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第６回岩第６回岩第６回岩第６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録議事録議事録議事録    

 

 

１１１１    日時日時日時日時    

平成24年６月21日（木） ９時59分～10時58分 

 

２２２２    場所場所場所場所    

県庁12階特別会議室 

 

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、小山田サナヱ委員、倉原宗孝委員、高橋宏一委

員、吉野英岐委員 

 ※北原啓司委員は欠席 

 (2) 事務局 

橋本商工労働観光部長、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、今野主任主査、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) 会長及び副会長の選出について 

   会長に高橋宏一委員を、副会長に吉野英岐委員をそれぞれ選出した。 

 (2) （仮称）水沢区田小路商業施設新設届出に係る県意見（案）について 

   事務局から県意見（案）について説明した後に審議が行われた結果、審議会

としても、県意見（案）と同様の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  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（松川経営支援課総括課長）     

 

 

２２２２    挨拶挨拶挨拶挨拶（橋本商工労働観光部長）   ※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、資料確認及び出席報告

（委員７名中６名の出席であり出席要件を充足）を行った。] 

 

 

３３３３    議事議事議事議事    

    (1) (1) (1) (1) 会長及び副会長の選出について会長及び副会長の選出について会長及び副会長の選出について会長及び副会長の選出について    

   会長に高橋宏一委員を、副会長に吉野英岐委員をそれぞれ選出した。 

   ※議事録署名委員として、高橋会長が浅井委員を指名した。 

 

 (2) (2) (2) (2) （仮称）水沢区田小路商業施設新設届出に係る県意見（案）について（仮称）水沢区田小路商業施設新設届出に係る県意見（案）について（仮称）水沢区田小路商業施設新設届出に係る県意見（案）について（仮称）水沢区田小路商業施設新設届出に係る県意見（案）について    

  アアアア    届出内容届出内容届出内容届出内容及び及び及び及び県意見県意見県意見県意見（（（（案案案案））））のののの説明説明説明説明    

    坂井主任より、届出内容及び県意見（案）について、資料１から資料５及

び添付資料により説明を行った。 

 

        イイイイ    質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

（（（（吉野吉野吉野吉野委員）委員）委員）委員）    

現況を見ると空き地のような状態なのですけれども、これまでの土地利用は

どのようになされていたのでしょうか。 

 

（（（（坂井坂井坂井坂井主任主任主任主任））））    

    現況は、農地及び宅地になります。経緯としては、旧水沢市で観光物産施

設を建設するという計画があり、奥州市土地開発公社が一部の用地を先行取

得していたのですが、財政的な理由で計画が頓挫し、未利用地という格好に
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なっていたということを聞いております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

    資料４―１に記載がありますが、認定中心市街地ではないけれども、奥州

市としては中心市街地の一部と考えているということについて、今現在は中

心市街地ではないけれども、将来は中心市街地にしたいというふうに理解し

ていいのでしょうか。現在は未利用地ですから当然中心市街地ではないと思

うのですが、将来ここを中心市街地にしたいと考えていたのかなという気は

するのです。その辺の事情等は分かりますか。 

 

（（（（坂井坂井坂井坂井主任主任主任主任））））    

    中心市街地活性化基本計画にははっきり書いていないのですが、新設予定

地周辺には武家屋敷などがあるため、歴史的な街並みを形成するような地区

にしたいと考えているということは聞いております。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

３点お聴きしたいと思います。 

１点目は、説明会にはどのような方が出席されたのでしょうか。 

２点目は、右折レーンを新たに設置するということではなくて、設置済とい

うことでよろしいでしょうか。 

３点目は、新設予定地北側にいずみ保育園がありますが、大きな建物が設置

されると今までの環境と大分変わると思いますので、何かしらの配慮というの

が必要ではないかなと思うのですが。 

 

（（（（坂井坂井坂井坂井主任主任主任主任））））    

    １点目について、説明会に出席されていたのは、周辺の住民の方や、業者

と思われる方などでした。 

    ２点目については、今回の施設設置に伴い、新たに右折レーンを設置する

計画だということです。 



- 4 - 

    ３点目については、説明会の際、施設北側の道路は非常に狭いため来店経

路とはしないということを届出者が説明しておりました。また、騒音や周辺

の生活環境については、今後、大店立地法の手続の中で説明がなされること

になります。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

    資料の４―１の４に「周辺の道路・上下水道は整備済」と書かれています

が、これは道路の新設とは違うのですか。 

 

