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第第第第第第第第１１１１１１１１回回回回回回回回        宮宮宮宮宮宮宮宮城城城城城城城城県県県県県県県県特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導審審審審審審審審議議議議議議議議会会会会会会会会        会会会会会会会会議議議議議議議議録録録録録録録録要要要要要要要要旨旨旨旨旨旨旨旨        
    

１１１１    開会開会開会開会（（（（宮城県経済商工観光部商工経営支援課宮城県経済商工観光部商工経営支援課宮城県経済商工観光部商工経営支援課宮城県経済商工観光部商工経営支援課    鈴木副参事鈴木副参事鈴木副参事鈴木副参事））））    

※※※※会長選任会長選任会長選任会長選任までまでまでまで鈴木副参事鈴木副参事鈴木副参事鈴木副参事がががが議事議事議事議事をををを進行進行進行進行。。。。    
    

２２２２    あいさつあいさつあいさつあいさつ（（（（吉田経済商工観光部次長吉田経済商工観光部次長吉田経済商工観光部次長吉田経済商工観光部次長））））    

・・・・    本日本日本日本日はおはおはおはお忙忙忙忙しいところしいところしいところしいところ，，，，第第第第１１１１回目回目回目回目のののの審議会審議会審議会審議会にににに御出席御出席御出席御出席いただきましていただきましていただきましていただきまして誠誠誠誠にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。    

・・・・    またまたまたまた，，，，当審議会当審議会当審議会当審議会のののの委員委員委員委員をををを快快快快くくくく引引引引きききき受受受受けていただきましたことけていただきましたことけていただきましたことけていただきましたことにににに，，，，あらためてあらためてあらためてあらためて感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

・・・・    当審議会当審議会当審議会当審議会のミッションはのミッションはのミッションはのミッションは，，，，市町村市町村市町村市町村のののの区域区域区域区域をををを越越越越えたえたえたえた広域的広域的広域的広域的なななな見地見地見地見地によるによるによるによる，，，，特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設

のののの立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域へのへのへのへの立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導などになどになどになどに関関関関しましてしましてしましてしまして，，，，調査審議調査審議調査審議調査審議いただくことですいただくことですいただくことですいただくことです。。。。    

・・・・    皆様方皆様方皆様方皆様方にはにはにはには，，，，コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりあるまちづくりあるまちづくりあるまちづくりをををを推進推進推進推進するためするためするためするため，，，，必要必要必要必要なななな場合場合場合場合にはにはにはには知事知事知事知事にににに意見意見意見意見をををを

述述述述べるというべるというべるというべるという役割役割役割役割をおをおをおをお願願願願いしておりますいしておりますいしておりますいしております。。。。    

・・・・    現在現在現在現在のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの一番大一番大一番大一番大きなきなきなきな課題課題課題課題はははは，，，，中心部中心部中心部中心部のののの商店街商店街商店街商店街，，，，中心拠点中心拠点中心拠点中心拠点のののの求心力求心力求心力求心力のののの低下低下低下低下だとだとだとだと考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。    

・・・・    まちのまちのまちのまちの拡散拡散拡散拡散やまちなかのやまちなかのやまちなかのやまちなかの拠点性拠点性拠点性拠点性のののの喪失喪失喪失喪失などなどなどなど，，，，現象面現象面現象面現象面でのでのでのでの話話話話はははは色色色色々々々々ありますがありますがありますがありますが，，，，どれがどれがどれがどれが原因原因原因原因でででで

どどどどのようなのようなのようなのような因果関係因果関係因果関係因果関係があるのかなどがあるのかなどがあるのかなどがあるのかなど，，，，なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難しいしいしいしい議論議論議論議論になるかとになるかとになるかとになるかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    そのようなそのようなそのようなそのような中中中中でででで，，，，私私私私どもとしてはどもとしてはどもとしてはどもとしては今回今回今回今回，，，，コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりを推進推進推進推進したいというしたいというしたいというしたいという１１１１つのつのつのつの

方向性方向性方向性方向性をををを出出出出したわけですがしたわけですがしたわけですがしたわけですが，，，，「「「「コンパクトコンパクトコンパクトコンパクト」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉もももも，「，「，「，「活力活力活力活力あるあるあるある」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉もいささかもいささかもいささかもいささか曖昧曖昧曖昧曖昧でででで，，，，

情緒的情緒的情緒的情緒的なななな言葉言葉言葉言葉ですのでですのでですのでですので，，，，おおおお互互互互いにいにいにいに議論議論議論議論，，，，意見交換意見交換意見交換意見交換をををを深深深深めながらめながらめながらめながら，，，，宮城宮城宮城宮城のののの今今今今のこののこののこののこの時代時代時代時代，，，，それぞそれぞそれぞそれぞ

れのれのれのれの地域地域地域地域においてにおいてにおいてにおいて何何何何がががが妥当妥当妥当妥当かということもかということもかということもかということも，，，，議論議論議論議論のののの積積積積みみみみ重重重重ねによってねによってねによってねによって答答答答えがえがえがえが出出出出てくるものなのかてくるものなのかてくるものなのかてくるものなのか

もしれませんもしれませんもしれませんもしれません。。。。    

・・・・    国国国国ではではではでは，，，，いわゆるまちづくりいわゆるまちづくりいわゆるまちづくりいわゆるまちづくり三法三法三法三法のののの制定制定制定制定とととと改正改正改正改正によりましてによりましてによりましてによりまして，，，，拡散型拡散型拡散型拡散型のののの都市構都市構都市構都市構造造造造からからからから集約型集約型集約型集約型のののの

都市構造都市構造都市構造都市構造へのへのへのへの転換転換転換転換というというというという方向性方向性方向性方向性をををを示示示示しているところでございますしているところでございますしているところでございますしているところでございます。。。。    

・・・・    県県県県といたしましてもこういったといたしましてもこういったといたしましてもこういったといたしましてもこういった考考考考ええええ方方方方をををを受受受受けましてけましてけましてけまして，，，，県議会県議会県議会県議会のののの中中中中でででで特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会からからからから提案提案提案提案されされされされ，，，，ここここ

のののの条例条例条例条例がががが制定制定制定制定されたわけでございますされたわけでございますされたわけでございますされたわけでございます。。。。    

・・・・    本日本日本日本日はははは，，，，コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりを推進推進推進推進するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり，，，，特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの立地立地立地立地のののの

誘導等誘導等誘導等誘導等にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針，，，，そのそのそのその素案素案素案素案についてについてについてについて御御御御審議審議審議審議いただきいただきいただきいただき，，，，御意見御意見御意見御意見をいただくこととをいただくこととをいただくこととをいただくこととしししし

ておりますておりますておりますております。。。。    

・・・・    皆様方皆様方皆様方皆様方にはさまざまなにはさまざまなにはさまざまなにはさまざまな視点視点視点視点からからからから，，，，ぜひぜひぜひぜひ忌憚忌憚忌憚忌憚のないのないのないのない御意見御意見御意見御意見をいただきましてをいただきましてをいただきましてをいただきまして，，，，本県本県本県本県のコンパクトのコンパクトのコンパクトのコンパクト

でででで活力活力活力活力あるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりの推進推進推進推進にににに御御御御助力助力助力助力いただければありがたいといただければありがたいといただければありがたいといただければありがたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

・・・・    本日本日本日本日はどうぞよろしくおはどうぞよろしくおはどうぞよろしくおはどうぞよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    

３３３３    辞令交付辞令交付辞令交付辞令交付    

※※※※吉田次長吉田次長吉田次長吉田次長よりよりよりより各委員各委員各委員各委員にににに辞令辞令辞令辞令をををを交付交付交付交付。。。。    

※※※※鈴木副参事鈴木副参事鈴木副参事鈴木副参事よりよりよりより各委員各委員各委員各委員のののの紹介紹介紹介紹介。。。。    
    

４４４４    会長選任会長選任会長選任会長選任    

※※※※委員委員委員委員のののの互選互選互選互選にににによりよりよりより山田委員山田委員山田委員山田委員をををを会長会長会長会長にににに選任選任選任選任。。。。    

    

日日日日 時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（金金金金））））    午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時からからからから午後午後午後午後００００時時時時５５５５分分分分までまでまでまで    

場場場場 所所所所    ：：：：    宮城県庁行政庁舎宮城県庁行政庁舎宮城県庁行政庁舎宮城県庁行政庁舎４４４４階階階階    特別会議室特別会議室特別会議室特別会議室    

出 席出 席出 席出 席 者者者者    ：：：：    資料参加者名簿資料参加者名簿資料参加者名簿資料参加者名簿のとおりのとおりのとおりのとおり    

    



2222    

    

（（（（山山山山田田田田会長会長会長会長））））    

・・・・    会長会長会長会長にににに御御御御指名指名指名指名をいただいたということでをいただいたということでをいただいたということでをいただいたということで，，，，一言一言一言一言御御御御挨拶申挨拶申挨拶申挨拶申しししし上上上上げたいとげたいとげたいとげたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    先先先先ほどほどほどほど，，，，吉田次長吉田次長吉田次長吉田次長さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話にもありましたがにもありましたがにもありましたがにもありましたが，，，，このこのこのこの審議会審議会審議会審議会のののの役割役割役割役割というものはというものはというものはというものは，，，，非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきい

ものがありますものがありますものがありますものがあります。。。。    

・・・・    宮城県宮城県宮城県宮城県のののの地域地域地域地域づくりをづくりをづくりをづくりを快適快適快適快適にににに，，，，かつかつかつかつ，，，，持続性持続性持続性持続性のあるまちづくりをのあるまちづくりをのあるまちづくりをのあるまちづくりを行行行行っていくためにっていくためにっていくためにっていくために重要重要重要重要なななな審議審議審議審議

会会会会でありでありでありであり，，，，よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    こういったこういったこういったこういった課題課題課題課題はははは商工関係部署商工関係部署商工関係部署商工関係部署だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく，，，，全庁全庁全庁全庁・・・・各機関各機関各機関各機関をををを挙挙挙挙げてげてげてげて取取取取りりりり組組組組まなくてはならなまなくてはならなまなくてはならなまなくてはならな

いいいい課題課題課題課題ですですですです。。。。そういったそういったそういったそういった意味意味意味意味でででで，，，，今回今回今回今回，，，，庁内庁内庁内庁内のののの各課各課各課各課のののの方方方方々々々々ににににもももも出席出席出席出席いただいておりますのでいただいておりますのでいただいておりますのでいただいておりますので，，，，

皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお知恵知恵知恵知恵をををを借借借借りながらこのりながらこのりながらこのりながらこの審議会審議会審議会審議会のミッションをのミッションをのミッションをのミッションを実現実現実現実現していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

・・・・    よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    

５５５５    会長職務代理者会長職務代理者会長職務代理者会長職務代理者のののの指名指名指名指名    

※※※※山田会長山田会長山田会長山田会長よりよりよりより千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員をををを会長職務代理者会長職務代理者会長職務代理者会長職務代理者としてとしてとしてとして指名指名指名指名。。。。    
    

６６６６    議事議事議事議事    

（（（（１１１１））））審議会審議会審議会審議会のののの所掌事項所掌事項所掌事項所掌事項・・・・運営運営運営運営についてについてについてについて    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    それではそれではそれではそれでは，，，，議事議事議事議事をををを進行進行進行進行させてさせてさせてさせていただきますいただきますいただきますいただきます。。。。    

・・・・    次第次第次第次第にあるにあるにあるにある３３３３つつつつのののの議事事項議事事項議事事項議事事項のうちのうちのうちのうち，，，，まずまずまずまず（（（（１１１１））））のののの審議会審議会審議会審議会のののの所掌事項所掌事項所掌事項所掌事項・・・・運営運営運営運営についてについてについてについて，，，，事務局事務局事務局事務局よりよりよりより

説明説明説明説明いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。    

・・・・    このこのこのこの審議会審議会審議会審議会のののの運営運営運営運営にににに関関関関してしてしてして必要必要必要必要なななな事項事項事項事項についてはについてはについてはについては条例第条例第条例第条例第２７２７２７２７条条条条にににに規定規定規定規定されておりされておりされておりされており，，，，会長会長会長会長がががが審審審審

議会議会議会議会にににに諮諮諮諮ってってってって定定定定めることとされておりますがめることとされておりますがめることとされておりますがめることとされておりますが，，，，予予予予めめめめ原案原案原案原案をををを事務局事務局事務局事務局でででで用意用意用意用意しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので，，，，御御御御説説説説

明明明明いただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

※※※※資料資料資料資料１１１１，，，，２２２２にににに基基基基づきづきづきづき大嶋大嶋大嶋大嶋商業振興商業振興商業振興商業振興班長班長班長班長よりよりよりより説明説明説明説明。。。。    

・・・・    資料資料資料資料１１１１のののの１１１１ページページページページ目目目目はははは，，，，宮城県特定大規模集客施設宮城県特定大規模集客施設宮城県特定大規模集客施設宮城県特定大規模集客施設のののの立地立地立地立地のののの誘導等誘導等誘導等誘導等によるコンパクトでによるコンパクトでによるコンパクトでによるコンパクトで活力活力活力活力

あるまあるまあるまあるまちづくりちづくりちづくりちづくりのののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする条例条例条例条例におけるにおけるにおけるにおける本審議会関係本審議会関係本審議会関係本審議会関係のののの規定規定規定規定をををを抜粋抜粋抜粋抜粋したものとなりますしたものとなりますしたものとなりますしたものとなります。。。。    

・・・・    第第第第２３２３２３２３条第条第条第条第１１１１項項項項においてにおいてにおいてにおいて設置設置設置設置のののの根拠根拠根拠根拠とととと所掌事項所掌事項所掌事項所掌事項をををを，，，，同第同第同第同第２２２２項項項項においてにおいてにおいてにおいて本審議会本審議会本審議会本審議会がががが条例全般条例全般条例全般条例全般にににに

