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第第第第７７７７回岩回岩回岩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24年10月23日（火） 10時３分～11時45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 

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、高橋金融・商業まちづくり担当課長、泉山主査、坂

井主任、岩本主事 

 (3) 盛岡市（立地市町村） 

   沼田商工課長、菊池盛岡南整備課長、清水係長 

 

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）ホーマックスーパーデポ盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ

いて 

 (2) （仮称）メガセンタートライアル盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ

いて 

  ２件を一括審議した結果、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された。 

    

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  ５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、高橋金融・商業まちづくり担当課長より、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）及び盛岡市職員の紹介を行った。] 

 

 

３３３３    議事議事議事議事（２件を一括審議）     

 (1) (1) (1) (1) （仮称）ホーマックスーパーデポ盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ（仮称）ホーマックスーパーデポ盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ（仮称）ホーマックスーパーデポ盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ（仮称）ホーマックスーパーデポ盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ

いていていていて    

    (2) (2) (2) (2) （仮称）メガセンタートライアル盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ（仮称）メガセンタートライアル盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ（仮称）メガセンタートライアル盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ（仮称）メガセンタートライアル盛岡南店新設届出に係る県意見（案）につ

いていていていて    

  アアアア    議事録署名委員の指名議事録署名委員の指名議事録署名委員の指名議事録署名委員の指名    

    議事録署名委員として、石川委員が指名された。 

 

  イイイイ    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、立地誘導条例の概要、届出内容及び県意見（案）について

説明を行った。 

 

  ウウウウ    盛岡市の盛岡市の盛岡市の盛岡市のまちづくりに関する説明まちづくりに関する説明まちづくりに関する説明まちづくりに関する説明    

    盛岡市の菊池盛岡南整備課長及び沼田商工課長より、盛南開発及び中心市

街地活性化に関する盛岡市の考え方について説明が行われた。 

 

  エエエエ    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）    

    盛南開発を計画した昭和45年頃と今とでは、経済状況や少子高齢化などだ

いぶ社会情勢が変わっており、まちづくりについての考え方もだいぶ違うの
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ではないかと思うのです。市としての盛南開発についての基本的考え方は、計

画当初の段階と今とでそう変わらないということで理解してよろしいのでし

ょうか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）    

現在は313ヘクタールを施行していますが、昭和45年当初はもっと大きな面

積で計画しておりました。 

盛南開発は来年度で終わる予定であり、これだけは何とか完成させたいと考

えております。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

 盛南開発は、中心市街地との関係でよく議論がなされてきたわけで、大型店

がたくさん立地すると中心市街地が本当に疲弊してしまうのではないかとい

うような考え方で企業の進出について見ておりました。しかし、最近、商圏が

非常に拡大しており、沿岸地域や隣接県からの顧客の増加が見込まれていると。 

県外、しかも九州から盛南地区にこのような企業が参入してくることについ

て、売上の限界や商業の収益性、その他何らかの指標を持ってお考えになって

いるのでしょうか。 

それから、サービス産業を通じて、若者や女性の就業機会が増えているとい

う話も聞いているのですが、現実的にはどのような状態になっているのか御説

明をお願いしたいと思います。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

お話のとおり、盛岡市は商圏の範囲が拡大してきており、高速道路等の道路

整備に伴って商圏が拡大しているものと認識しております。 

売上についてですが、中心市街地内の小売年間販売額は平成22年度で704億

円となっていまして、中心市街地活性化基本計画を策定した平成20年度よりは

減少してきているという状況ではあります。ただし、盛岡市の中心市街地には

飲食業等の業種もかなり集積しており、正確なデータはありませんが、ある程

度飲食業等の売上が多くあるのかなと思っています。 



- 4 - 

売上については、居住人口に相当関連してくるのだろうなと考えておりま

す。居住人口から見て、売上の限界に近づきつつあるのかもしれませんが、ま

だ中心市街地及びその周辺、例えば青山町やみたけといった地域にも大店立地

法に基づく届出がなされております。このような出店状況を見ますと、商業者

ではまだ売上を見込んでいる状況ではないかなと考えています。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

