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第８回岩第８回岩第８回岩第８回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１月25日（金） 午後１時32分～３時15分 

 

２２２２    場所場所場所場所    

エスポワールいわて ３階 特別ホール 

 

３３３３    出席者出席者出席者出席者    

(1) 委員 

高橋宏一会長、吉野英岐副会長、浅井敏博委員、石川哲委員、小山田サナヱ

委員、倉原宗孝委員 （北原啓司委員は欠席） 

 (2) 事務局 

松川経営支援課総括課長、泉山主査、坂井主任 

 (3) 釜石市（立地市町村） 

   戸塚都市整備推進室次長、清水都市計画課長、吉田商工労政課長、藤澤課長

補佐、菊池課長補佐 

 

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) （仮称）イオンタウン釜石新設届出に係る県意見（案）について 

   審議の結果、審議会としても、県意見（案）と同様、届出者に対し交通渋滞

発生を回避する措置を求める意見にすることとした。 

 (2) 「専門検討委員会」の設置について 

   審議の結果、「専門検討委員会」設置要綱を原案のとおり決定した。また、専

門検討委員会委員には、吉野副会長、浅井委員及び石川委員が指名された。 

    

５５５５    傍聴人数傍聴人数傍聴人数傍聴人数    

 (1) 一般  １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（高橋会長）     

 

 

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 

[挨拶終了後、泉山主査より、資料確認、出席報告（委員７名中６名の出席であ

り出席要件を充足）及び釜石市職員の紹介を行った。] 

 

 

３３３３    議事議事議事議事    

議事録署名委員として、小山田委員が指名された。  

 

 (1) (1) (1) (1) （仮称）（仮称）（仮称）（仮称）イオンタウン釜石新設届出に係るイオンタウン釜石新設届出に係るイオンタウン釜石新設届出に係るイオンタウン釜石新設届出に係る県意見（案）について県意見（案）について県意見（案）について県意見（案）について    

        アアアア    届出内容及び県意見（案）の説明届出内容及び県意見（案）の説明届出内容及び県意見（案）の説明届出内容及び県意見（案）の説明    

    坂井主任より、届出内容及び県意見（案）について説明を行った。 

 

        イイイイ    釜石釜石釜石釜石市のまちづくりに関する説明市のまちづくりに関する説明市のまちづくりに関する説明市のまちづくりに関する説明    

    釜石市の戸塚都市整備推進室次長及び吉田商工労政課長より、釜石東部地

区のまちづくり計画について説明が行われた。 

 

        ウウウウ    質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

   （石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

  復興特区制度についてお聴きしたいのですが、用途制限の緩和については

既に許可が出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）    

復興推進計画は既に認定されていますが、イオンタウン釜石が復興推進計画

に適合した施設かどうかについて現在審査しているところであり、建築を許可



- 3 - 

するか否かの結論が３月頃に出る予定になっております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

この土地について、震災前は市としてどのように利用する計画だったのでし

ょうか。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

あくまで民間の一企業、新日鉄の土地ですので、市の土地利用計画の中では

特に計画しておりませんでした。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

イオンタウン周辺は店もでき人も集まると思うのですが、既存商店街があっ

た通りは今後どのようになるのでしょうか。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

全ての商業者を強制的にフロントプロジェクト１の場所に集積させるとい

うことではありません。フロントプロジェクト１に出店いただくのも結構です

し、フロントプロジェクト２、３をにらみ、従来商店街があった県道の釜石港

線に沿った場所に再建することも可能ということです。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

個々の商業者の自由ということは分かるのですが、商工会議所や商店街の意

向と市の計画が齟齬を来すようなことはないですか。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

商工会議所や商店街から具体的な独自の動きはありませんでしたので、まず

は復興まちづくり基本計画の中で、市が三つのフロントプロジェクトを計画し

ました。 

その中でもフロントプロジェクト１については、商業者や商店街の意見も入
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れるために中心市街地東部地区商業推進協議会を立ち上げ、検討部会やワーク