ついてついてついてついて意見意見意見意見できるできるできるできる旨旨旨旨のののの規定規定規定規定ががががされていますされていますされていますされています。。。。    

・・・・    第第第第２４２４２４２４条条条条はははは組織等組織等組織等組織等についてについてについてについて定定定定めておりめておりめておりめており，，，，本審議会本審議会本審議会本審議会はははは７７７７名以内名以内名以内名以内のののの委員委員委員委員でででで構成構成構成構成されることとされてされることとされてされることとされてされることとされて

おりおりおりおりますますますます。。。。今回今回今回今回，，，，７７７７名名名名をををを選任選任選任選任しししし，，，，任期任期任期任期はははは本日本日本日本日からからからから２２２２年年年年となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

・・・・    第第第第２５２５２５２５条条条条はははは審議会会長審議会会長審議会会長審議会会長にににに関関関関するするするする規定規定規定規定でありでありでありであり，，，，会長会長会長会長はははは委員委員委員委員のののの互選互選互選互選によりによりによりにより定定定定めめめめ，，，，あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ会長会長会長会長がががが

職務代理者職務代理者職務代理者職務代理者をををを指名指名指名指名することとされていますすることとされていますすることとされていますすることとされています。。。。    

・・・・    第第第第２６２６２６２６条条条条はははは会議会議会議会議にににに関関関関すすすするるるる規定規定規定規定でありでありでありであり，，，，委員委員委員委員のののの半数以上半数以上半数以上半数以上のののの出席出席出席出席でででで会議会議会議会議がががが成立成立成立成立しししし，，，，出席委員出席委員出席委員出席委員のののの過過過過

半数半数半数半数でででで可決可決可決可決することとなりますすることとなりますすることとなりますすることとなります。。。。    

・・・・    ２２２２ページについてページについてページについてページについてはははは具体的具体的具体的具体的なななな所掌事項所掌事項所掌事項所掌事項でありでありでありであり，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ条例条例条例条例のののの条項順条項順条項順条項順にににに並並並並べたものですべたものですべたものですべたものです。。。。    

・・・・    １１１１からからからから５５５５のうちのうちのうちのうち，，，，今回今回今回今回のののの審議会審議会審議会審議会でででではははは，，，，１１１１のののの基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針のののの策定策定策定策定についてについてについてについて御御御御審議審議審議審議いただくことにいただくことにいただくことにいただくことに

なりますなりますなりますなります。。。。    

・・・・    資料資料資料資料２２２２のののの１１１１ページページページページ目目目目はははは，，，，審議会審議会審議会審議会のののの運営運営運営運営にににに関関関関しししし必要必要必要必要なななな事項事項事項事項としてとしてとしてとして，，，，事務局事務局事務局事務局においてにおいてにおいてにおいて運営要領運営要領運営要領運営要領のののの

原案原案原案原案をををを作成作成作成作成したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    
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・・・・    第第第第１１１１条条条条はははは趣旨趣旨趣旨趣旨をををを，，，，第第第第２２２２条条条条はははは会議会議会議会議のののの公開公開公開公開をををを定定定定めておりますめておりますめておりますめております。。。。県県県県のののの情報公開条例情報公開条例情報公開条例情報公開条例においてにおいてにおいてにおいて，，，，審議審議審議審議

会会会会につにつにつについてはいてはいてはいては原則公開原則公開原則公開原則公開とされておりとされておりとされておりとされており，，，，本審議会本審議会本審議会本審議会についてもについてもについてもについても原則公開原則公開原則公開原則公開としていますがとしていますがとしていますがとしていますが，，，，例外例外例外例外としてとしてとしてとして

委員委員委員委員３３３３分分分分のののの２２２２以上以上以上以上のののの決定決定決定決定によりによりによりにより非公開非公開非公開非公開とできるとできるとできるとできる旨旨旨旨のののの規定規定規定規定をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。    

・・・・    第第第第３３３３条条条条はははは関係者関係者関係者関係者のののの出席出席出席出席についてのについてのについてのについての規定規定規定規定でありでありでありであり，，，，市町村市町村市町村市町村やややや届出事業者届出事業者届出事業者届出事業者等等等等，，，，関係者関係者関係者関係者からからからから審議会審議会審議会審議会

においてにおいてにおいてにおいて意見意見意見意見をいただくことなどををいただくことなどををいただくことなどををいただくことなどを想定想定想定想定しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    第第第第４４４４条条条条はははは会議録会議録会議録会議録のののの規定規定規定規定でありでありでありであり，，，，ホームページホームページホームページホームページ等等等等によりによりによりにより公開公開公開公開することをすることをすることをすることを規定規定規定規定していますしていますしていますしています。。。。    

・・・・    資料資料資料資料２２２２のののの２２２２ページページページページ目目目目はははは，，，，傍聴要領傍聴要領傍聴要領傍聴要領のののの原案原案原案原案をををを作成作成作成作成したものでしたものでしたものでしたものですすすす。。。。傍聴傍聴傍聴傍聴するするするする際際際際のののの手続手続手続手続きやきやきやきや，，，，傍聴傍聴傍聴傍聴

にににに当当当当たってたってたってたって傍聴者傍聴者傍聴者傍聴者にににに守守守守っていただくっていただくっていただくっていただく事項等事項等事項等事項等をををを定定定定めておりますめておりますめておりますめております。。。。    

・・・・    資料資料資料資料２２２２のののの３３３３ページページページページ目以降目以降目以降目以降はははは，，，，県情報公開条例県情報公開条例県情報公開条例県情報公開条例のののの関係規定部分関係規定部分関係規定部分関係規定部分をををを抜粋抜粋抜粋抜粋したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    資料資料資料資料１１１１についてはについてはについてはについては条例条例条例条例のののの抜粋抜粋抜粋抜粋とととと本審議会本審議会本審議会本審議会のののの所掌事項所掌事項所掌事項所掌事項，，，，それからそれからそれからそれから資料資料資料資料２２２２についてはについてはについてはについては運営要領運営要領運営要領運営要領

などですがなどですがなどですがなどですが，，，，これについてこれについてこれについてこれについて御御御御質問質問質問質問，，，，御御御御意見意見意見意見ありましたらおありましたらおありましたらおありましたらお出出出出しいただければとしいただければとしいただければとしいただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。それではそれではそれではそれでは特特特特にににに御御御御意見意見意見意見はないようですのではないようですのではないようですのではないようですので，，，，このこのこのこの資料資料資料資料２２２２のののの審議会審議会審議会審議会運営運営運営運営要領要領要領要領とととと，，，，

傍聴要領傍聴要領傍聴要領傍聴要領にににに関関関関しましてしましてしましてしまして，，，，原案原案原案原案のとおりのとおりのとおりのとおり決定決定決定決定したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，よろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますかよろしゅうございますか。。。。    

・・・・（（（（異議異議異議異議なしのなしのなしのなしの声声声声））））    

・・・・    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。それではそれではそれではそれでは，，，，原案原案原案原案どおりにどおりにどおりにどおりに定定定定めるということにさせていただきまめるということにさせていただきまめるということにさせていただきまめるということにさせていただきますすすす。。。。    
    

（（（（２２２２））））条例条例条例条例のののの概要概要概要概要についてについてについてについて    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    次次次次にににに議事議事議事議事（（（（２２２２））））のののの条例条例条例条例のののの概要概要概要概要についてについてについてについて，，，，事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明いただきますいただきますいただきますいただきます。。。。よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

※※※※資料資料資料資料３３３３にににに基基基基づきづきづきづき半沢商業振興専門監半沢商業振興専門監半沢商業振興専門監半沢商業振興専門監よりよりよりより説明説明説明説明。。。。    

・・・・    資料資料資料資料３３３３のののの１１１１ページのページのページのページの１１１１にににに記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり，，，，このこのこのこの条例条例条例条例はコンパクトではコンパクトではコンパクトではコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりを推進推進推進推進しししし，，，，そそそそ

のことによってのことによってのことによってのことによって活力活力活力活力あるあるあるある地域経済地域経済地域経済地域経済のののの発展発展発展発展，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは持続的持続的持続的持続的なななな発展発展発展発展がががが可能可能可能可能なななな地域社会地域社会地域社会地域社会のののの構築構築構築構築にににに

寄与寄与寄与寄与することをすることをすることをすることを目的目的目的目的としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

・・・・    併併併併せてそうしたせてそうしたせてそうしたせてそうした目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するするするする施策施策施策施策としてとしてとしてとして特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導とととと地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動

のののの促進促進促進促進がががが規定規定規定規定されてされてされてされておりおりおりおり，，，，これらこれらこれらこれら２２２２つのつのつのつの施策施策施策施策でもってでもってでもってでもって目的目的目的目的をををを達成達成達成達成するというするというするというするという条例条例条例条例となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

・・・・    特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導にににに関関関関してしてしてして記載記載記載記載しているのがしているのがしているのがしているのが，，，，資料資料資料資料のののの２２２２のののの大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設のののの

適正立地適正立地適正立地適正立地のののの部分部分部分部分となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

・・・・    （（（（１１１１））））はははは対象対象対象対象となるとなるとなるとなる特定大規模特定大規模特定大規模特定大規模集客施設集客施設集客施設集客施設のののの定義定義定義定義をををを，（，（，（，（２２２２））））はははは立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導するするするする立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域をををを記載記載記載記載

していますしていますしていますしています。（。（。（。（２２２２））））についてはについてはについてはについては３３３３種類記載種類記載種類記載種類記載しておりしておりしておりしており，，，，それそれそれそれ以外以外以外以外にもにもにもにも対象対象対象対象ははははありますがありますがありますがありますが，，，，詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは後後後後ほほほほ

どどどど議事議事議事議事のののの（（（（３３３３））））においてにおいてにおいてにおいて御御御御説明説明説明説明しますしますしますします。。。。    

・・・・    （（（（３３３３））））のののの部部部部分分分分はははは立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導についてのについてのについてのについての基本的基本的基本的基本的なななな仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを記載記載記載記載したものでありしたものでありしたものでありしたものであり，，，，本条例本条例本条例本条例はははは，，，，立地誘立地誘立地誘立地誘

導地域以外導地域以外導地域以外導地域以外へへへへ新設等新設等新設等新設等のののの場合場合場合場合にににに予予予予めめめめ知事知事知事知事にににに届出届出届出届出をいただくをいただくをいただくをいただく制度制度制度制度となっていますとなっていますとなっていますとなっています。。。。    

・・・・    知事知事知事知事はははは届出届出届出届出をををを受受受受けけけけてててて，，，，関係市町村及関係市町村及関係市町村及関係市町村及びびびび住民等住民等住民等住民等のののの意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ，，，，さらにさらにさらにさらに審議会審議会審議会審議会にににに諮諮諮諮ったったったった上上上上でででで，，，，

広域的広域的広域的広域的なななな見地見地見地見地からからからから意見意見意見意見をををを述述述述べるべるべるべる，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは述述述述べないことをべないことをべないことをべないことを決定決定決定決定することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。    

・・・・    知事知事知事知事がががが意見意見意見意見をををを述述述述べたべたべたべた際際際際，，，，意見意見意見意見についてのについてのについてのについての設置者設置者設置者設置者のののの対応対応対応対応がががが不不不不適当適当適当適当であったであったであったであった場合場合場合場合ににににはははは，，，，更更更更にににに勧勧勧勧

告告告告をすることができるをすることができるをすることができるをすることができることことことことになっておりになっておりになっておりになっており，，，，さらにさらにさらにさらに勧告勧告勧告勧告にににに正正正正当当当当なななな理由理由理由理由がなくがなくがなくがなく従従従従わないわないわないわない場合場合場合場合はははは，，，，そのそのそのその旨旨旨旨

をををを公表公表公表公表するするするする制度制度制度制度になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。    

・・・・    こうしたこうしたこうしたこうした意見意見意見意見，，，，勧告勧告勧告勧告のののの手続手続手続手続きがきがきがきが完了完了完了完了するまでするまでするまでするまで，，，，工事工事工事工事のののの着手着手着手着手をををを制限制限制限制限するするするする規定規定規定規定がががが設設設設けけけけられられられられておりまておりまておりまておりま
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すすすす。。。。    

・・・・    地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献にににに関関関関するするするする記載記載記載記載がががが３３３３のののの部分部分部分部分となりますとなりますとなりますとなります。。。。ここにここにここにここに記載記載記載記載はありませんはありませんはありませんはありませんがががが，，，，規模規模規模規模にににに関関関関わらずわらずわらずわらず集集集集

客施設客施設客施設客施設のののの設置者設置者設置者設置者についてについてについてについてはははは，，，，地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献活動活動活動活動のののの実施実施実施実施とそのとそのとそのとその公表公表公表公表にににに努努努努めるめるめるめる旨旨旨旨のののの努力規定努力規定努力規定努力規定がががが条例条例条例条例

にににに設設設設けられておりますけられておりますけられておりますけられております。。。。    

・・・・    そうしたそうしたそうしたそうした集客施設集客施設集客施設集客施設のうちのうちのうちのうち特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設についてはについてはについてはについては，，，，地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献活動活動活動活動計画書計画書計画書計画書とととと実実実実施状況施状況施状況施状況

報告書報告書報告書報告書のののの提出提出提出提出がががが義務付義務付義務付義務付けられておりけられておりけられておりけられており，，，，知事知事知事知事はそれをはそれをはそれをはそれを受受受受けけけけ取取取取ったったったった場合場合場合場合，，，，インターネットインターネットインターネットインターネット等等等等でででで公表公表公表公表

をををを行行行行ううううこととなりますこととなりますこととなりますこととなります。。。。    

・・・・    ４４４４のののの部分部分部分部分がががが，，，，本日本日本日本日御御御御審議審議審議審議いただくいただくいただくいただく基本方針基本方針基本方針基本方針にににに係係係係るるるる部分部分部分部分となりますとなりますとなりますとなります。。。。先先先先ほどのほどのほどのほどの施策施策施策施策をををを達成達成達成達成するたするたするたするた