コンパクトなまちづくりについて、盛岡市ではどのように考えているのでし

ょうか。また、軸状都心構想における３つの都心の間でどのような機能分担を

考えているのか、特に盛南地区にはどのような都心機能を集積させようとして

いるのかについてお伺いしたいと思います。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    清水係長）清水係長）清水係長）清水係長）    

コンパクトな都市づくりについては、市街地拡大の抑制と既存市街地の優先

的な土地利用によりコンパクトな市街地の形成を図っていく、つまりいたずら

に市街地を拡大せず、適正な土地利用を図っていくという考え方です。 

 

   （（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）    

中心市街地は自転車や人が行き交うまちづくり、盛南地区については車対応

型の商業業務、流通業務等の機能を持ったまちづくりを目指しているところで

ございます。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

都市機能については、行政機能、業務機能、商業機能の３つに分かれると思

うのです。行政と業務については、純粋に増えるのであればお互いの都心間の

競合はそんなに起こらないと思うのですが、商業だけは、新しい場所に商業施

設ができれば競合が起きるのは明らかですよね。 

盛南地区は職住近接が進んでいるのでしょうか。どういう都心機能が盛南地

区に集積しているのかということと関わってくるのですが、単なる郊外開発に

すぎないのではないかと危惧しております。都心が本当に形成されているのか
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疑問に思えるのですが、盛岡市では都心というものをどのように考えていらっ

しゃるのですか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

盛南地区にお住まいの方がすぐそばで働いているかというデータは持ち合

わせておりませんが、かなりアパートの集積が進んでおり、本宮地区の人口は

増加傾向にございます。盛南306街区以外でもヤマダ電機や自動車販売店等が

集積しつつあり、盛南地区にお住まいの方が少なからず盛南地区で働きになっ

ているのだろうと考えております。 

また、Ａ・Ｂ地区は近隣商業地域に指定しておりますので、近隣商業地域で

立地可能な施設が誘導されるという考えでおります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

盛南地区に行政・業務機能は余り集積しておらず、主に商業機能が集積して

おり、それでもって盛南地区を都心にしようということでよろしいですか。 

元々市役所が移転する予定でしたが、移転しないとやはり行政機能は集積し

ないわけですね。では業務機能の集積が進んでいるかというと、会社の支店や

営業所等が立地しているようでもなく、結果的に郊外に商業中心を作ったとい

うことにならないですか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    清水係長）清水係長）清水係長）清水係長）    

新産業、流通業務、商業業務も含めた形での都市機能の集積ということで考

えております。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

届出については企業ごとになっておりますが、盛南306街区全体での床面積

を合計すると40,000㎡を超えますよね。ゾーン的な考え方はどのように考える

のでしょうか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    
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立地誘導条例においては、大きく２つの要件があります。幅員９ｍ以上の公

道で隔てられているかという要件と、駐車場を共有していないかという要件で

す。それぞれの街区は９ｍ道路と12ｍ道路で隔てられておりますので、一つ目

の要件は満たしているという格好になります。二つ目の要件についても、各施

設で駐車場をそれぞれ設けるということでございます。よって、盛南306街区

全体を一体として見るのは難しく、今回はＡ地区、Ｂ地区それぞれ審査するこ

とになります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

届出の時期がほぼ一緒でしたので一緒に審議しましょうということです

が、案件自体は別々に審議するということです。 

ただ、背景は同じようなものですから、一緒に議論した方が良いということ

で御理解いただければよろしいかと思います。 

 

（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）    

Ｄ・Ｅ地区についての立地予定はないのでしょうか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）    

Ｄ・Ｅ地区についてはまだ施設が確定していないということで、資料には記

載されていないものです。 

 

（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）    

街区全体について統一的に開発を進めるといった考え方はあるのですか。た

だ単に土地の区画にすぎないという話ですか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）    

盛南306街区は、当初、中央卸売市場を立地しようとした場所でございます

が、土地利用が宙に浮いたような格好になっておりまして、今回このように活

用することにしたものです。 
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（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）    

