
第 14回岩手県特定大規模集客施設立地誘導審議会議事録 

 

１ 日時 

 平成 30年２月１日（木）午前９時 30分～10時 45分 

 

２ 場所 

 盛岡合同庁舎８階 講堂Ｂ 

 

３ 出席者 

（１）委員 

  西牧正義委員、松山梨香子委員、三宅諭委員、山田佳奈委員、吉田瑞彦委員、吉田基委員 

（２）事務局 

  高橋経営支援課総括課長、菊地金融・商業まちづくり担当課長、立花主任主査、押切主事、

小澤主事 

（３）雫石町(議事(２)立地市町村) 

  地域整備課 加藤課長、観光商工課 小林課長補佐 

（４）矢巾町（議事(３)立地市町村） 

  産業振興課 佐藤商工係長 

 

４ 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 

 会長として西牧正義委員が、副会長として三宅諭委員がそれぞれ互選された。 

（２）雫石ショッピングモール新設届出に係る県意見(案)について 

  審議の結果、県意見(案)に対して審議会としての意見は、「意見を有しない」とするこ

ととされた。 

（３）（仮称）矢幅駅西口ショッピングセンター新設届出に係る県意見(案)について 

  審議の結果、県意見(案)に対して審議会としての意見は、「意見を有しない」とするこ

ととされた。 

 

５ 傍聴人数 

 報道 ３人 

 

 

 

  



別 紙（議事詳細） 

１ 開会（菊地金融・商業まちづくり担当課長） 

 

２ 挨拶（高橋経営支援課総括課長） 

[挨拶終了後、小澤主事から資料確認及び出席報告（委員６名中６名の出席であり出席要件を

充足）を行った。] 

 

３ 議事（議長：西牧正義会長） 

 （１）会長及び副会長の選出について 

    会長として西牧正義委員を、副会長に三宅諭委員をそれぞれ選出した。 

※ 議事録署名委員として山田佳奈委員が指名された。 

 

（２）雫石ショッピングモール新設届出に係る県意見（案）について 

  ア 届出内容及び県意見（案）の説明 

   小澤主事から、届出内容及び県意見（案）について説明を行った。 

 

  イ 雫石町のまちづくりに関する説明 

   雫石町地域整備課加藤課長及び観光商工課小林課長補佐から雫石町のまちづくりの考え

方に関し説明が行われた。 

 

  ウ 質疑応答 

  （山田委員） 

   細かいところの確認です。今回は既存店舗のため大規模な整備は必要ないとのことでした

が、新たな道路を作るということではないということよろしいですか。 

   資料７でいう⑦の先など。 

 

（小澤主事） 

   ⑦については道路を作る予定はございません。また、他の場所についても新たに作る予定

はないと伺っております。 

 

（山田委員） 

   隣の水田部分（新設予定敷地横の部分）については、車は往来することはないという前提

でよろしいですか。 

 

（小澤主事） 

   その通りです。 

 



（吉田瑞彦委員） 

資料５チェック表の一番下の太い線で囲っている部分、「評価として大きな影響を与えな

い」とありますが、これは、与える影響の評価として何ランクか選択肢があるのでしょうか。

「影響を与えない」とか「大きな影響を与えない」とかランクがあるのでしょうか。 

 

（議長 西牧委員） 

では、全体として何段階の評価があって、相対的にどれくらいの評価なのかについて、事

務局の方からお願いします。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

   厳密に５段階とか、分けて言葉を設定しているものではありません。 

「影響を与えない」というものも過去にはありますが、今回の場合は、一番最初の部分で概

ね適合というものがありますので。 

   ただ、実質的には大きな影響を与えないということで、この表現をしています。 

 

(吉田瑞彦委員) 

 ５段階評価、例えば A、B、Cというものではなく、最初の評価が、単なる適合になると、

「影響を与えない」とそういうことですか。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

   そうですね。 

 

（吉田瑞彦委員） 

   ひとまず、了解しました。 

 

（吉田基委員） 

   町長からの意見と地元の住民からの意見で、もっと地元の人と交流してほしいという旨の

意見が出ておりますが、現時点でこういった取組はされているのでしょうか。 

 