めにめにめにめに，，，，知事知事知事知事はははは基本方針基本方針基本方針基本方針をををを定定定定めることとされてめることとされてめることとされてめることとされておりおりおりおり，，，，記載記載記載記載のののの３３３３つがそのつがそのつがそのつがその内容内容内容内容としてとしてとしてとして定定定定められておりまめられておりまめられておりまめられておりま

すすすす。。。。    

・・・・    本条例本条例本条例本条例のののの完全施行完全施行完全施行完全施行はははは来年来年来年来年１１１１月月月月１１１１日日日日となりますとなりますとなりますとなりますがががが，，，，審議会審議会審議会審議会やややや基本方基本方基本方基本方針針針針のののの策定等策定等策定等策定等のののの規定規定規定規定はははは本年本年本年本年４４４４

月月月月からすでにからすでにからすでにからすでに施行施行施行施行されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

・・・・    なおなおなおなお，，，，資料資料資料資料４４４４としてとしてとしてとして条例条例条例条例のののの全文全文全文全文をををを，，，，資料資料資料資料５５５５としとしとしとしてててて条例条例条例条例とととと施行規則施行規則施行規則施行規則のののの対照対照対照対照表表表表をををを添付添付添付添付しておりしておりしておりしており，，，，併併併併せせせせ

てててて参照願参照願参照願参照願いますいますいますいます。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。今今今今，，，，資料資料資料資料３３３３にににに基基基基づきましてづきましてづきましてづきまして，，，，条例条例条例条例のののの概要概要概要概要についてについてについてについてのののの説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

・・・・    このこのこのこの内容内容内容内容につきましてにつきましてにつきましてにつきまして御御御御質問質問質問質問，，，，御御御御意見意見意見意見がありましたらいただきたいとがありましたらいただきたいとがありましたらいただきたいとがありましたらいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    

（（（（徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員））））    

・・・・    特定大特定大特定大特定大規模集客施設規模集客施設規模集客施設規模集客施設のとのとのとのところのころのころのころの説明説明説明説明にににに括弧内括弧内括弧内括弧内にににに同一敷地内同一敷地内同一敷地内同一敷地内というというというという記述記述記述記述がありますががありますががありますががありますが，，，，途中途中途中途中をををを

道路道路道路道路でででで区切区切区切区切られているられているられているられている場合場合場合場合にににに同一同一同一同一のののの敷地敷地敷地敷地ととととなるのかなどなるのかなどなるのかなどなるのかなど，，，，ここにここにここにここに記載記載記載記載しているしているしているしている同一敷地内同一敷地内同一敷地内同一敷地内というというというという

部分部分部分部分のののの明確明確明確明確なななな定義定義定義定義はあるのはあるのはあるのはあるのでしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    資料資料資料資料５５５５のののの２２２２ページページページページ，，，，規則第規則第規則第規則第３３３３条条条条においてにおいてにおいてにおいて一一一一のののの集客施設集客施設集客施設集客施設についてについてについてについて定義定義定義定義ししししておりておりておりておりますがますがますがますが，，，，基本的基本的基本的基本的

にはにはにはには大規大規大規大規模小売店舗立地法模小売店舗立地法模小売店舗立地法模小売店舗立地法とととと足並足並足並足並みをそろえたみをそろえたみをそろえたみをそろえた規定規定規定規定ににににししししておりますておりますておりますております。。。。    

・・・・    まずまずまずまず第第第第１１１１号号号号のののの屋根屋根屋根屋根，，，，柱又柱又柱又柱又はははは壁壁壁壁をををを共通共通共通共通にするにするにするにする集客施設集客施設集客施設集客施設についてについてについてについてはははは１１１１つのつのつのつの建物建物建物建物をををを原則原則原則原則ととととしてしてしてして一一一一のののの

集客施設集客施設集客施設集客施設とすることをとすることをとすることをとすることを，，，，第第第第２２２２号号号号のののの通路通路通路通路によってによってによってによって接続接続接続接続されされされされ，，，，機能機能機能機能がががが一体一体一体一体となっているとなっているとなっているとなっている集客集客集客集客施設施設施設施設につにつにつにつ

いてはいてはいてはいては，，，，例例例例えばえばえばえば空中空中空中空中やややや地下地下地下地下のののの専用通専用通専用通専用通路路路路でででで接続接続接続接続されたされたされたされた複数複数複数複数のののの集客施設集客施設集客施設集客施設をををを一一一一のののの集客施設集客施設集客施設集客施設とすることすることすることするこ

とととと規定規定規定規定しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    第第第第３３３３号号号号のののの一一一一のののの集客施設集客施設集客施設集客施設とそのとそのとそのとその附属建物附属建物附属建物附属建物をあわせたものがをあわせたものがをあわせたものがをあわせたものが，，，，資料資料資料資料３３３３にににに記載記載記載記載のようなのようなのようなのような同一敷地内同一敷地内同一敷地内同一敷地内

のののの複数棟複数棟複数棟複数棟でででで構成構成構成構成されるされるされるされる施設施設施設施設をををを規定規定規定規定したものとなりますしたものとなりますしたものとなりますしたものとなります。。。。    

・・・・    郊外型郊外型郊外型郊外型のショッピングモールをのショッピングモールをのショッピングモールをのショッピングモールを想定想定想定想定していただくとわかりやすいかとしていただくとわかりやすいかとしていただくとわかりやすいかとしていただくとわかりやすいかと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，広広広広いいいい敷地敷地敷地敷地のののの

中中中中にににに駐車場駐車場駐車場駐車場をををを同一同一同一同一とするとするとするとする複数複数複数複数のののの建物建物建物建物があるショッピングモールがございますががあるショッピングモールがございますががあるショッピングモールがございますががあるショッピングモールがございますが，，，，それらにつきまそれらにつきまそれらにつきまそれらにつきま

してはしてはしてはしては，，，，複数複数複数複数のののの建物全建物全建物全建物全てをてをてをてを併併併併せてせてせてせて一一一一のののの集客施設集客施設集客施設集客施設としてとしてとしてとして捉捉捉捉えるというえるというえるというえるという考考考考ええええ方方方方でございますでございますでございますでございます。。。。    

・・・・    ななななおおおお，，，，御御御御質問質問質問質問のあったのあったのあったのあった道路道路道路道路でででで区切区切区切区切られているられているられているられている場合場合場合場合についてについてについてについてはははは，，，，これもこれもこれもこれも大規模小売店舗立大規模小売店舗立大規模小売店舗立大規模小売店舗立地法地法地法地法

とととと考考考考ええええ方方方方をををを同同同同じにしておりじにしておりじにしておりじにしており，，，，公共公共公共公共のののの用用用用にににに供供供供されるされるされるされる道路道路道路道路でででで隔隔隔隔てられてられてられてられているているているている敷地敷地敷地敷地についについについについてはてはてはては敷地敷地敷地敷地そそそそ

のものがのものがのものがのものが１１１１つではないというつではないというつではないというつではないという考考考考ええええ方方方方となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ここここのののの規則規則規則規則のののの規定規定規定規定によってによってによってによって，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ適切適切適切適切なななな扱扱扱扱いをいをいをいを受受受受けるということですねけるということですねけるということですねけるということですね。。。。    
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（（（（徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員））））    

・・・・    あるあるあるある意味意味意味意味ででででのののの抜抜抜抜けけけけ道道道道がががが残残残残るるるるということですねということですねということですねということですね，，，，そういうそういうそういうそういう解釈解釈解釈解釈でよろしいですねでよろしいですねでよろしいですねでよろしいですね。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    敷地敷地敷地敷地のののの間間間間にににに道路道路道路道路をををを引引引引いていていていて，，，，例例例例えばえばえばえば市町村市町村市町村市町村にににに寄付寄付寄付寄付するというようなするというようなするというようなするというような形形形形でででで，，，，対象外対象外対象外対象外とすることはでとすることはでとすることはでとすることはで

きるということできるということできるということできるということですねすねすねすね。。。。    
    

（（（（徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員））））    

・・・・    具体的具体的具体的具体的にににに言言言言えばえばえばえば，ＪＴ，ＪＴ，ＪＴ，ＪＴ跡地跡地跡地跡地のようなのようなのようなのような話話話話はははは，，，，このこのこのこの条例条例条例条例ではではではでは引引引引っかかってこなくなるということですよっかかってこなくなるということですよっかかってこなくなるということですよっかかってこなくなるということですよ

ねねねね。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    届出届出届出届出をいただをいただをいただをいただくくくく時点時点時点時点でででで公共公共公共公共のののの用用用用にににに供供供供するするするする道路道路道路道路でででで隔隔隔隔てられてられてられてられているているているている敷地敷地敷地敷地についてはについてはについてはについては，，，，条例上条例上条例上条例上，，，，

別別別別々々々々のののの敷地敷地敷地敷地としてとしてとしてとして扱扱扱扱わせていただくということでございますわせていただくということでございますわせていただくということでございますわせていただくということでございます。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ということですということですということですということです。。。。    
    

（（（（千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員））））    

・・・・    ２２２２点確認点確認点確認点確認をおをおをおをお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいのですがのですがのですがのですが，，，，１１１１点目点目点目点目はははは，，，，資料資料資料資料のののの適正立地適正立地適正立地適正立地のののの部分部分部分部分のののの（（（（３３３３））））のところでのところでのところでのところで，，，，関係関係関係関係

市町村及市町村及市町村及市町村及びびびび住民住民住民住民のののの意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえとととと記記記記載載載載がありますががありますががありますががありますが，，，，関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村についてはどのについてはどのについてはどのについてはどの範囲範囲範囲範囲にににに意見意見意見意見

をををを聴聴聴聴くくくくののののかによってかによってかによってかによって結論結論結論結論がががが異異異異なってくるのはよくなってくるのはよくなってくるのはよくなってくるのはよく知知知知られていることですけれどもられていることですけれどもられていることですけれどもられていることですけれども，，，，これはこのこれはこのこれはこのこれはこの条例条例条例条例

のののの趣旨趣旨趣旨趣旨からいってからいってからいってからいって，，，，広広広広くくくく理解理解理解理解していいのかということしていいのかということしていいのかということしていいのかということ。。。。    

・・・・    もうもうもうもう１１１１点点点点はははは，，，，地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のところでのところでのところでのところで括弧内括弧内括弧内括弧内でででで既存既存既存既存のののの施設施設施設施設をををを含含含含むとなっていますがむとなっていますがむとなっていますがむとなっていますが，，，，地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献といといといとい

うのがうのがうのがうのが条例条例条例条例のののの前文前文前文前文のところにのところにのところにのところに含含含含まれているようなところもまれているようなところもまれているようなところもまれているようなところも念頭念頭念頭念頭にににに置置置置いているのであるのであればいているのであるのであればいているのであるのであればいているのであるのであれば，，，，

これはそうこれはそうこれはそうこれはそう遅遅遅遅くなくくなくくなくくなく対応対応対応対応ををををせまられるものなのかどうなのかというせまられるものなのかどうなのかというせまられるものなのかどうなのかというせまられるものなのかどうなのかという点点点点，，，，このこのこのこの２２２２点点点点をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    はいはいはいはい，，，，おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    １１１１点目点目点目点目についてはについてはについてはについては，，，，条例条例条例条例ではではではではまずまずまずまず立地及立地及立地及立地及びびびび隣接市町村隣接市町村隣接市町村隣接市町村についについについについてはてはてはては知事知事知事知事からからからから意見意見意見意見をををを聴聴聴聴くくくくこととこととこととことと

されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが，，，，広広広広くくくく県民県民県民県民をををを含含含含みそれみそれみそれみそれ以外以外以外以外のののの市町村市町村市町村市町村についてもについてもについてもについても自由自由自由自由にににに意見意見意見意見をををを述述述述べられるべられるべられるべられる制度制度制度制度

になっておりになっておりになっておりになっておりますのでますのでますのでますので，，，，いずれのいずれのいずれのいずれの市町村市町村市町村市町村もももも自自自自らのまちづくりのらのまちづくりのらのまちづくりのらのまちづくりの観点観点観点観点からからからから意見意見意見意見をををを述述述述べられるべられるべられるべられる制度制度制度制度にににに

なってなってなってなっていますいますいますいます。。。。    

・・・・    ２２２２点目点目点目点目のののの既存施設既存施設既存施設既存施設のののの地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動についてについてについてについてはははは，，，，まずまずまずまず地域地域地域地域貢献活動貢献活動貢献活動貢献活動のののの計画書計画書計画書計画書をををを３３３３事業年度事業年度事業年度事業年度まままま

とめてとめてとめてとめて提出提出提出提出いただくことになりますいただくことになりますいただくことになりますいただくことになります。。。。したがってしたがってしたがってしたがって，，，，当初当初当初当初のののの対応対応対応対応としてはとしてはとしてはとしては，，，，条例条例条例条例がががが完全施行完全施行完全施行完全施行されるされるされるされる来来来来

年年年年１１１１月月月月１１１１日日日日からからからから３３３３ヶヶヶヶ月間月間月間月間，，，，具体的具体的具体的具体的にはにはにはには３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに，，，，３３３３事業年度分事業年度分事業年度分事業年度分のののの計画計画計画計画をををを提出提出提出提出していたしていたしていたしていた

だくことになりますだくことになりますだくことになりますだくことになります。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    
    

（（（（千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員））））    

・・・・    はいはいはいはい。。。。    
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（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    このこのこのこの点点点点にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，またまたまたまた基本方針基本方針基本方針基本方針のののの素案素案素案素案のところでものところでものところでものところでも議論議論議論議論していしていしていしていただくただくただくただく機会機会機会機会があろうかとがあろうかとがあろうかとがあろうかと思思思思いまいまいまいま