（（（（坂井坂井坂井坂井主任主任主任主任））））    

    届出者が開発行為の手続の中で右折レーンを設けるということで、奥州市

や県が新たに社会資本を整備するということではございません。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

    それに対して、奥州市では、特に問題ないという考えなのですか。 

 

（（（（坂井坂井坂井坂井主任主任主任主任））））    

    奥州市からは特に意見は出されておりません。 

 

（（（（高橋会長高橋会長高橋会長高橋会長））））    

    出入口２に係る対策については、届出書だけでは何も出てきていないわけ

ですね。一般論としては、どういう対策が考えられるのですか。 

 

（（（（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））））    

水沢市内方面からの来店者が右折で入店しないような形というのが考えら

れますが、そうすると出入口１が混む可能性があります。交通渋滞に関する注

意を喚起する意味でも、今回このような意見（案）を考えたというところです。 

 

（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）（浅井委員）    
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  床面積6,000㎡というのが基準としてありますが、全体の面積が9,220㎡に

なるということに関して、基準面積6,000㎡との関係はどういうふうに考える

か、一つの店舗だけで大きなものが来なければいいというような問題でしょ

うか。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

    ちなみに、各店舗の床面積は、スーパーマーケットが2,900㎡、ホームセン

ターが4,100㎡、ドラッグストアが940㎡ぐらいという予定のようです。 

周辺にあるスーパーやホームセンターの売場面積は分かりますか。 

 

（（（（坂井坂井坂井坂井主任主任主任主任））））    

新設予定地の西側にあるジョイス水沢日高店が売場面積1,200㎡ぐらい、サ

ンデー水沢店も1,200㎡ぐらいになっております。 

 

（（（（浅井委員浅井委員浅井委員浅井委員））））    

そうしますと、中心部から端の方にあるエリアを中心市街地のエリアに入れ

て、周辺の住宅地に対する生活利便施設という位置付けだろうと思います。 

もう一つ、水沢に限らず花巻市でもそうなのですが、元々中心商業地であっ

たエリアが殆どシャッターロードになってしまって、デパートなどを閉めた

り、解体したり、都市の中心部が全く崩壊しているという状況にあるわけです。 

そういう中で、この中心市街地の位置付けというものを奥州市でどのように

考えているのか。中心市街地とはいえ、やや郊外という位置付けにある地域に

路線商業地域というものが形作られている一方で、元々の中心市街地がすっか

り寂れている、こういうことが中心市街地活性化基本計画なのかという。 

集合体として床面積が6,000㎡を超えるものが設置されても何ら議論を申し

述べる理由がないというような形になりますと、今後、旧来の中心市街地の都

市計画のあり方について、もう少し違う角度で検討するという方策も併せて考

えていかないと、一方では廃れ、一方ではこういう形でどんどん都市が拡大し

ていくという、何か矛盾したような条例に感じるのですが、いかがでしょう。 
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（（（（高橋会長高橋会長高橋会長高橋会長））））    

一つ一つは6,000㎡を下回っていますが、あくまでも6,000㎡を超えている一

つの塊として見ます。基本としては、一つの塊で大きな影響を与えるのです

が、一つ一つの店舗の業種が違ったりすると個別に影響を与えるので、全体と

しての影響力は弱いというふうに考えてもいいとは思いますけれども。 

 

（（（（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））））    

今回は、集合体として6,000㎡を超えるという形でお諮りしているという形

になります。 

さらには、奥州市の方では、中心市街地活性化基本計画における中心市街地

と位置付けているというところでございます。 

また、6,000㎡以下であれば、中心市街地区域外に虫食い状態に立地してい

るのではないか、6,000㎡という基準をどうするかというのは、また別な議論

としてあるかもしれません。 

 

（（（（浅井委員浅井委員浅井委員浅井委員））））    

資料４―１の２に「既成市街地の低・未利用地の有効利用に合致」等とあり

ますが、これは奥州市の意見ではないのですか。 

 

（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

こちらは奥州市から出た意見ではなく、各土地利用関係計画の関連する部分

について、事務局の方で参考までに記載しております。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

中心市街地の外れの周辺が開発されていたが、最後までこの地区が開発され

ないままでいたため、何とか開発しようという意図が奥州市にはあると思うの

です。 
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（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