（雫石町 小林課長補佐） 

   先程説明の中でお話した、住民の夏祭りの企画や、よしゃれ祭りといった町の行事などに

協賛をお願いしながら、御協力いただける事業者もあるようですが、そうでないところもあ

るといった状況で、全店舗において、ぜひ御協力願えれば、ということで意見といたしまし

た。 

 

（議長 西牧委員） 

   まったく御協力いただいていないという訳ではないが、今後より一層という趣旨も含めて、



このような要請がたくさん出ているということでよろしいでしょうか。 

 

（雫石町 小林課長補佐） 

はい。 

 

（吉田基委員） 

   スーパーマーケットがありますが、そこでは地元の商品を積極的に扱っている、という状

況でしょうか。 

 

（雫石町 小林課長補佐） 

スーパーマーケットについては、地元の JAの女性グループが産直コーナーに参加してい

まして、季節の野菜や餅菓子などを販売していましたので、今後も引き続きお願いしたいと

いう状況でございます。 

 

（三宅委員） 

 指針に関係するかもしれませんが、今回の計画はあくまでも新しい店舗を建てるという、

床面積の純増になっていますよね。既存の店舗を利用というところまで視野に入っていない

のですが、これが雫石ショッピングモールという一体で考えるのであれば、床面積が増える

ものですので、今の店舗で空の状態になっている部分、これを次にどうするのかということ

も含めて、本来考えるべき案件ではないかと思います。 

ただ、今回は、条例と指針に照らすのならば、こういう状況での審議ということであれば、

それはそれで当然そのとおりなのだと思いますが。純粋に考えるならば、撤去ではないと思

います。増やすのであれば、そこも含めて考えていかなければいけないかと思います。 

  

（高橋経営支援課総括課長） 

   この案件は、全くの新設でなく増設ですが、この規模の店が新設で出るとしたら、どう考

えるかということでしょうか。 

 

（三宅委員） 

   いえ、そうではなく、新しく造るところに既存の店舗が移りますが、その空いたところの

店がない状態での審議ですので、そこはどうするのか、というところも含めてではないので

しょうか。   

 

   （高橋経営支援課総括課長） 

 そこは、業者の方でテナント募集をかけていて交渉中であり、計画で集客施設として見て

いますが、具体的にどういう店というのは、固まっていないです。 

   ただ、できるだけ中身が分かる形が良いというのは、そのとおりと思います。 



（三宅委員） 

集客施設に該当するもの以外は入居できないはずということですよね。 

集客施設以外もあり得るということですか。 

 

（議長 西牧委員） 

   大きい床面積の店舗をもう一つ作って、空いた部分を募集している状況だと思いますが、

空き店舗に入る店舗を交渉する際、一定の種類というか、集客施設にあたるものしか入れな

いのでは、とそういう趣旨ですよね。 

 

（三宅委員） 

   本来はそうしていくべきだと思います。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

   立地誘導条例の対象になる業種があるのですが、逆にその対象にならないような場合、お

客さんが来ない施設となれば、そもそもこの条例での検討の対象とはならないです。 

   これは集客施設に対する条例ですので。 

   そのため、事務所等が入ってはいけないという訳ではないです。 

 

（三宅委員） 

   ということは将来的に新しいものを造って、空いたところに別のものを入れることは可能

なわけですね。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

   業種によります。 

   集客施設に該当するかそうでないかです。 

 

（三宅委員） 

 集客施設に該当するのであれば、審議会に係るが、そうでなければ係らないため、そのま

ま入れるということですよね。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

   この条例に関する手続としては、集客施設でなければそうなります。 

 

（三宅委員） 

   それが、都市計画としては気になる部分ですので。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 



   そこは、この立地誘導条例では対象でない部分と言いますか、今回増える部分が、例えば

全て事務所となれば、集客施設の増加ではないので審議の対象にはなりません。 

   都市計画そのものに関しての審議ではありませんので。 

 

（議長 西牧委員） 

   今募集しているとのことでしたが、どういう業種とか、どういう店舗に入ってほしい、と

して募集しているか分かるのでしょうか。 

 

（小澤主事） 

   確定ではなく、予定としては、集客施設、条例に係るような集客施設を予定しているとい

うことで伺っています。 

   ただ、やはり先程申し上げたように、交渉中の部分ですので、まだ確定ではないというこ

とです。 

 