Ａ・Ｂ地区とＣ・Ｄ・Ｅ地区の間にある12ｍ道路にかなりの車が入ってくる

おそれがあるわけですよね。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）    

Ｃ・Ｄ・Ｅ地区の東側にある16ｍの都市計画道路が今年度開通しますので、こ

の道路から行けるようにもなります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

トライアルは西バイパスを向いていますが、矢巾方面から来る車は右折では

入れないわけですね。わざわざ裏から入ってくるのに反対側に駐車場を設け

て、南から来る方々の利便性は余り考慮していないということですか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

施設を建設する業者は、大店立地法に基づき、どの方向から何台来るかとい

う分析をされておりますので、分析を基に駐車場の位置を決めているというこ

とだと思います。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

盛岡南インターチェンジから下りてくると、西濃運輸のところが今現在も渋

滞しています。西バイパス開通までの１年程度の間とはいえ、遠くからの方が

来ることも考えられますので、近隣に生活している方々もいることをよく考え

た上で、対策を検討しておかなければいけないのではないかと思います。 

職住近接についてですが、大手の企業でパートで働いている方々についても

職住近接と捉えてしまうと、ちょっと違うかなと思うのですが。 

また、周りに住宅も結構多いですから、緑地帯などを作っていただけないか

なと思います。 

さらに、トライアルは24時間営業ということですので、住んでいる方々への

夜間の照明について十分配慮していただきたいなと思います。 
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（高橋金融・商業まちづくり担当課長）（高橋金融・商業まちづくり担当課長）（高橋金融・商業まちづくり担当課長）（高橋金融・商業まちづくり担当課長）    

事業者に対しては、夜間照明への配慮という部分が関係してくるのかなと思

います。 

まちづくりの問題については事業者に対してストレートに言うものではご

ざいませんが、今日は盛岡市さんもいらっしゃっていますし、御指摘の部分に

ついて満足されるような形に配慮したいと思っております。 

 

（泉山主査）（泉山主査）（泉山主査）（泉山主査）    

交通渋滞の関係については、警察と協議をさせるような形が必要かと思いま

す。 

    

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

新しくできた向中野小学校がこの近辺だったと思いますが、通学路の安全に

ついてはしっかり配慮していただきたいと思います。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

現在は通学路に指定されていないようですが、児童が通ると思いますの

で、何らかの形で届出者に伝えたいと思います。 

 

（石川委員）（石川委員）（石川委員）（石川委員）    

施設から退出して盛岡に帰る人がどう流れるかというのも非常に問題だと

思うのです。事業者に任せると、退出した後のことまで案内してくれるかどう

かは分からないと思いますので、やはり行政で考えなければならないのかなと

思います。抜け道を探し、いろんなところで渋滞を起こしてしまうと大変です

ので。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

今後、大店立地法の手続において詳しい交通解析等についても審査する予定

ですので、きめ細かく審査、指導していきたいと考えております。 
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（盛岡市（盛岡市（盛岡市（盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

大店立地法については、盛岡市でも市の意見として県に伝える予定でござい

ます。交通渋滞や夜間の照明等について要望等が出てくる可能性がありますの

で、取りまとめ、県を通じて事業者へお願いするという格好で進むかと思いま

す。 

    

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

建物についてですが、都市景観や色の規制というのはどうなっているのでし

ょうか。 

 

（盛岡市（盛岡市（盛岡市（盛岡市    菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）菊池盛岡南整備課長）    

地区計画で、余り原色などは使わず、周辺にマッチしたような色彩にするよ

うにと定められています。また、看板等についても、屋外広告物条例に基づく

申請が必要になります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

職住近接との関係ですが、近隣商業地域というのは、普通イメージ的には近

隣の住民に対してサービスを提供する地域ですよね。でも、このホーマック、床

面積約２万㎡のものが近隣住民にだけサービスを提供するとはとても思えな

い。商圏は盛岡市全体を含んでいますよね。本来なら中心市街地や中心商業地

にあるべき商業施設を近隣商業地域に設置することについてどのようにお考

えなのでしょうか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    清水係長）清水係長）清水係長）清水係長）    