ショップで配置、機能、規模などを話し合ってもらい、行政と商業者、商店街

が一体となって進めていく予定にしております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

商工会議所や商店街から何らかの要望が出てくるのが普通だと思うのです

が。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

商業者は各地区の仮設店舗にばらばらに入っているような状況でしたの

で、商店街ごとの活動がなかなかできず、意見もまとまりにくいという状況だ

ったためかと思われます。 

ただ、最近、商店街の特に若い方には、今までのようなやり方では駄目なの

で、外からも客を呼べるような新たな商業を考えなくてはならないという意識

や、公民合築施設を作るにしても色々アイデアを出さなければならないという

意識も生まれているようです。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

要するに、イオンタウン立地を契機に、商業者にも意欲を持って再建に向か

ってもらいたいということですね。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

イオンタウンの出店をきっかけとして前向きに捉えていただきたいと思い

ます。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

釜石に限らず被災地の多くでは、仮設商店街で営業している方がかなりいら

っしゃるのではないかと思うのですが、仮設商店街を残してくれという要望は

ないのですか。 
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（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

今、仮設商店街は市内に５か所ほどあるのですが、必ずしも同じ地区の方々

が入居しているわけではありませんので、仮設店舗に入居している方々を対象

に、今後どのようにしていきたいのか、市に対する要望などに関し意向調査を

行いたいと思っております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

ある程度の規模で商業者が集約しないと、イオンタウンにも対抗できないわ

けですから、当然、昔と同じ場所にそのままの形で商店街が復旧するとは思え

ないですよね。 

今後の計画や方向性などについて、誰がいつどのように話し合っていくので

しょうか。先にイオンタウンができてしまうと、その後の話がうまくできなく

なるような可能性もあるのかなと思います。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

手続や工事期間を考えるとイオンタウンの方が先に出店することになるた

め、地元商業者が追って商業を展開するとなると、どうしても後手に回るので

はないかということも商業者から言われております。 

市の土地利用計画に基づき商業者がどこで商売を展開したらよいかという

ことがポイントかと思うのですが、三つのフロントプロジェクトのほか、復興

公営住宅建設の動きとも整合性を取りながら、行政と民間事業者が一緒になっ

て取り組んでいかなければならないと思っております。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

未来イメージや方針について、もう少し突っ込んだ情報があるとありがたい

のですが。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    
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フロントプロジェクト１はイオンタウンを中心とした地域、フロントプロジ

ェクト２は市役所庁舎、復興住宅、こども園等の複合的な施設、フロントプロ

ジェクト３が魚市場の復旧と海の幸を利用した食の交流の関係です。 

この中ではフロントプロジェクト１が先行しておりますが、フロントプロジ

ェクト２、３については地盤沈下によるかさ上げ等の必要もあり、周辺にどう

いったものを整備するかという具体的な検討について遅れている状況です。 

フロントプロジェクト１については、イオンタウンだけではなく商業機能集

約の方も遅れがないように詳細を詰めていかなければならないと考えており

ます。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

恐らく商業のことだけを考えても商業がうまくいかない中で、イオンタウン

あるいは既存商店街だけを射程に置いた計画ではなく、住まい、福祉など全て

総合したまちづくりを考えているということを一応確認したかったのです。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

東部地区全体のまちづくりをイメージして計画しなければならないので、商

業だけではなく、それ以外の業種の方や、公共施設、福祉施設なども視野に入

れながら計画しなければならないと考えています。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

フロントプロジェクト１の商業機能集約について、進捗状況と完成予定はど

うなっていますか。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

まずは立体駐車場及びイオンタウンとの接続部分となる階段、スロープ、広

場を整備していく予定です。 

具体的には、駐車場及び大型商業施設は平成25年度、複合住宅は平成26年

度、公民合築施設は平成27年度、文化交流施設は平成28年度頃の完成になるの
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ではないかと考えております。 

それから、フロントプロジェクト２については平成31～32年度頃、フロント

プロジェクト３については平成28年度頃完成というスケジュールになってお

ります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

私が一番気に掛けているのは、イオンタウンと中心市街地との回遊性・周遊

性の問題なのです。個人的な意見ですが、本当にこれで回遊するのかなと。中

心市街地とイオンタウンとを結ぶ通路は、何もないところをただ歩いて行くよ

うな感じがするのですが。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

少し説明不足でしたが、通路の両側に商店などを張りつけ、回遊性を創出し

ていくという案が出ております。 

    