（三宅委員） 

   結局、今のこの段階では、空いているところの話は出来ない、ということですね。 

   本来的には、雫石町の考え方が重要になるかもしれませんが。町の計画になど、そういう

根幹的なところをこれから調整していかなければならない気がします。 

   この案件そのものについては、特にないです。 

 

（議長 西牧委員） 

   松山先生、何か意見はありませんでしょうか。 

 

（松山委員） 

   特にありません。 

 

 （議長 西牧委員） 

   はい。 

他には何か意見ありませんでしょうか。 

 

（吉田瑞彦委員） 

   あえて言えばですが、全体は、位置図を見ると、それぞれ独立した敷地と駐車場をもって

いるように見えるので、全体を審議しなければいけないのか、と思うところもあります。 

   ただそうすると、今、三宅委員がおっしゃったように、一つずつ造っていって、全体的に

大きくなり、こういう審査を潜脱するものが出てくるのもよろしくないとは思います。 

   また、始めは対象とならないものを造り、後で新設のものを造って、そこだけ審査になる

というのも条例の潜脱が入ってくるのかな、という気がしなくもないです。 



   三宅先生の疑問は、そこにも通じるようなものだとも思います。 

 

（三宅委員） 

 雫石ショッピングモールという一つのくくりになっているから、余計そうなるのですけど

ね。 

   個別であればまた違うと思います。 

 

（議長 西牧委員） 

   審査としては全体を審査している訳ですよね。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

   そうですね。 

 

（議長 西牧委員） 

 新しい建物ができたことで、全体が審査対象になるということですね。 

 ただ新たな部分が集客施設でなければ、審査対象とはならない、そういうことですよね。 

   なかなか本審議会で述べられるところの意見を超えた、御指摘が多々あって難しいところ

ですが、他に、いかがでしょうか。 

  

（吉田基委員） 

   これもこの審議会の範囲をかなり超えている意見ですが、雫石町はとても高齢者の移住が

多いといいますか、CCRC とか、積極的によくされていて、これから年齢が上がっていく

まちづくりを考えた時に、やはり沿道沿いも大事ですが、町の中心街、歩いて暮らせる町と

いうところが非常に大事かと思います。 

   この辺、バランスとりながらのまちづくりをぜひ御検討いただければと思います。 

  

（雫石町 加藤課長） 

   まさに今おっしゃっていただいたようなお話で、町全体が、総合計画等いろいろな上位計

画の中で、歩いて暮らせるまちづくりを標榜していろいろな施策を行っています。  

特に中心市街地をメイン地区として、高齢の方とか、障がいのある方を含む、全町民が歩

いて日常生活を完結できるまちづくりをする、ということで取り組んでいて、そういった点

からも、この場所にショッピングモールがある、というのは非常に大きなメリットがあると

感じています。 

   あとは、移住の取組として今回の計画地の北東側に 500メートルほど、徒歩で 10分程の

ところにある旧公営促進住宅を町が買い取って、定住促進住宅として活用している住宅があ

りまして、そちらでお試し居住というものを行っております。 

町外からお越しの方でしたら、雫石の文化や風土を、短期間体験していただいて、その文



化、気候風土をお試しいただくことで、その後の移住につなげようという取組を行っていま

す。 

   そちらを御利用されている方々からも、歩いて行ける距離にあるということで、このショ

ッピングモールについて大変御好評をいただいています。 

 ですので、そういった点からも、今回の計画については、かなり良いものと捉えておりま

す。 

  

（議長 西牧委員） 

  よろしいでしょうか。 

  御意見ありがとうございました。 

  では、事務局から提案されている県意見（案）については、異論はなかったということにい

たします。 

それでは、ここまでの議論に依りまして、当審議会としては「県意見を有しない」とする県

の案と同様の意見としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

  

（委員全員） 

  異議なし 

  

（議長 西牧委員） 

 ありがとうございます。 

 それでは、当審議会としては県の案に対して意見なしといたします。 

 

 

（３）（仮称）矢幅駅西口ショッピングセンター新設届出に係る県意見（案）について 

 ア 届出内容及び県意見（案）の説明 

    小澤主事から、届出内容及び県意見（案）について説明を行った。 

 

  イ 矢巾町のまちづくりに関する説明 

    矢巾町佐藤商工係長から、矢巾町のまちづくりの考え方に関し説明が行われた。 

   