国道46号の広域幹線道路としての機能を最大限利用した土地であること

や、近隣住民への日常サービスといった施設の立地も可能となることに加

え、周辺の国道46号沿線を近隣商業地域に指定していることから、Ａ・Ｂ地区

については近隣商業地域に指定しております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    
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近隣だったらもっと規模の小さいものが本来的には望ましい姿ではないか

と思うのですが。 

これだけ大きい施設が立地すると、他のホームセンター等に影響を及ぼす可

能性が十分にあるわけですね。例えば、ホーマックが効率の悪い店を畳んだ

り、他の競合する店が閉店すると、従来そこに買物に行っていた人が不便を強

いられることになるのですね。だから、ここだけの影響ではなくて、他の地区

の住民に多大な影響を及ぼしかねない。そういう影響というのはどう考えれば

よいのかなと思います。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

ホーマックさんは移転ですよね。そして、ＵＲの土地を借地するわけですよ

ね。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    清水係長）清水係長）清水係長）清水係長）    

20年の定期借地です。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    

20年位しかもたない建物を作って、その後どうするのかという問題もあると

思います。 

また、施設の規模が大きくなって商圏構造が広がっているということ、盛南

地区において今は日本各地の企業が競争しているということ、なぜ近隣商業地

域という疑問、そして店舗の再配置や統廃合につながっていくという都市構造

について、市では考えをお持ちでないのですか。当初考えていた盛南地区と中

心市街地との関係というより想像以上に商圏が広がり、もっと大きな流れに盛

南地区が位置付けられてしまっているという認識はお持ちでないのでしょう

か。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

確かに、大型店が立地することにより既存店舗が閉店する可能性はないとは

言い切れないとは思います。商圏自体は確かに広がってきておりますので、盛
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南地区に人が入ってきてそこで消費をするという形態になっているのかなと

考えています。どこまで広がるかはちょっと予測できませんが、矢巾、紫波、滝

沢もかなり人口が増えてきている状態ですので、高速道路や新幹線等の発達で

商圏が広がる可能性は出てくると考えております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

商圏が広がるということは、結果的に車を使って大型店にやってくるわけ

で、大型のところは膨れ上がるけれども、盛岡の既存の商業地は当然しぼむわ

けですよね。結果として盛岡市全体では増えるかもしれないけれども、盛岡の

中での地域格差がもっとはっきりするということですよね。商圏が広がったか

らそのおこぼれを既存商店街が受けるかというと、そういう構造にはならない

と思うのです。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

ただ、中心市街地では大会社の数自体減っているわけではありません。歩行

者・自転車の通行量を見ますと、平成22年、23年とほぼ横ばい状態でして、や

はり中心部にも人の流れは来ていると見ております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

逆に言うと、一回落ち込んだものがただ低位水準で安定しているというだけ

の話で、10年前、20年前と比べると明らかに減っていますよね。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

今の盛南のホーマックが移転するという話なのですが、車で回るような広さ

なわけですね。ホーマックには結構細々としたものもありますので、高齢の方

など、移転先まで歩いて行けない方もいると思います。ホーマックは全部なく

してこちらに移ってくるという予定なのでしょうか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

盛南店については移転しますが、都南店や上堂店といった既存の店舗につい
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ては現状のままと聞いております。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

ただ、盛南店がなくなると、そこで不便を強いられる方がいるのではないか

という危惧はあります。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

この場所が中心市街地区域の外であるにもかかわらず立地誘導指針に適合

しているということは、どういう理由なのでしょうか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

立地誘導指針については３つポイントがありますが、そのうち原則的要素と

最適地要素①については問題なく適合していることになります。 

最適地要素②について問題ではないかということですが、そもそも都市計画

法で近隣商業地域への大規模集客施設の立地が認められております。もし立地

を規制しようとする場合、市町村で特別用途地区に指定し規制するという格好

になりますが、県で上乗せ的に条例を作って規制するということはなかなか難

しいということでございます。中心市街地区域の外ではありますが、中心市街

地区域の中に立地しなさいとか、立地は駄目ですというような指導は法的に難

しいところがございます。 

また、盛岡市の土地利用計画からも都市機能の集積を図る地域と位置付けら

れるため、この３つの要素について総合的に見て適合と評価しているところで

ございます。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

土地利用関係計画の県計画の箇所で、盛岡南地区を中心商業地と記載してい

ますが、これはどういう意味でしょうか。中心という言葉にちょっとこだわり

を持っているものですから。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    
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県の都市計画区域マスタープランでは、例えば青山、松園、津志田等につい