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

１階が全部浸水した大町の辺りにイオンタウンや公共施設、復興住宅を作っ

てまた人を集めるという点が気に掛かります。 

避難できるようにするといっても、万が一浸水した場合には資産等が被害に

遭うわけですので。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

釜石市民の認識としては、東部地区、特に今回商業集積しようとする地域

は、これまで様々な都市機能を担ってきた市の中心部という認識がありま

す。そういった歴史性を踏まえ、復興の中での東部地区の拠点といいますと、や

はり従来中心であったところが拠点となるという考え方です。さらに、イオン

タウンが新日鉄の土地を借りて進出していただけるということもあり、この計

画が進んできたわけです。 

東部地区はかなり浸水し大きな被害を受けたところですので、十分な安全対
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策を講じていかなければならないというのはそのとおりだと思います。イオン

タウンが立地する予定の中番庫地区は、市街地より１～２ｍ近く高くなってお

ります。イオンタウンが３階建ての計画ですので、屋上を避難施設若しくは避

難ビルとして活用もできるため、安全対策は取られるのかなと。万が一のとき

は、すぐ逃げれば大体５分から10分あれば近くの高台に避難することが可能で

す。 

ただ、やはりそれだけでは不十分でしょうから、イオンタウンや商業者との

避難訓練や防災に関する啓蒙活動も行いながら、市としても安全対策を十分講

じていく必要があると考えております。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

復興特区制度を使って用途制限を緩和するという手法を採用する際に、商業

者や市民に対しある程度説明する機会があったのでしょうか。 

手続上、用途制限を緩和したということは、反対の効果として、このような

大規模集客施設を設置するということが既に決まってしまっているという解

釈でよろしいのですか。 

用途地域は工業専用地域ですが、大規模集客施設を設置するという合意が既

になされているのであれば、審議会では、あとは交通渋滞の問題などについて

議論するというように、今までの案件の審査と違い、順序が逆になっているの

かなという感じがしているのですが。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

先ほど説明不足な点がありましたが、平成23年12月に、東部地区に商業拠点

作りをしていくことを復興まちづくり基本計画の中に盛り込み、平成24年１月

には、地元の商工会議所から市に対し、東部地区への大型ショッピングセンタ

ー立地に関し要望がありました。 

それを受け、土地の所有者である新日鉄との協議も踏まえた上で、去年３月

に市長が市民に向けてイオンタウン出店の情報を出したという形です。 

イオンタウンだけで東部地区の拠点とすることはできないので、中心市街地
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東部地区商業推進協議会を去年５月に発足させ、検討部会やワークショップを

開き、計画を検討しているという状況になります。 

ですので、イオンタウンの出店あるいはフロントプロジェクト１の検討につ

いては、市民、事業者の方から大きな反対はなく進んでいるような状態です。 

    

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

反対がないだけではなく、検討の場で商業者あるいは市民の声もある程度反

映されているわけですね。 

 

（釜石市（釜石市（釜石市（釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

声を吸い上げながら検討を行っており、できれば３月中に検討結果を出した

いという予定になっています。 

    

（釜石市（釜石市（釜石市（釜石市    戸塚都市整備推進室次長）戸塚都市整備推進室次長）戸塚都市整備推進室次長）戸塚都市整備推進室次長）    

また、復興推進計画のうち用途制限の緩和に関する部分については、工業専

用地域において復興事業に資するものについて商業施設の整備も可能にしよ

うということを記載しております。 

 

（坂（坂（坂（坂井主任）井主任）井主任）井主任）    

建築許可の手続がちょうど手続中であり、２月頃に公聴会、３月頃に建築審

査会が開催されると聞いておりますので、用途制限緩和に係る手続はまだ残っ

ているという形になります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

本来であれば立地を抑制することが必要な地域であるけれども、今回はこれ

には当たらないというようにこの審議会が考えるということでよいわけです

ね。ただ、それはこの審議会がどう判断するかということなのだろうと思いま

すが。 
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（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

ちなみに、土地は借地になるのですか。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

イオンタウンの部分は全部新日鉄からの借地になります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

イオンタウンと市の力関係といいますか、市がお願いしてイオンタウンに出

店してもらったということなのか、あるいはイオンタウンが市にお願いして出

店させてもらったということなのか、どちらですか。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

復興の起爆剤として核となる大型ショッピングセンターが欲しいという市

の思惑と、会社として復興に寄与したいというイオンタウン側の思惑が一致

し、さらに地権者の新日鉄の御理解が得られて、今回のような展開になったと

いうことです。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

テナントの関係でお聴きしたいのですが、地元商業者に対する優遇について

どう考えているのでしょうか。例えば地元商業者を優先的にテナントに入れる

ことや、あるいは地元商業者を何㎡、何％は入れることなどについて、市から

要望しているのでしょうか。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

他の地域と違い被災事業者の方が殆どですので、できるだけ地元の商業者を

入れてほしい、テナント料も他の地域よりできるだけ下げていただけないかと

いう要望はしております。ただ、具体的な数字、広さという話はこれからだと

思うのですが。 
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（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