ウ 質疑応答  

  （吉田基委員） 

   私も地元の方から、こういう話があったら良いなと伺っておりまして、非常にタイムリー

な良いことだと思いますが、少し心配するのが、西口の駅に駐車場ができて結構利用されて

いる、こういったところに無料の駐車場ができてしまうと、こちらに駐車するようになって

しまうのではないか、という心配があります。 

  



  （矢巾町 佐藤商工係長） 

 実は同様に駅の東地区には、ショッピングモールが形成されている地区があり、そちらの

無料駐車場の中にも、一部ショッピングモールを利用しない方の駐車が行われているという

ことも聞いています。 

 ただそちらも、かなり多い台数という訳でもなく、特段普段の利用には支障が無い程度の

ため、特に規制は行っていないということで、駅西地区についても、駅利用者の駐車につい

ては御遠慮願いたいという広報は行いますが、特段規制等は設けない、ということで届出者

からも申し出があった通りですし、あまり大きな問題にはならないのではないか、と今のと

ころは考えています。 

 

（松山委員） 

   資料２のⅢの環境対策について、生活環境への配慮で敷地内歩行者通路の確保というとこ

ろと、資料４の住民説明から出された意見の中で、地域福祉・障がい者福祉等を踏まえたユ

ニバーサルデザインへの協力というところがあるのですが、資料３の配置図だけで確認した

ところでは、駐車場の敷地内の歩行者通路がどのように確保されているかが分からないので、

それ自体は作られると思うのですが、どのように確認すればいいでしょうか。 

   それから、下側の業務用出入口が２か所ありますが、幅員が２ｍで、その隣が住宅地との

説明でしたが、大きなトラックなどが往来すると思うのですが、安全性とか、そういったと

ころは大丈夫でしょうか。 

 

（議長 西牧委員） 

２つとも一緒の回答でよろしいでしょうか。 

 では、事務局の方からお願いします。 

 

（小澤主事） 

   まず、店舗の敷地内におけるユニバーサルデザインについてですが、届出者の方では、ス

ロープ等の設置等を検討しているとの話を伺っていまして、この後の大規模小売店舗立地法

の手続の際には、具体的な配置等を決めて説明したいという話を伺っています。 

   また、店舗敷地内の歩行者の安全確保についてですが、平常時においては、各店舗の館内

アナウンス等で来客自動車に出入口付近の歩行者・自転車への注意を呼びかける予定と伺っ

ています。併せて、混雑が見込まれる日には、必要に応じて交通整理員を配置して歩行者の

通行の安全確保に配慮するという話を伺っています。 

それから敷地裏の道路についてですが、こちらについては、業務用出入口の安全確保のた

め、出入口付近に、認識しやすい業務用出入口看板等を設置して、歩行者や自転車利用者に

注意喚起を行うと伺っています。 

   また、もし、例えば騒音等の問題が発生しそうな場合には、先程申し上げた大店立地法の

手続で厳密に判断されるものと考えています。 



（議長 西牧委員） 

  よろしいでしょうか。 

 

（松山委員） 

 はい。  

   雫石町の資料みたいに、横断歩道や、どこをどう歩けばいいかということが明確に示され

ると良いと思います。 

  

（議長 西牧委員） 

   こちらは、一から作る施設なので、間に合っていないところもあるとは思いますが、ゆく

ゆくはそうなる、ということでよろしいですね。 

 

 （矢巾町 佐藤商工係長） 

 一つ、補足します。 

   前回の住民説明会の際に、「６ｍ幅の道路に大型のトラックが入ることへの心配」という

ことで住民の方から質問があり、届出者から説明がありました。 

   そちらについては、一般のお客様が出入りしないように表示をするほか、出入りするトラ

ック・業者については、通行する時間帯の設定を設け、一度に集中しないようにする、とい

った配慮を行うとの説明がありましたので、補足とします。 

 

（議長 西牧委員） 

   よろしいでしょうか。 

   他に何かありませんか。 

  