て地区中心商業地という言葉を使っており、盛岡南地区については中心商業地

という言葉を使っております。 

ただし、詳細については盛岡市の都市計画マスタープランで位置付けるとい

う格好で、県計画はあくまでも広域的な位置付けとなっております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

盛岡市にお伺いしますが、盛南地区全体が中心商業地という意味なのでしょ

うか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    清水係長）清水係長）清水係長）清水係長）    

盛岡南地区の中に商業業務地を形成していくということで、全体ということ

ではありません。 

    

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

盛岡市の中でどこが商業の一番中心になっている、あるいはなるべき方向で

計画を立てているのですか。私の考えでは、中心地でも階層性があると思って

おります。お互い同じレベルの中心地ではなくて、遠くからいっぱい集まって

くるのか、あるいは近隣の人だけが集まってくるのか、それによって当然階層

性があると思うのですが。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

広域から客を集めるということではないかとは思いますけれども、盛岡市と

して商業の中心エリアというのは、中心市街地活性化基本計画のエリアを中心

商業地と考えます。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

盛南地区はどういう位置付けなのですか。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    
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中心市街地、盛岡駅西口地区、盛岡南地区において連続的に都心地区を形成

するというような考えでございます。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

広域からの集客は、従来、大通、菜園など中心部が担っていたものが、恐ら

く盛南地区にシフトしたわけですね。もしこのまま行くと、大通や菜園地区

は、盛岡全体の中心ではなくて近隣の中心に没落しますよね。 

 

（（（（盛岡市盛岡市盛岡市盛岡市    沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）沼田商工課長）    

周辺の方々が郊外の店に全部来ているというデータを持ち合わせておりま

せんが、盛南地区にも買物に来ているでしょうし、中心市街地にも買物や映画

を見に来ていると考えています。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

少なくとも、商業中心という点から、盛南地区と現在の中心部が対等な関係

にあるとは思えないのです。今後こういう計画が進めば、ますますその格差、階

層差は拡大してくると私は思っているのですが。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

個別の案件については県の案で問題ないのですが、もっと広い部分が解決し

ないと個々の案件もすっきりしないような気がします。中心市街地と盛南地区

との関係、中心市街地内部における個々の機能、ゾーンの考え方、都心をどう

位置付けているのかについて、別の場所で議論することが必要なのではないか

なと思ったところです。 

そのとき、都心というのはそもそも何かということについて、盛岡あるいは

岩手として考えるべきではということを思いました。従来の都市計画、経済・

商業の分野、既存の法体系を超えた中で、都心とは何なのかということを揉ん

でいく必要があるのではないかと思いました。 

また、中心という言葉へのこだわりは非常にありまして、階層性に加え、中

心にとって大切なものは何かということについて具体的に表していくことが
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必要ではないかと思いました。 

それと、冒頭説明があった立地誘導条例の位置付けの辺りが一番難しいとこ

ろではないかと思います。恐らく、県としては立場上これ以上言えない部分が

あるし、制度上できない。やはり主は市が考えることで、それを県がどうサポ

ートしていくかということになると思うのですが、恐らくこの条例ではちょっ

と限界があるような気がします。この条例の中で地域貢献活動への縛りをもう

少し強くしたり誘導したりすることによって、プラスの影響が出てくるのでは

ないかなとも思いました。 

いずれにしても、分野を超えた議論、県、市の枠を超えた議論というのが今

後必要ではないかなという感想を持ちました。 

この審議会で扱うことができる範囲は限られていると思うのですが、御意見

が出ていたようなことを考えている機関なり場所があるのですよね。 

 