すのですのですのですので，，，，またまたまたまた後後後後ほどおほどおほどおほどお願願願願いしたいいしたいいしたいいしたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    ほかにはいかがでしょうかほかにはいかがでしょうかほかにはいかがでしょうかほかにはいかがでしょうか。。。。よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは，，，，先先先先のののの議題議題議題議題にににに参参参参りたいりたいりたいりたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    

（（（（３３３３））））特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの立地誘導等立地誘導等立地誘導等立地誘導等にににに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針のののの素案素案素案素案についてについてについてについて    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    （（（（３３３３））））のののの基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針のののの素案素案素案素案についてはについてはについてはについては，，，，資料資料資料資料６６６６でででで説明説明説明説明いただくことにいただくことにいただくことにいただくことになっておりますがなっておりますがなっておりますがなっておりますが，，，，内容内容内容内容

がかなりありますのでがかなりありますのでがかなりありますのでがかなりありますので，，，，ページをページをページをページを分分分分けけけけてててて説明説明説明説明いただいていただいていただいていただいて，，，，それからそれからそれからそれから意見意見意見意見をそれぞれいただくというをそれぞれいただくというをそれぞれいただくというをそれぞれいただくという

ことにしたいとことにしたいとことにしたいとことにしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    本日本日本日本日，，，，時間時間時間時間のののの制限制限制限制限もありますのでもありますのでもありますのでもありますので，，，，十十十十分分分分おおおお出出出出しいただけなかったしいただけなかったしいただけなかったしいただけなかった分分分分にににに関関関関ししししましましましましてはてはてはては，，，，後後後後日日日日，，，，事事事事

務局務局務局務局にににに意見意見意見意見をいただくということもしていただければをいただくということもしていただければをいただくということもしていただければをいただくということもしていただければ思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは，，，，まずはまずはまずはまずは事務局事務局事務局事務局からからからから説明説明説明説明をいただきたいとをいただきたいとをいただきたいとをいただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

※※※※資料資料資料資料６６６６にににに基基基基づきづきづきづき成田主事成田主事成田主事成田主事よりよりよりより説明説明説明説明。。。。    

・・・・    まずまずまずまず，，，，１１１１ページページページページのののの「「「「コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりにあるまちづくりにあるまちづくりにあるまちづくりに関関関関するするするする基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向」」」」のののの素案素案素案素案についてについてについてについて御御御御

説明説明説明説明しますしますしますします。。。。資料資料資料資料７７７７についてもについてもについてもについても参考参考参考参考としてとしてとしてとして併併併併せてせてせてせて御御御御参照参照参照参照いただきたいいただきたいいただきたいいただきたいとととと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    ①①①①のののの部分部分部分部分となりますとなりますとなりますとなりますがががが，，，，まちづまちづまちづまちづくりをくりをくりをくりを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的社会的社会的社会的なななな背景背景背景背景についてはについてはについてはについては，，，，大大大大きくきくきくきく３３３３つのつのつのつの流流流流れのれのれのれの結結結結

果果果果ががががまちのまちのまちのまちの拡散拡散拡散拡散やややや都市機能都市機能都市機能都市機能のののの分散分散分散分散，，，，まちなかのまちなかのまちなかのまちなかの空洞化空洞化空洞化空洞化やまちなかやまちなかやまちなかやまちなかのののの拠点性拠点性拠点性拠点性のののの喪失喪失喪失喪失といったといったといったといった現現現現

在在在在のののの状況状況状況状況へとつながったものとへとつながったものとへとつながったものとへとつながったものと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    １１１１つつつつ目目目目のののの流流流流れがれがれがれが住宅住宅住宅住宅やややや人口人口人口人口のののの郊外化郊外化郊外化郊外化，，，，２２２２つつつつ目目目目のののの流流流流れがれがれがれが車社会化車社会化車社会化車社会化のののの進展進展進展進展，，，，３３３３つつつつ目目目目のののの流流流流れがれがれがれが大大大大

規模集客施設等規模集客施設等規模集客施設等規模集客施設等のののの郊外立地郊外立地郊外立地郊外立地でありでありでありであり，，，，これらのこれらのこれらのこれらの結果結果結果結果，，，，郊外郊外郊外郊外へのまへのまへのまへのまちのちのちのちの拡散拡散拡散拡散・・・・都市機能都市機能都市機能都市機能のののの分散分散分散分散といといといとい

えるえるえるえる状況状況状況状況がががが発生発生発生発生ししししましましましましたがたがたがたが，，，，これはこれはこれはこれは同時同時同時同時ににににかつてかつてかつてかつて住居機能住居機能住居機能住居機能やややや，，，，商業機能商業機能商業機能商業機能などのなどのなどのなどの集客機能集客機能集客機能集客機能，，，，公共公共公共公共

公益機能公益機能公益機能公益機能などのなどのなどのなどの都市機能都市機能都市機能都市機能がががが立立立立地地地地しておりまししておりまししておりまししておりましたまちたまちたまちたまちなかのなかのなかのなかの空洞化空洞化空洞化空洞化，，，，拠点性拠点性拠点性拠点性のののの喪失喪失喪失喪失をもたらしをもたらしをもたらしをもたらしまままま

ししししたたたた。。。。    

・・・・    全国的全国的全国的全国的にこうしたにこうしたにこうしたにこうした事例事例事例事例はははは散見散見散見散見されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが，，，，これらはこれらはこれらはこれらは社会資本社会資本社会資本社会資本のののの問題問題問題問題やややや，，，，いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる交通弱交通弱交通弱交通弱

者者者者のののの問題問題問題問題，，，，まちのまちのまちのまちの個性個性個性個性のののの喪失喪失喪失喪失のののの問題問題問題問題やややや地域地域地域地域のののの社会社会社会社会的機能的機能的機能的機能のののの低下低下低下低下のののの問題問題問題問題，，，，環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷のののの増加増加増加増加のののの

問題問題問題問題といったといったといったといった形形形形でででで顕在化顕在化顕在化顕在化してきておりますしてきておりますしてきておりますしてきております。。。。    

・・・・    このようなこのようなこのようなこのような諸問題諸問題諸問題諸問題のほかにものほかにものほかにものほかにも，，，，今後今後今後今後，，，，長期的長期的長期的長期的なななな人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会のののの到来及到来及到来及到来及びびびび更更更更なるなるなるなる高齢化高齢化高齢化高齢化もももも予測予測予測予測

されておりされておりされておりされており，，，，またまたまたまた，，，，それらにそれらにそれらにそれらに付随付随付随付随してしてしてして税収税収税収税収のののの減少減少減少減少やややや社会保障関係経費社会保障関係経費社会保障関係経費社会保障関係経費のののの増加増加増加増加，，，，自家用車自家用車自家用車自家用車のののの利用利用利用利用

率率率率がががが低下低下低下低下してしてしてしていいいいくこともくこともくこともくことも考考考考えられえられえられえられ，，，，それらのまちづくりへそれらのまちづくりへそれらのまちづくりへそれらのまちづくりへ与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響はははは非常非常非常非常にににに大大大大きいきいきいきいとととと考考考考えられえられえられえられまままま

すすすす。。。。    

・・・・    このようなこのようなこのようなこのような社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のののの変化変化変化変化のののの中中中中，，，，現在現在現在現在のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを今後今後今後今後もももも継続継続継続継続したしたしたした場合場合場合場合，，，，自治体財政自治体財政自治体財政自治体財政のののの側面側面側面側面

からからからから社会資本社会資本社会資本社会資本のののの整備整備整備整備・・・・維持維持維持維持がががが困難困難困難困難になるほかになるほかになるほかになるほか，，，，車社会車社会車社会車社会にににに対応対応対応対応できないできないできないできない住民住民住民住民がががが増加増加増加増加・・・・孤立化孤立化孤立化孤立化するするするする

こともこともこともことも予想予想予想予想されされされされ，，，，県県県県としてもとしてもとしてもとしても喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題としてとしてとしてとして認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    このようなこのようなこのようなこのような社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢のなかのなかのなかのなか，，，，国国国国はははは，，，，拡散型都市構造拡散型都市構造拡散型都市構造拡散型都市構造からからからから集約型都市集約型都市集約型都市集約型都市構造構造構造構造へのへのへのへの政策転換政策転換政策転換政策転換をををを目目目目

指指指指したしたしたした，，，，いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり三法三法三法三法」」」」のののの制定制定制定制定・・・・改正改正改正改正をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

・・・・    特特特特にこのにこのにこのにこの国国国国のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり三法三法三法三法のののの制定制定制定制定以降以降以降以降，，，，まちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくりの主体主体主体主体はははは国国国国からからからから地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体へとへとへとへと移移移移ったったったった

もももものとのとのとのと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。    
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・・・・    県県県県としとしとしとしてもてもてもても今後今後今後今後，，，，まちづくりへまちづくりへまちづくりへまちづくりへ取取取取りりりり組組組組んでいくことにはんでいくことにはんでいくことにはんでいくことには変変変変わりはありませんがわりはありませんがわりはありませんがわりはありませんが，，，，地域地域地域地域のまちづくりをのまちづくりをのまちづくりをのまちづくりを

考考考考えたえたえたえた場合場合場合場合，，，，やはりそれをやはりそれをやはりそれをやはりそれを担担担担うのはそのうのはそのうのはそのうのはその地域地域地域地域のののの住民及住民及住民及住民及びびびび住民住民住民住民にににに身近身近身近身近なななな行政主体行政主体行政主体行政主体であるであるであるである市町村市町村市町村市町村

であるとであるとであるとであると考考考考えておりえておりえておりえており，，，，そのようなそのようなそのようなそのような市町村市町村市町村市町村とととと県県県県とのとのとのとの役割分担役割分担役割分担役割分担のののの観点観点観点観点からからからから，，，，市町村市町村市町村市町村のののの区域区域区域区域をををを越越越越えたえたえたえた行行行行

政主体政主体政主体政主体としてとしてとしてとして，，，，３３３３つつつつ役割役割役割役割，，，，観点観点観点観点からのまちづくりのからのまちづくりのからのまちづくりのからのまちづくりの推進推進推進推進をををを考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

・・・・    そのそのそのその１１１１つつつつ目目目目がコンパクトでがコンパクトでがコンパクトでがコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりについてのあるまちづくりについてのあるまちづくりについてのあるまちづくりについての基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向をををを示示示示すことすことすことすこと，，，，２２２２つつつつ目目目目がががが市市市市

町村町村町村町村のののの区域区域区域区域をををを越越越越えてえてえてえて必要必要必要必要なななな対応対応対応対応のののの実施実施実施実施，，，，３３３３つつつつ目目目目がまちづくりのがまちづくりのがまちづくりのがまちづくりの主体主体主体主体であるであるであるである市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携，，，，及及及及

びびびび市町村市町村市町村市町村へへへへのののの支援支援支援支援ですですですです。。。。    

・・・・    このうちのこのうちのこのうちのこのうちの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向についてについてについてについて，，，，事務局事務局事務局事務局としてとしてとしてとして作成作成作成作成したしたしたした案案案案をををを示示示示しているのがしているのがしているのがしているのが⑥⑥⑥⑥のののの部分部分部分部分となりとなりとなりとなり

ますますますます。。。。    

・・・・    まずまずまずまず，，，，コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりをあるまちづくりを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための目標目標目標目標としてとしてとしてとして，，，，まちにまちにまちにまちに暮暮暮暮らすらすらすらす人人人人のののの視点視点視点視点かかかか

らららら「「「「すべてのすべてのすべてのすべての世代世代世代世代がががが安心安心安心安心してくらせるまちづくりしてくらせるまちづくりしてくらせるまちづくりしてくらせるまちづくり」，」，」，」，まちというまちというまちというまちという基盤基盤基盤基盤・・・・器器器器のののの視点視点視点視点からのからのからのからの「「「「社会的社会的社会的社会的・・・・経済経済経済経済

的的的的・・・・環境的環境的環境的環境的にににに持続可能持続可能持続可能持続可能なまちづくりなまちづくりなまちづくりなまちづくり」」」」というというというという目標目標目標目標をそれぞれをそれぞれをそれぞれをそれぞれ設定設定設定設定しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    これらをこれらをこれらをこれらを目指目指目指目指すためのすためのすためのすための基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向としてとしてとしてとして，，，，７７７７つのつのつのつの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向をををを定定定定めておりますめておりますめておりますめております。。。。    

・・・・    １１１１つつつつ目目目目がががが集約型集約型集約型集約型のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり，，，，２２２２つつつつ目目目目がががが既存既存既存既存ストックのストックのストックのストックの有効活用有効活用有効活用有効活用，，，，３３３３つつつつ目目目目がががが歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちらせるまちらせるまちらせるまち

づくりづくりづくりづくり，，，，４４４４つつつつ目目目目がががが誰誰誰誰もがもがもがもが移動移動移動移動しやすいしやすいしやすいしやすい交通交通交通交通サービスサービスサービスサービス，，，，５５５５つつつつ目目目目がががが個性個性個性個性とととと活力活力活力活力のあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくり，，，，６６６６つつつつ

目目目目がががが住民参加住民参加住民参加住民参加・・・・協働協働協働協働のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり，，，，７７７７つつつつ目目目目がががが環境環境環境環境にににに優優優優ししししいまちづくりでありいまちづくりでありいまちづくりでありいまちづくりであり，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ括弧内括弧内括弧内括弧内のののの

方向性方向性方向性方向性をををを意図意図意図意図したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    

・・・・    本条例本条例本条例本条例においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，基本方針基本方針基本方針基本方針のののの策定策定策定策定のほかのほかのほかのほか，，，，特特特特にコンパクトでにコンパクトでにコンパクトでにコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりの観点観点観点観点からからからから

重要重要重要重要であるであるであるである「「「「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」」」」とととと「「「「集客施設集客施設集客施設集客施設のののの設置者設置者設置者設置者のののの地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの促進促進促進促進」」」」

がががが県県県県のののの役割役割役割役割としてとしてとしてとして定定定定められておりめられておりめられておりめられており，，，，このようなそれぞれのこのようなそれぞれのこのようなそれぞれのこのようなそれぞれの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向のののの観点観点観点観点をををを反映反映反映反映しししし，，，，取取取取りりりり組組組組