（三宅委員） 

 この立地自体には反対しませんが、今、都市計画等を確認したところ、地区計画の内容と

は少し合わないような気がします。 

 赤のところは商業となっていて、紫のところは準工業となっているので、そこはどうされ

るのでしょうか。地区計画を変更されるか、あるいはどう解釈されるのかというところを、

内部で調整するか手続をとった方が良いのかな、という気がします。 

   どのように判断されているかは分かりませんが、地区計画決定したところ、紫のところは、

商業ではなかった訳ですよね。Ｃ地区になっていて、Ｃ地区は住居等で工業ということにな

っていたので、その整合性はうまく取れるように変更等をとっていただければと思います。 

   そうでなければ、地区計画の意味が無くなってしまいます。 

  

（矢巾町 佐藤商工係長） 

   はい、承知しました。 



   今、おっしゃったように図面では赤で表示されている部分が商業地域、その周辺が準工業

地域となっています。 

今回の出店は準工業地域の中に出店計画が持ち上がったということで、実際にそちらの計

画との整合性を図るようにとのことでしたので、今後地区計画の方の修正が必要かを確認し、

必要な場合は対応するようにします。 

 

（三宅委員） 

 あくまで土地利用の方針ではありますが、この方針による限り、既存のＣ地区は既存の工

業施設住宅が共存する地区とし、Ｂ地区の方に商業施設等の方の立地を誘導するとなってい

ますので、こういうのを一体化するか何かした方が良いのかな、という気はします。 

 

  （矢巾町 佐藤商工係長） 

はい。ありがとうございます。 

   ではそちらは、整合性が図られるように対応したいと思います。 

  

  （高橋経営支援課総括課長） 

 一応、補足させていただくと、準工業地域は店舗の設置としては認められているエリアで

す。 

 

  （三宅委員） 

   用途としては認められているというのは、その通りですが、地区計画としてこのようにす

る、という方針を書いている訳ですよね。 

   それが一切関係なければ、地区計画を掛けなくていい、やる必要ないですよ。 

  

（議長 西牧委員） 

   多くの自治体で、こういうことになっているかと思いますので、基本的には市町村でお決

めになるところだと思いますので、県の方でどれくらいできるかという問題はありますが。 

  

（高橋経営支援課総括課長） 

 そうですね。 

 

（議長 西牧委員） 

   できれば名目とも合った使い方になっていた方が、整合性のある計画になると思います。  

  

（山田委員） 

   議案に直接のことではないのですが、「何々ショッピングセンター」、「何々ショッピング

モール」という名前の付け方は、これは、事業者側が自分で付けているのでしょうか。 



  （高橋経営支援課総括課長） 

   はい。 

事業者側の付け方です。 

 

（山田委員） 

  なるほど。 

  地域を代表する言い方といいますか、事前に自治体と協議等があるのかなという気がした

のですが、そういう訳でもないのでしょうか。というのは、先程の大きなまちづくりという

ところと、少し関わる部分かなという気もしましたので。 

   また、「仮称」ということになっていましたので、どの段階で決定されているのか、もし

御存知であれば教えていただきたいです。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

 一般論になってしまいますが、施設の名称は事業者の方の命名となります。 

   ただ、案件によって地元と相談することはあり得ると思います。 

ただ、そのようにしなければならない、という訳ではありませんので、事業者側が地元と

相談するか、あるいは、地元からそういう要望が出る場合もあるかもしれませんが、そこは、

ルールとしては特段決まったものはありません。任意の対応です。 

 

（山田委員） 

 そうしますと、ケースバイケースということですね。 

 

（高橋経営支援課総括課長） 

   そうですね。 

 

（山田委員） 

 ありがとうございます。 

   ちなみに、この駅西のエリアは、ほとんど店舗が無いということで、よろしいでしょうか。 

 

 （矢巾町 佐藤商工係長） 

今、西口にはコンビニエンスストアが一軒、少し南に離れた場所にありますが、その他の

店舗等は無い状態でございます。 

   

（山田委員） 

   ということは、既存商店との競合は考えにくい、という理解でよろしいでしょうか。 

 

  （矢巾町 佐藤商工係長） 



 そうですね。線路西側に限っては、これまでそういった店舗もありませんでしたので、そ

う思っています。 

  

（山田委員） 

 ありがとうございます。 

  

（議長 西牧委員） 

 名称に関しては、特に規制がかかっているとか、矢巾町の方で「矢巾」という名前を保護

していくということでも無い限り、自由につけられることを我々が否定する訳にはいかない

かと思います。 

   ただ、それぞれの自治体が特にこだわって保護していくという方針であれば、また別なの

だと思います。 

 