周辺に高い建物や大きな建物が殆どない中に設置が予定されているので、建

物は、是非景観に配慮したデザインのものを期待したいと思います。 

 

（（（（坂井主任坂井主任坂井主任坂井主任））））    

参考までにですが、奥州市の地区計画で、この地区は、屋根や外壁の色は、原

色ではなく落ち着いた色にするようにといった規制を掛けている地区になり

ます。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

また、保育園との境に植栽などを設けることは考え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））））    

説明会の中で、植栽を施すなどの対策を講じたいということを届出者が説明

しておりましたので、何らかの対策はとられるも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））））    

結論から言うと、県の意見（案）でよろしいのかなと思います。 

ただ、水沢といえば国道４号のバイパス沿いに大きな店舗が並んでいて、そ

の次に店舗があるのがこの国道397号沿いなのです。本来であれば、メイプル

の近くのようなところに集客施設を設置して、本当の中心地である市役所や駅

の近くを活性化させるのがよいのだろうと思うのですけれども。なかなかそう

もいかないのでしょうから、やむを得ない面はあると思いますけれども。この

施設を設置したからといって、中心市街地の活性化に繋がるかというと、私自

身はちょっとクエスチョンの部分はあるかなと思っています。 

 

（（（（高橋会長高橋会長高橋会長高橋会長））））    

そうなのかもしれないですけれども、業種自体がスーパーとホームセンター

ですので、周辺地域の住民の利便に供するということで、逆に言えば奥州市全
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体に対して影響を与えるものではないという言い方もできるかと思います。た

だ、ジョイスやほかのホームセンターがあるにもかかわらず設置するというこ

とで、大型店同士の競合が結局激しくなるのかなというふうには思うのです。 

 

（（（（倉原倉原倉原倉原委員）委員）委員）委員）    

そもそも現在の奥州市の都市計画や中心市街地活性化基本計画が十分有効

に機能しているのだろうかという御意見がありますが、各計画が現在も機能し

ているという前提がもし崩れるということであれば、この条例自体も少し柔軟

に読み解かなければいけないのではないかと思います。もちろん、これは県の

仕事ではなくて市町村の仕事だと思うのですけれども、その辺で市町村の計画

自体が十分機能しているかどうかの情報がありましたら教えていただける

と、それを含めての判断ができないかと思ったところです。 

その中で、この震災もあり、かなりの早さで都市や社会環境が極めて大きく

変化してきている。せっかく作った条例をすぐ変えることはなかなか難しいで

すけれども、もちろん状況によっては変えなければいけないと思いますけれど

も、この審議会としてはその辺を柔軟に読み解いて、何らかの可能な範囲のア

ドバイスをするということは大事ではないかなと思ったのですけれども。これ

は、ここだけの問題ではなく、日本社会全体に対することなのですけれども。 

 

（（（（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））））    

一応、県の立場として、奥州市の都市計画がうまく機能しているかどうかと

いうのは言及しづらい部分がございますが、先ほど石川先生がおっしゃったよ

うな現状はあるのだろうなという認識はしているところです。 

 

（（（（倉原倉原倉原倉原委員）委員）委員）委員）    

そういう意味では、僕自身が思うことも皆さんと共通認識だと思っていいで

しょうか。 

それと、もう一点ですけれども、奥州市では、周知を行うことも地域貢献の

一環として捉えていることについてです。特にそこまで違和感はないのです



- 9 - 

が、この条例は、地域貢献についても大きなこととして捉えていると思いま

す。地域貢献ということを考えたときに、周知は地域貢献なのだと言い切って

いいのか、本来の地域貢献の趣旨とちょっと違うのではないかなと何か引っ掛

かるものがありまして。極端なことを言えば、悪いことでもどんどん知らせて

いるから地域貢献なのだというふうになってしまいかねませんし、本来の地域

貢献の趣旨を取り違えられているようだと良くないと思ったのですけれど

も、その辺いかがでしょうか。 

 

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

ちょっと手段と目的をはき違えている部分もございますので改めたいと思

います。また、今回添付しておりませんでしたけれども、届出者が予定してい

る地域貢献活動の内容について、ポイントだけ説明させていただきたいと思い

ます。 

 