んでんでんでんで参参参参りたいとりたいとりたいとりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

・・・・    ただいまただいまただいまただいま，，，，資料資料資料資料６６６６のののの１１１１ページページページページ目目目目でででで，，，，まちづくりにまちづくりにまちづくりにまちづくりに係係係係るるるる現状認識現状認識現状認識現状認識とととと問題点問題点問題点問題点のののの確認確認確認確認，，，，それからこれをそれからこれをそれからこれをそれからこれを

取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会的状況社会的状況社会的状況社会的状況，，，，そしてそしてそしてそして⑥⑥⑥⑥のののの部分部分部分部分でででで県県県県としてのとしてのとしてのとしての基本的基本的基本的基本的なななな方向性方向性方向性方向性のののの案案案案のののの説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

・・・・    ⑦⑦⑦⑦にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，次次次次ページページページページ以降以降以降以降でででで御議論御議論御議論御議論いただくことになりますのいただくことになりますのいただくことになりますのいただくことになりますのでででで，，，，①①①①からからからから⑥⑥⑥⑥をををを中心中心中心中心にににに御御御御質問質問質問質問，，，，

御御御御意見意見意見意見をいただきたいをいただきたいをいただきたいをいただきたいとととと思思思思いますがいかがでしょうかいますがいかがでしょうかいますがいかがでしょうかいますがいかがでしょうか。。。。    
    

（（（（徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員））））    

・・・・    ②②②②のところののところののところののところの，，，，現状認識現状認識現状認識現状認識とととと申申申申しますかしますかしますかしますか将来将来将来将来のののの課題課題課題課題についてですがについてですがについてですがについてですが，，，，一番下一番下一番下一番下にににに自動車自動車自動車自動車のののの利用率利用率利用率利用率

のののの低下低下低下低下というというというという説明説明説明説明がありますががありますががありますががありますが，，，，私私私私としてはとしてはとしてはとしては逆逆逆逆ではなではなではなではないかといかといかといかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

・・・・    それにそれにそれにそれに関連関連関連関連してしてしてして，，，，実実実実はははは今今今今，，，，宮城県内宮城県内宮城県内宮城県内でででで自動車免許保有率自動車免許保有率自動車免許保有率自動車免許保有率のののの最最最最もももも低低低低いいいい仙台都市圏仙台都市圏仙台都市圏仙台都市圏においてにおいてにおいてにおいてもももも，，，，

現在現在現在現在のののの７０７０７０７０歳歳歳歳のののの男性男性男性男性のののの７７７７割割割割，，，，女性女性女性女性でもでもでもでも３３３３割割割割のののの方方方方がががが免許免許免許免許をををを持持持持っているというっているというっているというっているという状況状況状況状況ですですですです。。。。    

・・・・    これがこれがこれがこれが１０１０１０１０年後年後年後年後になるとになるとになるとになると，，，，男性男性男性男性でででで９９９９割割割割，，，，女性女性女性女性でででで７７７７割割割割のののの方方方方がががが免許免許免許免許をををを持持持持ってってってって車車車車をををを運転運転運転運転できるできるできるできる状況状況状況状況になになになにな

りますがりますがりますがりますが，，，，こういうことからこういうことからこういうことからこういうことから考考考考えるとえるとえるとえると，，，，利用率利用率利用率利用率としてはとしてはとしてはとしては逆逆逆逆にににに上上上上がるのではないかとがるのではないかとがるのではないかとがるのではないかと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

・・・・    ということはということはということはということは，，，，車社会車社会車社会車社会にににに対応対応対応対応できないできないできないできない住民住民住民住民のののの数数数数はははは，，，，絶対数絶対数絶対数絶対数としてとしてとしてとしてはははは減少減少減少減少するするするする可能性可能性可能性可能性もあってもあってもあってもあって，，，，

現実現実現実現実にもにもにもにも減少傾向減少傾向減少傾向減少傾向ににににあるのですがあるのですがあるのですがあるのですが，，，，それがますますバスのそれがますますバスのそれがますますバスのそれがますますバスの衰退衰退衰退衰退をををを招招招招いていていていて，，，，車車車車をををを運転運転運転運転できないできないできないできない少少少少

数数数数のののの人人人人はますますはますますはますますはますます孤立化孤立化孤立化孤立化するするするする，，，，生活生活生活生活がしにくいがしにくいがしにくいがしにくい状況状況状況状況にににに追追追追いいいい込込込込まれているといまれているといまれているといまれているということうことうことうこと，，，，そちらがそちらがそちらがそちらが問問問問

題題題題なのではないかとなのではないかとなのではないかとなのではないかと，，，，私私私私はははは認識認識認識認識しているのですがしているのですがしているのですがしているのですが。。。。    

・・・・    そういったそういったそういったそういった時時時時ににににどうどうどうどう支支支支えていくかというとえていくかというとえていくかというとえていくかというと，，，，市町村市町村市町村市町村バスというバスというバスというバスという形形形形でででで市町村市町村市町村市町村がががが支支支支ええええていくとていくとていくとていくとなったとなったとなったとなったと
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きにきにきにきに，，，，そのそのそのその財政負担財政負担財政負担財政負担がががが非常非常非常非常にににに大大大大きなものになってきなものになってきなものになってきなものになって，，，，おそらくこれかおそらくこれかおそらくこれかおそらくこれからのらのらのらの地方財政地方財政地方財政地方財政がもたないのでがもたないのでがもたないのでがもたないので

はないかとはないかとはないかとはないかと，，，，そういうそういうそういうそういう認識認識認識認識をををを持持持持っていますっていますっていますっています。。。。    

・・・・    そういうそういうそういうそういう観点観点観点観点からするとからするとからするとからすると，，，，ここのここのここのここの表現表現表現表現はははは違違違違うのではないかとうのではないかとうのではないかとうのではないかと思思思思えるのですがえるのですがえるのですがえるのですが。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    いかがですかいかがですかいかがですかいかがですか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    ここここのののの素案素案素案素案をつくるをつくるをつくるをつくる際際際際にににに，，，，全国的全国的全国的全国的なデータとしてなデータとしてなデータとしてなデータとして年齢年齢年齢年齢がががが上上上上がるにつれてがるにつれてがるにつれてがるにつれて自動車自動車自動車自動車のののの免許免許免許免許のののの保有率保有率保有率保有率

がががが下下下下がりがりがりがり，，，，とりわけとりわけとりわけとりわけ単身世帯単身世帯単身世帯単身世帯においてはそのにおいてはそのにおいてはそのにおいてはその傾向傾向傾向傾向がががが顕著顕著顕著顕著だというデだというデだというデだというデータがあータがあータがあータがありましりましりましりましたことたことたことたことからからからから，，，，そそそそ

れをれをれをれを参考参考参考参考にににに推論推論推論推論をををを進進進進めさせていただきましためさせていただきましためさせていただきましためさせていただきました。。。。    

・・・・    ただただただただ今今今今，，，，徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員からからからから御御御御指摘指摘指摘指摘がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので，，，，そのそのそのその辺辺辺辺をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて，，，，データをデータをデータをデータを改改改改めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと

思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員からもからもからもからも少少少少しししし補足補足補足補足をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員））））    

・・・・    全国全国全国全国のののの，，，，というかというかというかというか東京東京東京東京のののの状況状況状況状況とはとはとはとは，，，，地方部地方部地方部地方部はまるっきりはまるっきりはまるっきりはまるっきり違違違違うううう部分部分部分部分があるのでがあるのでがあるのでがあるので，，，，データをデータをデータをデータを確認確認確認確認してしてしてして

いただいていただいていただいていただいて，，，，問題問題問題問題があればがあればがあればがあれば表表表表現現現現をををを少少少少しししし改改改改めていただいたほうがいいのかなとめていただいたほうがいいのかなとめていただいたほうがいいのかなとめていただいたほうがいいのかなと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    それではそのそれではそのそれではそのそれではその点点点点をおをおをおをお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。他他他他にはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうか。。。。    
    

（（（（大泉委員大泉委員大泉委員大泉委員））））    

・・・・    ②②②②のところののところののところののところの現状現状現状現状のののの問題問題問題問題のののの中中中中にににに，，，，経済産業的経済産業的経済産業的経済産業的なななな項目項目項目項目がないのではないかなとがないのではないかなとがないのではないかなとがないのではないかなと思思思思いますいますいますいます。。。。やはやはやはやは

りまちなかのりまちなかのりまちなかのりまちなかの空洞化空洞化空洞化空洞化，，，，都市機能都市機能都市機能都市機能のののの低下低下低下低下によってによってによってによって地地地地域商業並域商業並域商業並域商業並びにびにびにびに地域地域地域地域のののの農林漁業農林漁業農林漁業農林漁業，，，，そのそのそのその衰退衰退衰退衰退がががが

もたらされたのではないかもたらされたのではないかもたらされたのではないかもたらされたのではないかというというというという視点視点視点視点はははは，，，，現状現状現状現状のののの認識認識認識認識としてとしてとしてとして入入入入れておくべきではないかというのがれておくべきではないかというのがれておくべきではないかというのがれておくべきではないかというのが

１１１１点点点点ですですですです。。。。    

・・・・    それからそれからそれからそれから将来将来将来将来のののの課題課題課題課題ということでということでということでということで人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会のののの到来到来到来到来とととと高齢化高齢化高齢化高齢化のののの進展進展進展進展がががが上上上上げられていますがげられていますがげられていますがげられていますが，，，，

これはもうこれはもうこれはもうこれはもう現在現在現在現在ひたひたとひたひたとひたひたとひたひたと進進進進んでいることでんでいることでんでいることでんでいることですのですのですのですので，，，，社会的背景社会的背景社会的背景社会的背景でありでありでありであり前提前提前提前提のののの条件条件条件条件であるというとであるというとであるというとであるというと

ころもあるのでころもあるのでころもあるのでころもあるので，，，，少少少少しししし書書書書きききき分分分分けがけがけがけが必要必要必要必要なのではないかなとなのではないかなとなのではないかなとなのではないかなと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    今今今今のののの２２２２点点点点にににに関関関関してしてしてして，，，，事務局事務局事務局事務局のほうでのほうでのほうでのほうで何何何何かありますかかありますかかありますかかありますか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    現状現状現状現状のののの認識認識認識認識のののの部分部分部分部分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，全全全全てではなくてではなくてではなくてではなく主立主立主立主立ったものということでこのようなったものということでこのようなったものということでこのようなったものということでこのような形形形形でででで記載記載記載記載

させていただいたものでさせていただいたものでさせていただいたものでさせていただいたものですのですのですのですので，，，，今回今回今回今回いただいたいただいたいただいたいただいた御御御御意見意見意見意見につきましてもにつきましてもにつきましてもにつきましても文書化文書化文書化文書化するするするする際等際等際等際等にににに反映反映反映反映

させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    それからそれからそれからそれから人口減少社会人口減少社会人口減少社会人口減少社会のところとのところとのところとのところと，，，，更更更更なるなるなるなる高齢化高齢化高齢化高齢化のところにつきましてのところにつきましてのところにつきましてのところにつきましてはははは，，，，それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ国勢調査国勢調査国勢調査国勢調査

からのからのからのからの推計推計推計推計値値値値というものをというものをというものをというものを今回今回今回今回，，，，参考参考参考参考にさせていただきましたのでにさせていただきましたのでにさせていただきましたのでにさせていただきましたので，，，，将来将来将来将来のののの課題課題課題課題のののの部分部分部分部分によりによりによりにより分分分分

けけけけ，，，，場合分場合分場合分場合分けさせていただきましたがけさせていただきましたがけさせていただきましたがけさせていただきましたが，，，，たしかにたしかにたしかにたしかに宮城県内宮城県内宮城県内宮城県内についてはについてはについてはについては人口人口人口人口のののの減少減少減少減少にににに関関関関しましてもしましてもしましてもしましても

特特特特にににに国勢国勢国勢国勢調査調査調査調査ベースではベースではベースではベースでは２０００２０００２０００２０００年年年年からからからから２００５２００５２００５２００５年年年年にかけてにかけてにかけてにかけて既既既既にににに減少減少減少減少してしてしてしておりおりおりおり，，，，現状現状現状現状のののの問題問題問題問題というというというという認認認認

識識識識ももちろんありますのでももちろんありますのでももちろんありますのでももちろんありますので，，，，いただいたいただいたいただいたいただいた御御御御意見意見意見意見をもとにをもとにをもとにをもとに，，，，修正修正修正修正していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    
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（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    はいはいはいはい，，，，ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。他他他他にはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうか。。。。    
    

（（（（千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員））））    

・・・・    少少少少しししし漠然漠然漠然漠然としたとしたとしたとした確認確認確認確認になになになになるるるるのですがのですがのですがのですが，，，，宮城県宮城県宮城県宮城県のののの場合場合場合場合ににににはははは北海道北海道北海道北海道やややや福岡県福岡県福岡県福岡県のののの場合場合場合場合とととと同同同同じでじでじでじで，，，，仙仙仙仙

台市台市台市台市とそのとそのとそのとその他他他他のののの所所所所のののの問題問題問題問題のののの立立立立てててて方方方方がががが全然違全然違全然違全然違ってくるわけですよねってくるわけですよねってくるわけですよねってくるわけですよね。。。。例例例例えばえばえばえば中心地中心地中心地中心地のののの空洞化空洞化空洞化空洞化といといといとい

ったったったった場合場合場合場合でもでもでもでも，，，，仙台仙台仙台仙台のののの場合場合場合場合はまちなかはまちなかはまちなかはまちなか居住居住居住居住のののの傾向傾向傾向傾向というのがというのがというのがというのが強強強強くくくく出出出出てきているところもあっててきているところもあっててきているところもあっててきているところもあって，，，，そそそそ