（吉田瑞彦委員） 

   資料４の説明会で出された意見で、（４）イですね。 

   これは、どのような話が出て、それに対してはどうお答えになったかは、分かりますか。

書いてある内容では抽象的でしたので。 

  

（小澤主事） 

   説明会の際に、届出者からあった説明では、高齢者の方や障がい者のお客様に配慮して、

トイレを広くして手摺を設ける、とのことです。 

   加えて、先月にオープンした店舗でもそのようなことを意識して設計している、というこ

とを説明会で話しています。 

   また、敷地や店の形等に制限はありますが、皆様の御期待に沿えるようにさせていただく、

といった旨の回答を説明会で話しています。 

   説明会等について、矢巾町から何か補足等はありますか。 

  

（矢巾町 佐藤商工係長） 

   要望事項があればそちらに対して個々に対応していくとのことです。 

また、大きな部分でも対応いただけるというお話でした。 

今のところ、個別具体的にはスロープを設けるとか、誘導について表示するなどのお話は 

ありましたが、それ以上については特に要望等も出ていませんでしたので、何かあった際は

対応する、という御回答をいただいている状況です。 

   

（議長 西牧委員） 

   他に、よろしいでしょうか。  

   こちらの施設、一から造っていく施設だと思いますので、今いろいろと意見出ましたけれ



ども、なんらかの形で取り入れていただければと思います。 

   県意見（案）に対する結論といたしましては、特に意見は出なかったことといたします。 

   これまでの議論に依りまして、当審議会としましては、「県意見を有しない」とする県の

案と同様の意見とするということでよろしいでしょうか。 

 

（委員全員） 

   異議なし 

  

  （議長 西牧委員） 

   ありがとうございます。 

   それでは、当審議会としては、「県意見なし」とする県の意見案に対しては「意見なし」

といたします。 

    

４ その他 

  （議長 西牧委員） 

   それでは次に次第の「その他」として、委員の皆様から、県意見とは離れて何か御意見等

ありましたらお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  

（吉田瑞彦委員）  

   指針において、最適地要素というのは指針に掲げられている市に限定されているが、実際

に審議にあがってくるのは、雫石町や矢巾町というその周辺の町です。 

   そのため、毎回ストレートに適合ではなく、概ね適合という評価になります。 

実際見ていると、必要なところに必要な施設が出来ているように見えるので、指針の最適

地要素からいつも外れているのは実態と合わない気もします。 

    

（高橋経営支援課総括課長） 

   研究させていただきたいと思っています。 

   ただ、今の取扱いでは、（１）と（２）の①及び②全部満たす場合は審議会と届出なしで

良いという取扱い・基準になっています。 

   ですので、本当は一番の最適地ということで、これを表示しています。 

   そうでない場合は個別判断、という取扱いの違いはありますが、今のところはそういうつ

くりの指針になっています。 

 

  （議長 西牧委員） 

   形式に合っていないことを審査して、ほとんどの場合は大丈夫であるが、その中でも一部

改善点等が紛れ込んでいるというものをチェックするというのも、審議会の重要な役目だと

思います。 



  （高橋経営支援課総括課長） 

   そうですね。 

 

  （議長 西牧委員） 

   そこも一つだと思います。 

   ただ、当初の都市計画とのずれが生じている部分が、整合性が取れていれば、始めから問

題ないという判定ができるものは増えていくのかと思います。 

 

  （高橋経営支援課総括課長） 

   都市計画も何年間かで見直すというものなので、どうしても時期的なずれが生じたりとい

う場合はあり得ると思いますので、そこはやはり個別ケースで判断していくものかと思いま

す。 

  

  （松山委員） 

   県意見の評価の方法についてですが、段階評価する等、どういう場合にどういう評価にな

るのかということが疑問です。 

 

（議長 西牧委員） 

   「県意見なし」という意見については一緒ということに問題は無いのですが、明確な基準 

があった方が望ましいかと思います。 

  

（高橋経営支援課総括課長） 

   これまでやってきたものもありますので、指針等含めて検討していきたいと思います。 

 

  （議長 西牧委員） 

   他はよろしいでしょうか。 

   事務局の方からは何かありますか。 

    

  （菊地金融・商業まちづくり担当課長） 

   特にありません。 

 

５ 閉会 

 

 

 


