴町などは本当に良い例で、人口が増えているのです。人口が減るから

再開発もやるべきだというように論理を組み立てていくのですが、逆なの

ですね。商業地は商業を中心として成り立つまちだという考え方はやめ

て、そこに一番生活しやすい、まちに高齢者を呼び戻すのだという考え方

でのまちづくりに適合するように、大型店との関係も見ていかないといけ

ないのではないか。 

今までのゾーニングで考えていくと、当初の都市計画で考えたまちには

全然なっていない。市町村の都市計画課からは、これだけ悲惨になってい

る今の市部の中心市街地をどのように直そうとしているのかが全然見え

てこない。届出案件についても、関係市町村からの意見は問題なしですの

で、そうするとこの審議会の機能も何なのかなと。届出が出てくる案件を

見ると、まちのあり方というのが全然整合していない計画をそのまま続け

ているのではないのかというのがずっと気になっているのです。 

それが現れているのが地価の逆転現象で、バブル時代は大通の土地は

700万円/坪位、各新幹線の駅前は殆どが100万円/坪だったのですが、今は

本当に商業地の値段かという位になってきてしまい、中心部に人が住めな

くてどんどん空洞化していくという現象になっているのですね。 

ですから、やはりゾーニングのあり方というものをもう一度各市町村も

考えなければならないし、大型店が来るとまちが壊れるという発想もそろ
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そろ切り替えて、まちの中心に人が住む住まい方を検討していかなければ

いけない状況に来ているのではないのかと思っております。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

県内を見た場合、工業団地あるいは農地の地域は、明らかにこれからも

そういう地域として発展するだろうし保護していかなければならないと

思うのですが、こと住宅と商業については、住宅地域、商業地域と分ける

必要はないのではないかなと思うのです。 

身近なもので言うと、盛岡市の中心部に住んでいると、できるだけ近い

所にスーパーがあった方が便利で、毎日でもそこに買物に行くような形の

住み方をしたいという方が結構いらっしゃるのではないかと思うのです。 

そうだとすると、それなりの規模のスーパーは近くにほしいけれど

も、大規模集客施設は近くにほしくないのかもしれないのですね。それこ

そ何十台、何百台の駐車場が必要になるような施設は少し離れたところに

あって、たまに車で出掛けるということでもよいと思っていらっしゃるの

かなと思うのです。 

人が住む所の近くに商業施設が必要なのではないかとすると、特に盛岡

は中心部に人が戻ってきていると思いますので、ある程度の規模の商業施

設は必要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）    

都市のあり方が以前と違う、ゾーニングを指定していた頃と実態が違う

ということは、そのとおりだなと思って聞いておりました。 

基本的にゾーニングは平面の考え方ですが、ここ15年位の盛岡を見てい

ると、元々銀行や旅館だったものがどんどんマンションに変貌していった

所が多いと思うのです。１階にはちょっとした商店やコンビニが入ってい

るけれども上は住居とか、平面でゾーンを区切ってきたこれまでの考え方

に立体的な考え方を入れていかないと現実に合わないのですかね。 

上手に高さを使い分けて、一定のところまでは住居にするけれども、下
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は商業施設や公共施設が入るというのも現実的ではないかと思っていま

す。 

ということを考えますと、これまで市町村から問題なしという意見が多

いのは、今の区割りの中にあれば用途に適合しており問題ないのだから良

いのではないかということかなと思います。 

県が一定程度役割を果たすとすれば、自治体間の調整という広域的な役

割を果たすということと、大きな都市をこれからどう形成し、なおかつ持

続可能なものになってもらいたいというのであれば、一定の論点を提示し

て市町村の中で議論をしていただくようなことも必要かなと思います。 

市町村は、現状の問題に対する確認的な作業に非常に大きなエネルギー

を割いていますが、かつての都市のあり方と今のあり方はやはり違うとい

う位考え方を変えていかないといけないと思います。中心部に大規模集客

施設を配置することを本当に中心部の方が望むのかということになる

と、商業地域だから問題ないではないかというとそのとおりではあるので

すが、これだけ人が住んでいる中心部においては、交通渋滞、騒音、安全

性などを考えると、かえって郊外に出店してくださいなんていうことがあ

るかもしれないですね。 

このような問題を議論する場があまりありませんので、検討委員会等の

中できちんと論点を提示して発信することで、各市町村にこの問題につい

てきちんと取り組んでいただけるような機会を提案する意味もあるので

はないかなと思います。 

区割り、ゾーニングそのものをどう考えるかというのはなかなか県レベ

ル、一委員レベルでできる問題ではないのですが、これから長続きしても

らいたい、快適に住んでもらいたいという大きな目標から見れば、私たち

が逆に新しい提案をして、そこに大規模集客施設が立地することについて

は市町村で十分御検討いただくことも可能なのではないかなと思って聞

いておりました。 

本日はすぐ結論を出すというわけではなく、御意見を条例あるいは指針

の中にどのように盛り込んで、より上位の目的や理念に適合するものにな
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るかどうか、この考え方で十分いけるのではないかというようなことを次

回、次々回の専門検討委員会の中で議論していきたいと思っております。 

 

 

４４４４    閉会閉会閉会閉会（高橋金融・商業まちづくり担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