うなってくるとうなってくるとうなってくるとうなってくると，，，，そのそのそのその他他他他のののの所所所所とととと仙台仙台仙台仙台というのはというのはというのはというのは，，，，問題問題問題問題のののの立立立立てててて方方方方というかというかというかというか，，，，対応対応対応対応のののの仕方仕方仕方仕方というのがずいというのがずいというのがずいというのがずい

ぶんぶんぶんぶん違違違違ってくるのではないかとってくるのではないかとってくるのではないかとってくるのではないかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが，，，，そのあたりそのあたりそのあたりそのあたりをををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた議論議論議論議論というのはというのはというのはというのは，，，，具体的具体的具体的具体的なななな中中中中

でしていくことにはなるとでしていくことにはなるとでしていくことにはなるとでしていくことにはなると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが，，，，そういうそういうそういうそういう風風風風にににに理解理解理解理解しておいてよいでしょうかしておいてよいでしょうかしておいてよいでしょうかしておいてよいでしょうか。。。。    

・・・・    要要要要するにするにするにするに，，，，仙台仙台仙台仙台とそれとそれとそれとそれ以外以外以外以外についてはについてはについてはについては，，，，場合場合場合場合にににによってはよってはよってはよっては逆逆逆逆のののの対応対応対応対応のののの場合場合場合場合もももも出出出出てくるてくるてくるてくる可能性可能性可能性可能性がががが

あるとあるとあるとあると。。。。抽象的抽象的抽象的抽象的なななな話話話話でででで申申申申しししし訳訳訳訳ないのですがないのですがないのですがないのですが，，，，具体的具体的具体的具体的なななな話話話話となるともうとなるともうとなるともうとなるともう少少少少しししし細細細細かなかなかなかな話話話話もももも出出出出てくるとてくるとてくるとてくると思思思思

いますのでいますのでいますのでいますので。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    実実実実ははははこのこのこのこの資料資料資料資料をををを作成作成作成作成するするするする上上上上でででで，，，，現状現状現状現状のののの認識認識認識認識とととと課題課題課題課題をををを詰詰詰詰めるめるめるめる中中中中でででで，，，，宮城県宮城県宮城県宮城県においてはにおいてはにおいてはにおいては全国的全国的全国的全国的なななな

傾向以外傾向以外傾向以外傾向以外にににに何何何何がががが違違違違うのかといううのかといううのかといううのかという議論議論議論議論をををを事務局事務局事務局事務局内内内内でもでもでもでも行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

・・・・    ただただただただ，，，，最後最後最後最後のアウトプットののアウトプットののアウトプットののアウトプットの部分部分部分部分もももも含含含含めてめてめてめて考考考考えたときにえたときにえたときにえたときに，，，，なかなかそのなかなかそのなかなかそのなかなかその部分部分部分部分をををを抽出抽出抽出抽出していくのはしていくのはしていくのはしていくのは

我我我我々々々々のののの中中中中ではではではでは難難難難しいしいしいしい部分部分部分部分がありましたのでがありましたのでがありましたのでがありましたので，，，，このこのこのこの審議会審議会審議会審議会でででで御御御御意見意見意見意見ををををいただければいただければいただければいただければ大変大変大変大変ありがたありがたありがたありがた

いといといといと感感感感じておりますじておりますじておりますじております。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    今今今今のののの話話話話はははは大変大事大変大事大変大事大変大事でででで，，，，仙台市仙台市仙台市仙台市のののの場合場合場合場合はあるはあるはあるはある意味意味意味意味でででで大都市大都市大都市大都市であるわけでであるわけでであるわけでであるわけで，，，，一方一方一方一方のののの地方地方地方地方のののの中小中小中小中小

都市都市都市都市とではとではとではとではかなりかなりかなりかなり対応対応対応対応のののの有有有有りりりり様様様様もももも違違違違ってくるかとってくるかとってくるかとってくるかと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，そのそのそのその点点点点はどこではどこではどこではどこで議論議論議論議論いたしましょういたしましょういたしましょういたしましょう

かかかか。。。。    

・・・・    このこのこのこの中中中中にはにはにはには，，，，そうそうそうそう簡単簡単簡単簡単にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むわけにはいかないですかねむわけにはいかないですかねむわけにはいかないですかねむわけにはいかないですかね。。。。    
    

（（（（鈴木委員鈴木委員鈴木委員鈴木委員））））    

・・・・    商店街側商店街側商店街側商店街側からもここにからもここにからもここにからもここに至至至至るるるる経緯経緯経緯経緯がありましてがありましてがありましてがありまして，，，，仙台商工会議所仙台商工会議所仙台商工会議所仙台商工会議所のののの中中中中にににに商業政策協議会商業政策協議会商業政策協議会商業政策協議会というというというという

組織組織組織組織をををを設設設設けていますがけていますがけていますがけていますが，，，，当初先進地当初先進地当初先進地当初先進地としてとしてとしてとして京都京都京都京都にににに視察視察視察視察にいったにいったにいったにいった際際際際にににに，，，，京都市京都市京都市京都市がががが市内市内市内市内のまちづくのまちづくのまちづくのまちづく

りをいくらりをいくらりをいくらりをいくら行行行行ってもってもってもっても，，，，市域外市域外市域外市域外へのへのへのへの立地立地立地立地となるとどうにもならないということでとなるとどうにもならないということでとなるとどうにもならないということでとなるとどうにもならないということで，，，，そういうとこそういうとこそういうとこそういうところがろがろがろが出発出発出発出発

点点点点としてありましたとしてありましたとしてありましたとしてありました。。。。    

・・・・    県内県内県内県内のののの例例例例でいうとでいうとでいうとでいうと，，，，仙台市仙台市仙台市仙台市ではとではとではとではとなりのなりのなりのなりの富谷町富谷町富谷町富谷町にできるものをにできるものをにできるものをにできるものを仙台市仙台市仙台市仙台市はははは止止止止めるめるめるめることがことがことがことが，，，，私私私私たちもたちもたちもたちも

反対運動反対運動反対運動反対運動もできなかったのでもできなかったのでもできなかったのでもできなかったので，，，，最終的最終的最終的最終的にはにはにはには宮城県全県宮城県全県宮城県全県宮城県全県でででで古古古古くからくからくからくから持持持持っているっているっているっている商圏商圏商圏商圏，，，，土地土地土地土地のののの文化文化文化文化

もももも含含含含めそれぞれをめそれぞれをめそれぞれをめそれぞれを尊重尊重尊重尊重しししし合合合合うといううといううといううという風風風風になってきたものですになってきたものですになってきたものですになってきたものです。。。。やはりやはりやはりやはり全県的全県的全県的全県的なななな部分部分部分部分でででで，，，，こういうもこういうもこういうもこういうも

のをのをのをのを考考考考えていただかないとえていただかないとえていただかないとえていただかないと，，，，ということでということでということでということで。。。。    

・・・・    千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員がそういったがそういったがそういったがそういった意味意味意味意味でおっしゃったのではないとでおっしゃったのではないとでおっしゃったのではないとでおっしゃったのではないと思思思思いますけれどいますけれどいますけれどいますけれど，，，，やはりやはりやはりやはり民意民意民意民意というかというかというかというか

声声声声をををを，，，，どこにどこにどこにどこに届届届届けなければいけないかということでやってきたことがけなければいけないかということでやってきたことがけなければいけないかということでやってきたことがけなければいけないかということでやってきたことが，，，，条例条例条例条例のののの中中中中でででで，，，，先生方先生方先生方先生方によっによっによっによっ

てててて高高高高いレベルでいレベルでいレベルでいレベルで修練修練修練修練していくのがしていくのがしていくのがしていくのが今今今今だとだとだとだと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

・・・・    すいませんすいませんすいませんすいません，，，，結論結論結論結論のないのないのないのない話話話話ですけれどもですけれどもですけれどもですけれども，，，，そういうそういうそういうそういう気持気持気持気持ちでやってまいったところですちでやってまいったところですちでやってまいったところですちでやってまいったところです。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    
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・・・・    今今今今のののの話話話話はははは２２２２つあるとつあるとつあるとつあると思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，１１１１つはつはつはつは千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員からおからおからおからお出出出出しいただいたしいただいたしいただいたしいただいた，，，，大都市大都市大都市大都市とととと中小都市問中小都市問中小都市問中小都市問

題題題題のののの確認確認確認確認をををを，，，，細細細細々々々々とととと書書書書かなくてもいいのですがかなくてもいいのですがかなくてもいいのですがかなくてもいいのですが，，，，それにそれにそれにそれに対対対対するするするする認識認識認識認識がこのまちづくりのがこのまちづくりのがこのまちづくりのがこのまちづくりの基本的基本的基本的基本的なななな

方向方向方向方向のののの中中中中にあるべきだというにあるべきだというにあるべきだというにあるべきだという部分部分部分部分をををを，，，，どうどうどうどう表現表現表現表現するかをするかをするかをするかを少少少少しししし検討検討検討検討していただくというのがしていただくというのがしていただくというのがしていただくというのが１１１１つつつつ。。。。    

・・・・    それからもうそれからもうそれからもうそれからもう１１１１つはつはつはつは鈴木委員鈴木委員鈴木委員鈴木委員がががが言言言言われたわれたわれたわれた，，，，やはりやはりやはりやはり市町村市町村市町村市町村をををを越越越越えたえたえたえた課題課題課題課題，，，，問題問題問題問題にににに対対対対してどうしてしてどうしてしてどうしてしてどうして

いくのかといういくのかといういくのかといういくのかという点点点点，，，，これについてこれについてこれについてこれについてはははは後後後後でででで出出出出てくるのでしょうかてくるのでしょうかてくるのでしょうかてくるのでしょうか。。。。それともここでそれともここでそれともここでそれともここで何何何何かかかか触触触触れておいたほれておいたほれておいたほれておいたほ

うがいいのでしょうかうがいいのでしょうかうがいいのでしょうかうがいいのでしょうか。。。。    

・・・・    少少少少しししし検討検討検討検討していただきますかしていただきますかしていただきますかしていただきますか。。。。それともそれともそれともそれとも何何何何かおかおかおかお考考考考ええええははははありますかありますかありますかありますか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    鈴木委員鈴木委員鈴木委員鈴木委員からのからのからのからの御御御御指摘指摘指摘指摘のののの部分部分部分部分についてはについてはについてはについては，，，，このこのこのこの条例条例条例条例がががが作作作作られたそもそものられたそもそものられたそもそものられたそもそもの考考考考えがえがえがえが，，，，市町村市町村市町村市町村のののの

区域区域区域区域をををを越越越越えたえたえたえた広域的広域的広域的広域的なななな観点観点観点観点からのからのからのからの立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導，，，，まちづくりであるとまちづくりであるとまちづくりであるとまちづくりであると認認認認識識識識しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので，，，，やはりやはりやはりやはり

単独単独単独単独のののの市町村市町村市町村市町村のまちづくりののまちづくりののまちづくりののまちづくりの中中中中ではではではでは対応困難対応困難対応困難対応困難なななな部分部分部分部分をををを，，，，このこのこのこの条例条例条例条例がががが担担担担っているものとっているものとっているものとっているものと考考考考えておりえておりえておりえており

ますますますます。。。。    

・・・・    千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員からからからから御御御御指摘指摘指摘指摘のありましたのありましたのありましたのありました都市都市都市都市のののの大大大大きさきさきさきさ，，，，性格性格性格性格にににに応応応応じたじたじたじた基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向のありのありのありのあり方方方方についについについについ

てててて記載記載記載記載をというをというをというをという件件件件につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，今今今今，，，，会長会長会長会長からからからから事務局事務局事務局事務局でででで対応可能対応可能対応可能対応可能かというおかというおかというおかというお話話話話をいただきましをいただきましをいただきましをいただきまし

たがたがたがたが，，，，現時点現時点現時点現時点でででで対応対応対応対応できるできるできるできる，，，，できないということはできないということはできないということはできないということは即答即答即答即答できませんのでできませんのでできませんのでできませんので，，，，色色色色々々々々御御御御意見意見意見意見をいただいをいただいをいただいをいただい

たたたた中中中中でででで検討検討検討検討させていただければとさせていただければとさせていただければとさせていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    そうですねそうですねそうですねそうですね，，，，検討検討検討検討してみてくださいしてみてくださいしてみてくださいしてみてください。。。。そのようなそのようなそのようなそのような取扱取扱取扱取扱いでよろしいでしょうかいでよろしいでしょうかいでよろしいでしょうかいでよろしいでしょうか。。。。    

・・・・    はいはいはいはい，，，，他他他他はいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうか。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは私私私私ののののほうからほうからほうからほうから１１１１つあるのですがつあるのですがつあるのですがつあるのですが，，，，④④④④のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり三法三法三法三法のところにのところにのところにのところに記載記載記載記載のあるのあるのあるのあるコンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで

にぎにぎにぎにぎわいあふれるまちづくりわいあふれるまちづくりわいあふれるまちづくりわいあふれるまちづくり，，，，これはこれはこれはこれは何何何何をいっているかというとをいっているかというとをいっているかというとをいっているかというと，，，，コンパクトはいいのですがコンパクトはいいのですがコンパクトはいいのですがコンパクトはいいのですが，，，，もうもうもうもう

一一一一つはコンプレックスをつはコンプレックスをつはコンプレックスをつはコンプレックスを言言言言っているのですよねっているのですよねっているのですよねっているのですよね。。。。    

・・・・    要要要要すすすするにるにるにるに，，，，従来従来従来従来のののの都市機能都市機能都市機能都市機能というかというかというかというか，，，，土地利用土地利用土地利用土地利用のののの単純化単純化単純化単純化というかというかというかというか，，，，それがそれがそれがそれがあるあるあるある意味意味意味意味ではではではでは都心都心都心都心のののの

にぎにぎにぎにぎわいをわいをわいをわいを失失失失っていったのではないかというっていったのではないかというっていったのではないかというっていったのではないかという考考考考ええええ方方方方があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが，，，，今回今回今回今回のののの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向のののの中中中中