（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

[届出書に記載されている地域貢献活動の概要について、口頭で説明を行っ

た。] 

 

（（（（倉原倉原倉原倉原委員）委員）委員）委員）    

確認なのですけれども、周知自体は非常に大事なこととして位置付ける

が、この条例における地域貢献活動とは、周知をもって地域貢献と位置付ける

のではないと考えてよろしいということですね。 

 

（（（（坂井主任坂井主任坂井主任坂井主任））））    

はい。 

 

（（（（吉野委員吉野委員吉野委員吉野委員））））    

この新設予定地は、中心市街地区域の一番端と考えてよろしいですか。 
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（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

そうなっております。 

 

（（（（吉野委員吉野委員吉野委員吉野委員））））    

ここに市の建物を建てる予定もあったということがあって、一応中心市街地

区域内に入っていると。 

もう一つは、胆沢寄りの方にバス停がありますが、それより手前にはバス停

や横断歩道の新設等の予定はあるのでしょうか。 

 

（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

バス停の新設などについては聞いておりません。 

 

（（（（吉野委員吉野委員吉野委員吉野委員））））    

この趣旨は、交通渋滞が懸念されているという意見、つまり自家用車の通行

量が増えるのではないかというような予想の中に県意見（案）が考えられてい

るわけなのですが、一方で公共交通を利用するお客様もいるわけです。むし

ろ、公共交通を利用して市内で買物をしてもらうことの方が、ある意味では市

街地活性化の趣旨にも合っているのかなと思いましたので。自家用車で来る分

については何も文句はないですが、公共交通で行けるような利便性の確保

や、それに伴う渋滞の緩和等について、関連する事項として考えていただけれ

ばいいのではないかと思って質問いたしました。 

 

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

御意見を踏まえ、バス停や横断歩道の設置について、届出者に何らかの形で

伝え、少し考えてもらいたいというふうに思います。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

    今日御欠席されています北原委員の意見について紹介してください。 
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（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

中心市街地区域内への施設設置であり、街を駄目にするようなものでないた

め、県意見（案）のとおりで構わないというふうな御意見でございました。交

通渋滞に関する事項を条件として、設置を認めるということで構わないという

ことです。 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

一応皆様方から御意見を伺ったところで、県意見（案）について御意見をい

ただきたいと思いますが。このとおりでよろしいかどうか。 

 

（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）（小山田委員）    

ここの道路自体は通学路ではないのですか。やっぱり交通渋滞は心配な部分

がありますので。 

 

（（（（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））））    

ちょっと今、そこまでの情報を持ち合わせておりません。もし通学路指定に

なっていると危険性が考えられますので、そこを含んだ形で事業者側には注意

喚起を促したいと思います。 

 

（（（（倉原委員倉原委員倉原委員倉原委員））））    

県意見というのは、どのくらいの拘束力、影響力があるのでしょうか。 

 

（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

県意見は、行政指導の一環という位置付けになっております。 

また、県意見通知後、届出者の見解報告が県意見を適正に反映していない場

合は勧告、その次は公表というような形になっております。 

 

（（（（倉原委員倉原委員倉原委員倉原委員））））    

この県意見のみが届出者に通知されるのでしたでしょうか。それとも、各委
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員から出たコメントも届出者に通知されるのでしたでしょうか。 

 

（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

委員の皆様から出された意見についても、何らかの形で届出者に伝えるよう

にし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）    

具体的に、口頭なり文書で伝えていただいたほうがよろしいですよね。で

は、そういうことを含んだ上で、今回出されました県意見（案）についてはお

認めいただいて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）    

では、当審議会としましても、県意見（案）と同様の意見ということで採決

したいと思います。 

 

 

４４４４    その他その他その他その他    

（坂井（坂井（坂井（坂井主任主任主任主任））））    

[立地誘導条例の施行状況の検討について口頭により、（仮称）ホーマックスー

パーデポ盛岡南店に係る新設届出の概要について参考資料により説明を行っ

た。] 

 

（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）（高橋会長）    

新たな届出につきましても、県意見（案）の検討をよろしくお願いします。 

では、これまでの件につきまして、皆様方から何か御質問等ございませんでし

ょうか。 
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 （「なし」との声） 

 

 

５５５５    閉会閉会閉会閉会（高橋会長）     

 

 

 

 

 