今後要望する予定はあるのですか。具体的に何か数値を挙げないと、ただ言

葉で言っただけでは分からないですから。 

復興のために、いわば特例として認められるわけですから、ただ単に商売の

ために立地し利益を上げるということでは困るわけですよね。誰かがお目付役

の役割を果たしていかないと実際に復興に資さないことになるわけですの

で、可能であれば、その仕組みを市で考えていただきたいと思います。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

イオンタウン側の提示を待つだけではなく、できるだけ考慮していただける

ようにイオンタウンに要望していくことになると思います。 

    

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

あえて浸水地区にイオンタウンを建てるということも何らかの決意、判断が

要求されたと思うのですが、地元の方々の反応はどうだったのでしょう。余り

危険視しなかったのか、それともかなり心配の声がある中で、最終的に立地が

判断されたのでしょうか。 

また、イオンタウンと地元商店街の動きが連動しないとお互いに死んでしま

うので、地元商店街の復興も並行してお願いしたいと思います。 

 

（釜石市（釜石市（釜石市（釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

イオンタウンの出店について、殆どの市民の方からは歓迎の話を聞くのです

が、一部の商業者では、地元の商業が成り立たなくなるのではないかという懸

念もあるようです。 

ただ、今までは消費者が市外へ買物に行っていましたが、大型ショッピング

センターが市内にできることによって、市外に買物に行っていた方々が市内に

留まることができると思います。 

せっかく市内に留まる消費を自分達の方に引き込むことのできるよう、商業

者も、前向きに進むための施策について行政と色々な知恵を出し合いながら進
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めていくべきだと思います。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

イオンタウンが釜石市の本体ではなく、本体はやはり釜石市であって、イオ

ンタウンはある意味でビタミンというか起爆剤の一つなのですね。 

岩手県というのは色々なところでイオン頼みというか、そういうイメージも

ありますので、是非釜石としての体をしっかりと育てていってほしいなと思っ

たところです。 

できれば、釜石のイオンタウンは従来のイオンとは違うぞという位だとよい

と思うのですが。是非頑張っていただきたいと思います。 

 

（釜石市（釜石市（釜石市（釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

沿岸部は余り核となる大型店舗もなく、道路を整備すればするほど沿岸から

内陸に消費者が流出しているというのが現状です。ですので、流出していた消

費を抑え、逆に内陸から来てもらえるような仕組みを何かできないかと考えて

おります。 

具体的に言うと、フロントプロジェクト３では魚市場を中心にした食の賑わ

いを作り、釜石に来れば新鮮な海の幸が食べられるというものを発展させなが

ら、外からの交流人口の拡大や、三つのフロントプロジェクトの中での回遊性

も同時に作っていかなければならないと考えています。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

江釣子ショッピングセンターのように、地元で建物を建てて、イオンがテナ

ントという形が一番理想的なのだろうと思います。 

特別な例外として認められたわけですから、そこは市としてもなるべく要望

や意見を述べながらやっていただいた方がよいと思います。 

では、交通関係について御意見、御質問をお願いします。 

 

（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）    
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エヌエスオカムラ工場等は、被災前と同じ規模で稼働する予定なのでしょう

か。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

釜石グレーンセンターと釜石飼料は復旧し、震災前と同じように事業展開し

ています。エヌエスオカムラ工場は一部被災し建物は残っておりますが、別な

場所に移転し、建物は現在使われていないという状況です。 

 

（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）    

そうすると、ここは一般の車両よりも事業者の関係車両が多かったというこ

とですね。 

大町の交差点で、ベイシティホテルのところから南側に入るとエヌエスオカ

ムラ工場で行き止まりになっていますよね。そのまま直接イオンタウンの駐車

場まで来られれば近そうに見えるのですが、新日鉄の土地があるためにこのル

ートは使えないということですね。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田吉田吉田吉田商工労政課長）商工労政課長）商工労政課長）商工労政課長）    