でそれをでそれをでそれをでそれを受受受受けけけけ止止止止めるのはめるのはめるのはめるのは，，，，これはこれはこれはこれは歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちづくりというらせるまちづくりというらせるまちづくりというらせるまちづくりという部分部分部分部分ななななのでしょうのでしょうのでしょうのでしょうかかかか。。。。    

・・・・    括弧括弧括弧括弧のののの中中中中にににに都市機能都市機能都市機能都市機能のののの集積集積集積集積というというというという部分部分部分部分があるのでがあるのでがあるのでがあるので，，，，それにそれにそれにそれに答答答答えているのかなとえているのかなとえているのかなとえているのかなと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが，，，，

歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちづくりとらせるまちづくりとらせるまちづくりとらせるまちづくりと都市機能都市機能都市機能都市機能のののの集積集積集積集積というのはというのはというのはというのは，，，，重重重重なっているというなっているというなっているというなっているという解釈解釈解釈解釈でよろしいですでよろしいですでよろしいですでよろしいです

かかかか。。。。コンプレックスコンプレックスコンプレックスコンプレックスにににについてはついてはついてはついては，，，，歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちづくりというらせるまちづくりというらせるまちづくりというらせるまちづくりという表現表現表現表現でででで答答答答ええええられられられられているのかているのかているのかているのか若干若干若干若干

疑問疑問疑問疑問にににに感感感感じたのですがじたのですがじたのですがじたのですが，，，，どうでしょうかどうでしょうかどうでしょうかどうでしょうか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちづくりにらせるまちづくりにらせるまちづくりにらせるまちづくりに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては，，，，地域地域地域地域ごとにごとにごとにごとに，，，，あるあるあるある程度必要程度必要程度必要程度必要なななな都市機能都市機能都市機能都市機能のののの集積集積集積集積ををををいいいい

たしましてたしましてたしましてたしまして，，，，基本的基本的基本的基本的にはにはにはには車車車車にににに依存依存依存依存しないしないしないしない社会社会社会社会，，，，歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちづくりをらせるまちづくりをらせるまちづくりをらせるまちづくりを目指目指目指目指すというすというすというすという趣旨趣旨趣旨趣旨でででで

書書書書かせていただかせていただかせていただかせていただいたものでございますいたものでございますいたものでございますいたものでございます。。。。    

・・・・    そのそのそのその下下下下のののの誰誰誰誰もがもがもがもが移動移動移動移動しやすいしやすいしやすいしやすい交通交通交通交通サービスサービスサービスサービスもももも整備整備整備整備したしたしたした上上上上であるであるであるである程度役割分担程度役割分担程度役割分担程度役割分担をしようとをしようとをしようとをしようと，，，，直接直接直接直接

のののの答答答答えにはなっていないかもしれませんがえにはなっていないかもしれませんがえにはなっていないかもしれませんがえにはなっていないかもしれませんが，，，，そういったそういったそういったそういった趣旨趣旨趣旨趣旨でまとめさせていただいたものでごでまとめさせていただいたものでごでまとめさせていただいたものでごでまとめさせていただいたものでご

ざいますざいますざいますざいます。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    コンプレックスもコンプレックスもコンプレックスもコンプレックスも１１１１つつつつ間違間違間違間違えるとえるとえるとえると問題問題問題問題がががが出出出出てくるわけですがてくるわけですがてくるわけですがてくるわけですが，，，，やっぱりコンプレックスもやっぱりコンプレックスもやっぱりコンプレックスもやっぱりコンプレックスも重要重要重要重要ではではではでは
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ないかとないかとないかとないかと思思思思いましたのでいましたのでいましたのでいましたので。。。。    
    

（（（（千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員））））    

・・・・    先先先先ほどほどほどほど私私私私がががが確認確認確認確認させていただいたところともさせていただいたところともさせていただいたところともさせていただいたところとも関関関関わってくるのですがわってくるのですがわってくるのですがわってくるのですが，，，，結局結局結局結局，，，，今今今今，，，，会長会長会長会長がががが言言言言われたわれたわれたわれた

ようなようなようなような形形形形でででで，，，，様様様様々々々々なななな機能機能機能機能をををを歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる範囲範囲範囲範囲のののの中中中中でまとめていこうでまとめていこうでまとめていこうでまとめていこう，，，，コンパクトにコンパクトにコンパクトにコンパクトに集約集約集約集約していこうしていこうしていこうしていこう

といったときといったときといったときといったときにににに，，，，それはそれはそれはそれは仙台仙台仙台仙台ではではではでは可能性可能性可能性可能性がありますけれどもがありますけれどもがありますけれどもがありますけれども，，，，それそれそれそれ以外以外以外以外ではむしろではむしろではむしろではむしろそれをそれをそれをそれを実現実現実現実現しししし

たがゆえにたがゆえにたがゆえにたがゆえに経営難経営難経営難経営難にににに陥陥陥陥るというようなことはるというようなことはるというようなことはるというようなことは，，，，もうもうもうもう歴史的歴史的歴史的歴史的にににに事実事実事実事実としてあるわけですよねとしてあるわけですよねとしてあるわけですよねとしてあるわけですよね。。。。    

・・・・    ですのでですのでですのでですので，，，，そのあたりをそのあたりをそのあたりをそのあたりを考考考考えるとえるとえるとえると，，，，歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちづくりというのもらせるまちづくりというのもらせるまちづくりというのもらせるまちづくりというのも難難難難しいしいしいしい表現表現表現表現ではあるのでではあるのでではあるのでではあるので

すがすがすがすが，，，，仙台仙台仙台仙台のののの中中中中ではではではでは仙台仙台仙台仙台のののの中中中中でということになりますがでということになりますがでということになりますがでということになりますが，，，，それそれそれそれ以外以外以外以外についてはについてはについてはについては機関機関機関機関のののの役割分担役割分担役割分担役割分担

なりなりなりなり何何何何なりというのをなりというのをなりというのをなりというのを考考考考えたうえでえたうえでえたうえでえたうえで，，，，そのそのそのその上上上上でででで地域交通地域交通地域交通地域交通ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの整備整備整備整備というというというという，，，，むしろむしろむしろむしろ徳永委員徳永委員徳永委員徳永委員

がががが専門専門専門専門になってくるになってくるになってくるになってくる話話話話なのですけれどなのですけれどなのですけれどなのですけれど，，，，そういうようそういうようそういうようそういうようなななな話話話話なのかなとなのかなとなのかなとなのかなと考考考考えますえますえますえます。。。。    

・・・・    そういうそういうそういうそういう意味意味意味意味でででで二二二二つにつにつにつに分分分分けるかけるかけるかけるか，，，，いくつにいくつにいくつにいくつに分分分分けるかはけるかはけるかはけるかは別別別別ですけれどですけれどですけれどですけれど，，，，地域地域地域地域ごとのごとのごとのごとの状況状況状況状況にににに応応応応じたじたじたじた

話話話話をしなければいけないのかなというをしなければいけないのかなというをしなければいけないのかなというをしなければいけないのかなという気気気気がしましたがしましたがしましたがしました。。。。    

・・・・    あまりあまりあまりあまりそのそのそのその歩歩歩歩いていていていて暮暮暮暮らせるまちづくりをらせるまちづくりをらせるまちづくりをらせるまちづくりを前面前面前面前面にににに出出出出してししてししてししてしまうとまうとまうとまうと，，，，我我我我がががが町町町町にワンセットにワンセットにワンセットにワンセット全部全部全部全部というというというという議議議議

論論論論がまたがまたがまたがまた起起起起こってきてこってきてこってきてこってきて，，，，元元元元のののの黙阿弥黙阿弥黙阿弥黙阿弥になりかねないのではないかになりかねないのではないかになりかねないのではないかになりかねないのではないかというというというという心配心配心配心配がががが少少少少しありましたしありましたしありましたしありました。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    はいはいはいはい，，，，ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます。。。。    

・・・・    このおこのおこのおこのお話話話話についてはについてはについてはについては，，，，本日本日本日本日のののの委員委員委員委員からのおからのおからのおからのお話話話話をををを整理整理整理整理していただいてしていただいてしていただいてしていただいて，，，，どういうどういうどういうどういう風風風風にににに手手手手をををを加加加加えるえるえるえる

かどうかかどうかかどうかかどうか等等等等をををを御御御御検討検討検討検討いただいたいただいたいただいたいただいた上上上上でででで，，，，次回次回次回次回ということでよろしいでしょうかということでよろしいでしょうかということでよろしいでしょうかということでよろしいでしょうか。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは今今今今のおのおのおのお話以外話以外話以外話以外でででで，，，，何何何何かかかか１１１１ページページページページ目目目目でででで御御御御意見意見意見意見やややや御御御御質問質問質問質問ががががあればおあればおあればおあればお出出出出しいただいてしいただいてしいただいてしいただいて，，，，なななな

ければければければければ２２２２ページページページページ目目目目にににに入入入入ってってってっていきたいといきたいといきたいといきたいと思思思思いますがいかがでしょうかいますがいかがでしょうかいますがいかがでしょうかいますがいかがでしょうか。。。。    

・・・・    よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。それではそれではそれではそれでは次次次次のののの御御御御説明説明説明説明をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

※※※※資料資料資料資料６６６６にににに基基基基づきづきづきづき半沢半沢半沢半沢商業振興専門監商業振興専門監商業振興専門監商業振興専門監よりよりよりより説明説明説明説明。。。。    

・・・・    ２２２２ページページページページのののの「「「「特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域へのへのへのへの立地立地立地立地のののの誘導誘導誘導誘導にににに関関関関するするするする施策施策施策施策についてのについてのについてのについての

基本的基本的基本的基本的なななな事項事項事項事項」」」」のののの素案素案素案素案についてについてについてについて御御御御説明説明説明説明しますしますしますします。。。。    

・・・・    本本本本条例条例条例条例においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，集客集客集客集客のののの用用用用にににに供供供供するするするする床面積床面積床面積床面積１１１１万平方万平方万平方万平方メートルメートルメートルメートル超超超超のののの集客施設集客施設集客施設集客施設，，，，ままままたはたはたはたは店舗面店舗面店舗面店舗面

積積積積６６６６千平方千平方千平方千平方メートルメートルメートルメートル超超超超のののの集客施集客施集客施集客施設設設設をををを特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

・・・・    これらのこれらのこれらのこれらの施設施設施設施設にににについてはついてはついてはついては，，，，多多多多くのくのくのくの人人人人々々々々をををを広広広広いいいい地域地域地域地域からからからから集集集集めることやめることやめることやめることや，，，，立地立地立地立地にににに伴伴伴伴いいいい追加的追加的追加的追加的なななな社社社社

会資本整備会資本整備会資本整備会資本整備がががが必要必要必要必要となることなどからとなることなどからとなることなどからとなることなどから，，，，立地場所立地場所立地場所立地場所によってまちづくりにによってまちづくりにによってまちづくりにによってまちづくりに市町村市町村市町村市町村のののの区域区域区域区域をををを越越越越えたえたえたえた大大大大

きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる恐恐恐恐れがあるれがあるれがあるれがある一方一方一方一方でででで，，，，必要必要必要必要なななな都市機能都市機能都市機能都市機能のののの一部一部一部一部でもあることからでもあることからでもあることからでもあることから，，，，コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活活活活

力力力力あるまあるまあるまあるまちづくりのちづくりのちづくりのちづくりの推進推進推進推進にににに向向向向けたけたけたけた，，，，立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域へのへのへのへの立地立地立地立地のののの誘導誘導誘導誘導をををを行行行行うことをこのうことをこのうことをこのうことをこの条例条例条例条例においにおいにおいにおい

てててて具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策としておりますとしておりますとしておりますとしております。。。。    

・・・・    ①①①①のののの部分部分部分部分はははは，，，，条例条例条例条例でででで規定規定規定規定しているそれぞれのしているそれぞれのしているそれぞれのしているそれぞれの立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域をををを記記記記載載載載しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    ①①①①のののの左側左側左側左側についてはについてはについてはについては，，，，立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域としているとしているとしているとしている都市計画都市計画都市計画都市計画のののの用途用途用途用途地域地域地域地域をををを記載記載記載記載したものでしたものでしたものでしたもので，，，，そのそのそのその

中中中中のののの左左左左側側側側にににに平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年のののの都市計画法都市計画法都市計画法都市計画法のののの改正改正改正改正によりによりによりにより大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設のののの立地規制立地規制立地規制立地規制がががが強化強化強化強化されたされたされたされた内内内内

容容容容をををを記載記載記載記載しておりますしておりますしておりますしております。。。。本条例本条例本条例本条例ではさらにではさらにではさらにではさらに絞絞絞絞りりりり込込込込んんんんでででで，，，，立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域はははは商業商業商業商業・・・・近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域のののの

２２２２地域地域地域地域のみとなっておりますのみとなっておりますのみとなっておりますのみとなっております。。。。    

・・・・    都市計画法都市計画法都市計画法都市計画法におけるにおけるにおけるにおける大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設とととと，，，，本条例本条例本条例本条例におけるにおけるにおけるにおける特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設についてはについてはについてはについては定定定定

義義義義がががが異異異異なっておりなっておりなっておりなっており，，，，店舗面積店舗面積店舗面積店舗面積６０００６０００６０００６０００平方平方平方平方メートルメートルメートルメートル超超超超というというというという定義定義定義定義をををを含含含含むのでむのでむのでむので，，，，本本本本条例条例条例条例のほうがのほうがのほうがのほうが対象対象対象対象
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施設施設施設施設のののの範囲範囲範囲範囲がががが広広広広くなっておりますくなっておりますくなっておりますくなっております。。。。    

・・・・    立立立立地誘導地域地誘導地域地誘導地域地誘導地域となっているとなっているとなっているとなっている商業地域商業地域商業地域商業地域，，，，近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域についてはについてはについてはについては，，，，参考資料参考資料参考資料参考資料１１１１のののの最最最最終終終終ページページページページ