（高橋金融・商業まちづくり担当課長）（高橋金融・商業まちづくり担当課長）（高橋金融・商業まちづくり担当課長）（高橋金融・商業まちづくり担当課長）    

都市計画をどうするかというような都市計画審議会での意見表明や、ゾーニ

ング自体がそもそもどうかという原則論に立ち返る部分での意見の提言とい

うのが考えられると思います。用途地域の見直しの際など、どういう土地利用

にすべきかというところでこういう議論をできれば一番良いのかなと思って

おります。 

やはり立場上の制限がありますので、立地誘導条例の中でその部分を先鋭化

させて議論の表に立たせることはできないのですが、盛岡市の関係課にも来て

いただいておりますので、今後の都市計画の見直し、若しくはまちづくりのプ

ランニングの際に今出た意見を斟酌していただく必要もございますし、県とし

ても関係課に働きかけて、出された意見について一緒に考えてくれないかとい

う形にはしたいと思います。 

現在のところは事業者に対する県意見に対していかがでしょうかという中

で、交通渋滞や地域貢献活動に関する意見というのを幾らかいただいておりま

すので、事業者に対するお願いという形で出させていただければと思っており

ます。 
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（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

盛南地区に未利用地がたくさんあって、今後こういう案件が出てきた際、結

局同じ議論を繰り返すことになりかねないですよね。そういうことをなるべく

避けたいと思いますので、何か良い知恵はございませんか。 

    

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

このような話はすぐ決まるものではなくて、ある程度の時間と議論の高まり

が必要だと思うのですけれども、時間を待てるだけの余裕があるかどうか、特

に問題はないのでしょうか。 

 

（泉山主査）（泉山主査）（泉山主査）（泉山主査）    

周辺で未利用地として空いているのは、ヤマダ電機隣の１箇所だけになって

おります。南側の国道46号については高架形式になりますので、店舗が立地す

ることは困難になります。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

ま た 、 盛 南 3 0 6街 区 の す ぐ 南 側 は 画 地 の 幅 が 狭 く な っ て お り ま す の

で、6,000㎡規模の施設は建てられないのではないかと考えております。 

 

（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）（吉野委員）    

地域貢献活動の中で災害発生時の協力という項目があるのですが、大震災の

後、町中から品物がなくなってしまったり、暖をとるにも大変御苦労されたり

ということもあったと思います。こういった被災県に進出していただく企業さ

んには、やはり関係自治体等との協定や協力関係の中身も考えていただいた方

がよいのではないかと思います。これだけ大規模な施設が24時間営業で立地す

るということを考えますと、相当な在庫をお持ちだと思いますので、なるべく

具体的なところまで踏み込んで協力体制を整えてほしいということをお伝え

できないでしょうか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    
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ホーマックさんは岩手県と既に協定を結んでおり、盛岡市との協定について

は今後検討したいとのことでした。 

トライアルさんの方は特に聞いておりませんので、御意見についてお伝えし

たいと思います。 

 

（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）（倉原委員）    

地域貢献活動に関し、企業にとってのメリットはホームページで公表される

ということだけでしたか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

現在のところ、そうなっております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

企業のイメージは上がるのではないですか。 

    では、欠席された北原委員から何か御意見等いただいていませんか。 

 

（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）（坂井主任）    

届出者は、用途地域等に関し法律的な問題を全てクリアして届出を行ってい

るため、審議会として交通渋滞以外の意見は出せないだろうという御意見でご

ざいました。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

皆様方から意見を頂戴しましたけれども、この条例の範囲の中で出せる意見

は県の原案くらいかなということに落ち着きそうで、それ以外の部分は可能な

範囲で考慮していただくようにお願いするしかないということですよね。 

では、まとめさせていただきますが、委員の皆様の御意見は県意見案と概ね

同様ということで、当審議会としましても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とすることでよろしいでしょうか。 

 

   （「異議なし」との声） 
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（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

それでは、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

る意見としてまとめたいと思います。 

 

 

４４４４    閉会閉会閉会閉会（高橋会長） 

 

 

 