新日鉄の土地があり、また段差もあるために、突っ切ることはできない状況

です。現在工場も動いていますので。 

 

（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）    

市街地との回遊性、連続性を考えると、どうしてもエヌエスオカムラ工場が

壁のようにあるので、分断されているような感じがしますね。 

イオンタウンが立地すると、交通渋滞を引き起こさないことと、交通の流れ

を一定程度作ることとの二つを両立させなければならなくなると思うので

す。どうしてもイオンタウンは西側に偏っていますので、交通渋滞を防ぎなが

ら、一方では、特に歩行者についてはうまく抜けられるような仕組みも必要か

なと思いました。 
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（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

色々あり過ぎて、言ってもすぐ解決できそうもないような感じですね。 

今はまだ商店街がそれほど復興しておらず、人もそれほど住んでいないため

すぐには問題にはならないでしょうが、やがて復興してくれば問題になると思

います。中心市街地で渋滞していて、自動車交通に向かないような地域に大規

模集客施設を作って、ますます車を集めようとしているわけですから。 

中心市街地にはなるべく自動車を乗り入れないよう規制し、周辺で車を停め

て、そこから中心部に歩いてくるような仕組みを作ることができれば本当はベ

ストだと思うのです。 

    

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

そういった仕組みも今後考える必要があると思います。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    戸塚都市整備推進室次長）戸塚都市整備推進室次長）戸塚都市整備推進室次長）戸塚都市整備推進室次長）    

なお、将来的には三陸縦貫道や横断道の整備により通過交通が少なくなるか

とは思います。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

魚河岸との回遊性を考えた場合、イオンタウンから新日鉄構内を通って魚河

岸方面へ抜ける道路や連絡橋のようなものもあり得るのかなと思いました。エ

ヌエスオカムラ工場の建物が残っているということですので、現実性があるか

どうか分からないのですが。 

 

（（（（釜石市釜石市釜石市釜石市    吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）吉田商工労政課長）    

現時点では建物も残っていますし、今はまだそこまで具体的に話合いができ

るような状態ではないですが、将来的には、市と、土地の所有者である新日鉄

の今後の事業展開によりどのように考えていくのかということになると思い

ます。 
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（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

欠席された北原委員から何か御意見等はございましたか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

県意見については、交通渋滞に関する意見で問題ないということでした。 

ただ、今回復興特区制度を活用することとの関係で、あくまで復興のシンボ

ルとしての開発であるため立地を認めるのだと。やはりイオンタウンだけでは

なく、まちづくり全体についてビジョンを欠くことなく計画を進めてもらいた

いという御意見でございました。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

皆さんから御意見を伺いましたが、結論的には県意見（案）と概ね同様とい

うように考えてもよいのではないかと思いますので、当審議会といたしまして

も、交通渋滞発生を回避する措置を求める意見とすることでよろしいでしょう

か。現実的には交通渋滞を回避することは難しいかもしれませんが、是非最大

限の努力をしていただくということで。 

 

   （「異議なし」との声） 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

では、当審議会としましても、交通渋滞発生を回避する措置を求める意見と

いうことにしたいと思います。 

 

 

 (2) (2) (2) (2) 「専門検討委員会」の設置について「専門検討委員会」の設置について「専門検討委員会」の設置について「専門検討委員会」の設置について    

        アアアア    専門検討委員会の設置に係る説明専門検討委員会の設置に係る説明専門検討委員会の設置に係る説明専門検討委員会の設置に係る説明    

    坂井主任より、立地誘導条例施行状況の検討及び専門検討委員会の設置に

ついて説明を行った。 
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        イイイイ    質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

   （質疑なし） 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

特に御異議がないと認めますので、専門検討委員会設置要綱を案のとおり決

定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

   （「異議なし」との声） 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

それでは、専門検討委員会設置要綱第２の規定により、専門検討委員会の委

員を私の方から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

大学教授から１名ということで、副会長の吉野委員にお願いしたいと思いま

す。それから、実務者からは再開発等のまちづくりに数多く携わっておられま

す浅井委員にお願いしたいと思います。それから、法律分野としては弁護士で

あられます石川委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 （「はい」との声） 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

今指名されました３名の委員さんにつきましては、お手数をおかけします

が、よろしくお願いいたします。 

 

 

４４４４    閉会閉会閉会閉会（高橋会長） 

 

 

 

 