にににに記載記載記載記載のとおりのとおりのとおりのとおり全体全体全体全体でもでもでもでも県総面積県総面積県総面積県総面積にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合でででで合合合合わせてわせてわせてわせて約約約約００００．．．．４５４５４５４５％，％，％，％，都市計画都市計画都市計画都市計画のののの区域区域区域区域におにおにおにお

いていていていてはははは合合合合わせてわせてわせてわせて約約約約１１１１．．．．６６６６％％％％とととと，，，，立地誘導地立地誘導地立地誘導地立地誘導地域域域域としてはとしてはとしてはとしては極極極極めてめてめてめて限定限定限定限定されるということをされるということをされるということをされるということを御御御御承知承知承知承知いただいただいただいただ

ければとければとければとければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    ①①①①のののの中央中央中央中央のののの部分部分部分部分はははは中心市街地活性化法中心市街地活性化法中心市街地活性化法中心市街地活性化法にににに基基基基づくづくづくづく２２２２つのつのつのつの区域区域区域区域をををを立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域としているものとしているものとしているものとしているもの

でででで，，，，上段上段上段上段のののの中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画中心市街地活性化基本計画のののの認定認定認定認定をををを受受受受けたけたけたけた中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの区域区域区域区域についてはについてはについてはについては，，，，現在現在現在現在

のところのところのところのところ該当該当該当該当地域地域地域地域はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

・・・・    下段下段下段下段のののの第二種大規模小売店舗立地第二種大規模小売店舗立地第二種大規模小売店舗立地第二種大規模小売店舗立地法法法法特例区域特例区域特例区域特例区域にににについてもついてもついてもついても県内県内県内県内ではではではでは大崎市大崎市大崎市大崎市のののの中心部中心部中心部中心部のみでのみでのみでのみで

ありありありあり，，，，こちらもこちらもこちらもこちらも面積面積面積面積としてはとしてはとしてはとしては極極極極めてめてめてめて限定的限定的限定的限定的ですですですです。。。。    

・・・・    ①①①①のののの右側右側右側右側のののの都市計画法都市計画法都市計画法都市計画法にににに規定規定規定規定するするするする開発整備促進区開発整備促進区開発整備促進区開発整備促進区のののの区域区域区域区域についてもについてもについてもについても，，，，区域区域区域区域をををを定定定定めるにあためるにあためるにあためるにあた

りりりり，，，，都市都市都市都市のののの機能機能機能機能のののの増進増進増進増進にににに貢献貢献貢献貢献することすることすることすることがががが要件要件要件要件とされておりとされておりとされておりとされており，，，，またまたまたまた，，，，制度上制度上制度上制度上，，，，周辺市町村周辺市町村周辺市町村周辺市町村とのとのとのとの広域広域広域広域

調整調整調整調整がががが担担担担保保保保されていることからされていることからされていることからされていることから，，，，こちらもこちらもこちらもこちらも立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域としてとしてとしてとして規定規定規定規定されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

・・・・    以上以上以上以上がががが定定定定められているめられているめられているめられている地域地域地域地域ですがですがですがですが，，，，条例条例条例条例においてはにおいてはにおいてはにおいては，，，，予予予予めめめめ市町村市町村市町村市町村からのからのからのからの申請申請申請申請にににに基基基基づいてづいてづいてづいて，，，，立立立立

地誘導地域地誘導地域地誘導地域地誘導地域からからからから除外除外除外除外するするするする制度制度制度制度，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは①①①①のののの地域以外地域以外地域以外地域以外ににににもももも立立立立地誘導地域地誘導地域地誘導地域地誘導地域をををを指定指定指定指定するするするする制度制度制度制度がががが設設設設

けられておりけられておりけられておりけられており，，，，それがそれがそれがそれが②②②②のののの部分部分部分部分となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

・・・・    ②②②②のののの左側左側左側左側はははは立地誘導除外地域立地誘導除外地域立地誘導除外地域立地誘導除外地域のののの指定指定指定指定でありでありでありであり，，，，条例条例条例条例においてにおいてにおいてにおいて商業地域商業地域商業地域商業地域・・・・近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域近隣商業地域をををを原則原則原則原則

としてとしてとしてとして立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域にににに規規規規定定定定しておりますしておりますしておりますしておりますがががが，，，，市町村市町村市町村市町村のののの申請申請申請申請にににに基基基基づづづづきききき，，，，知事知事知事知事がががが立地誘導除外地立地誘導除外地立地誘導除外地立地誘導除外地

域域域域にににに指定指定指定指定できるというできるというできるというできるという規定規定規定規定がががが設設設設けられておりますけられておりますけられておりますけられております。。。。    

・・・・    ②②②②のののの右側右側右側右側はははは立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域をををを追加追加追加追加でででで指定指定指定指定するするするする制度制度制度制度でありでありでありであり，，，，市町村市町村市町村市町村のののの申請申請申請申請にににに基基基基づきづきづきづき，，，，上段上段上段上段のののの①①①①

以以以以外外外外にににに知事知事知事知事がががが立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域としてとしてとしてとして指定指定指定指定することがすることがすることがすることが可能可能可能可能なななな制度制度制度制度になっておりますになっておりますになっておりますになっております。。。。    

・・・・    ③③③③についてはについてはについてはについては，，，，以上以上以上以上御御御御説明説明説明説明したしたしたした立地誘導地域以外立地誘導地域以外立地誘導地域以外立地誘導地域以外にににに特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設がががが立地立地立地立地するするするする場合場合場合場合

のののの，，，，事前事前事前事前のののの届出制度届出制度届出制度届出制度をををを記載記載記載記載していしていしていしているものでするものでするものでするものです。。。。このこのこのこの届出届出届出届出についてについてについてについて，，，，県県県県としてとしてとしてとして，，，，そのそのそのその立地立地立地立地についてについてについてについて

コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりの観点観点観点観点からからからから，，，，意見意見意見意見あるいはあるいはあるいはあるいは勧告等勧告等勧告等勧告等をををを行行行行うううう制度制度制度制度となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。    

・・・・    そのそのそのその下下下下のののの④④④④とととと②②②②，，，，③③③③がががが諮問諮問諮問諮問・・・・答申答申答申答申というというというという矢印矢印矢印矢印でつながっているでつながっているでつながっているでつながっている点点点点をををを御御御御確認確認確認確認いただけるかといただけるかといただけるかといただけるかと思思思思いいいい

ますますますますがががが，，，，それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの申請申請申請申請ないしないしないしないし届出届出届出届出がなされたがなされたがなされたがなされた場合場合場合場合にににに，，，，本審議会本審議会本審議会本審議会におにおにおにお諮諮諮諮りすることになっておりりすることになっておりりすることになっておりりすることになっており

ますますますます。。。。    

・・・・    そのそのそのその際際際際にはにはにはには，，，，コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで活力活力活力活力あるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりのあるまちづくりの推進推進推進推進のののの観点観点観点観点からからからから，，，，⑤⑤⑤⑤にあるようなにあるようなにあるようなにあるような勘案勘案勘案勘案すべきすべきすべきすべき事事事事

項等項等項等項等をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて審査審査審査審査，，，，御御御御助言助言助言助言をいただくをいただくをいただくをいただくことことことこととなりますとなりますとなりますとなります。。。。    

・・・・    ⑤⑤⑤⑤のののの左側左側左側左側にににについてはついてはついてはついては，，，，１１１１ページページページページ目目目目のののの基本基本基本基本的的的的なななな方向方向方向方向をそのままをそのままをそのままをそのまま移記移記移記移記したものですがしたものですがしたものですがしたものですが，，，，これらにこれらにこれらにこれらにつつつつ

いてまずいてまずいてまずいてまず勘案勘案勘案勘案すべきすべきすべきすべき事項事項事項事項としてとしてとしてとして上上上上げておりますげておりますげておりますげております。。。。    

・・・・    そのそのそのその他他他他，，，，中央中央中央中央とととと右側右側右側右側のののの欄欄欄欄についてはについてはについてはについては，，，，それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの申請申請申請申請ないしないしないしないし届出届出届出届出がなされたがなされたがなされたがなされた際際際際のののの勘案事項勘案事項勘案事項勘案事項やややや

申請事項申請事項申請事項申請事項などなどなどなどをををを記載記載記載記載しているものでありしているものでありしているものでありしているものであり，，，，いずれもいずれもいずれもいずれも条例条例条例条例にににに規定規定規定規定されているものでありますされているものでありますされているものでありますされているものでありますがががが，，，，これこれこれこれ

らをらをらをらを総合的総合的総合的総合的にににに勘案勘案勘案勘案しししし，，，，御御御御審議審議審議審議いただくということをいただくということをいただくということをいただくということを説明説明説明説明したしたしたした部分部分部分部分ですですですです。。。。    

    

・・・・    ３３３３ページページページページのののの「「「「地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの指針指針指針指針となるべきとなるべきとなるべきとなるべき事項事項事項事項」」」」のののの素案素案素案素案についてについてについてについて続続続続けてけてけてけて御御御御説明説明説明説明いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

・・・・    国国国国のののの動動動動きをきをきをきを示示示示しているのがしているのがしているのがしているのが①①①①のののの部分部分部分部分となりますがとなりますがとなりますがとなりますが，，，，まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり三法三法三法三法のうちのうちのうちのうち，，，，中心市街地活性中心市街地活性中心市街地活性中心市街地活性化化化化

法法法法につにつにつについてはいてはいてはいては，，，，平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年のののの改正時改正時改正時改正時にににに事業者事業者事業者事業者によるによるによるによる中心市街地中心市街地中心市街地中心市街地のののの活性化活性化活性化活性化のためののためののためののための施策施策施策施策へのへのへのへの協協協協

力力力力にににに係係係係るるるる責務規定責務規定責務規定責務規定がががが設設設設けられたほかけられたほかけられたほかけられたほか，，，，大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法においてもにおいてもにおいてもにおいても，，，，平成平成平成平成１９１９１９１９年年年年のののの指針指針指針指針
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改訂時改訂時改訂時改訂時ににににまちづくりまちづくりまちづくりまちづくりにおけるにおけるにおけるにおける個個個個々々々々のののの事業者事業者事業者事業者のののの自主的自主的自主的自主的なななな取組取組取組取組にににに対対対対するするするする期待期待期待期待がががが追加追加追加追加されたところでされたところでされたところでされたところで

すすすす。。。。    

・・・・    このこのこのこのようにようにようにように，，，，地域地域地域地域におけるまちづくりににおけるまちづくりににおけるまちづくりににおけるまちづくりに寄与寄与寄与寄与するするするする活動活動活動活動にににに対対対対するするするする期待期待期待期待やややや関心関心関心関心がががが高高高高まってきておりままってきておりままってきておりままってきておりま

すすすす。。。。    

・・・・    そのようそのようそのようそのようなななな状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ，，，，本条例本条例本条例本条例においてはにおいてはにおいてはにおいては集客施設集客施設集客施設集客施設についてについてについてについて規定規定規定規定されておりますがされておりますがされておりますがされておりますが，，，，集客集客集客集客

施設施設施設施設についてはについてはについてはについては，，，，必要必要必要必要なななな都市機能都市機能都市機能都市機能のののの一部一部一部一部としてとしてとしてとして，，，，またまたまたまた多多多多くのくのくのくの人人人人をををを集集集集めるというめるというめるというめるという特性特性特性特性をををを有有有有するするするする施設施設施設施設

としてとしてとしてとして，，，，そのそのそのその活動活動活動活動がががが地域経済地域経済地域経済地域経済やまちづくりにやまちづくりにやまちづくりにやまちづくりに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすことからぼすことからぼすことからぼすことから，，，，こうしたこうしたこうしたこうした活動活動活動活動へのへのへのへの期待期待期待期待がされがされがされがされ

ているところですているところですているところですているところです。。。。    

・・・・    特特特特にににに特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設についてはについてはについてはについては，，，，大大大大きなきなきなきな施設規模施設規模施設規模施設規模をををを有有有有しししし，，，，よりよりよりより広域的広域的広域的広域的なななな集客集客集客集客エリアをエリアをエリアをエリアを持持持持

つことからつことからつことからつことから，，，，まちづくりにおけるまちづくりにおけるまちづくりにおけるまちづくりにおける重要重要重要重要なプレイヤーとしてのなプレイヤーとしてのなプレイヤーとしてのなプレイヤーとしての役割役割役割役割がががが期待期待期待期待されておりされておりされておりされており，，，，そうしたことかそうしたことかそうしたことかそうしたことか

らこのらこのらこのらこの条例条例条例条例においてにおいてにおいてにおいて一定一定一定一定のののの義務付義務付義務付義務付けがなされているものとけがなされているものとけがなされているものとけがなされているものと認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    ③③③③のののの部分部分部分部分はははは，，，，本条例本条例本条例本条例においてにおいてにおいてにおいて地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献活動活動活動活動のののの促進促進促進促進にににに関関関関してしてしてして県県県県がどのようながどのようながどのようながどのような役割役割役割役割をををを与与与与えられてえられてえられてえられて

いるいるいるいるかというかというかというかという部分部分部分部分をををを示示示示したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    

・・・・    そのそのそのその１１１１つがつがつがつが地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ガイドラインのガイドラインのガイドラインのガイドラインの策定策定策定策定，，，，もうもうもうもう１１１１つがつがつがつが特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの地域貢献活動計地域貢献活動計地域貢献活動計地域貢献活動計

画及画及画及画及びびびび実施結果実施結果実施結果実施結果のののの公表公表公表公表ですですですです。。。。    

・・・・    地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ガイドラインについてはガイドラインについてはガイドラインについてはガイドラインについては，，，，そもそもまちづくりにおけるそもそもまちづくりにおけるそもそもまちづくりにおけるそもそもまちづくりにおける課題課題課題課題はははは様様様様々々々々でありでありでありであり，，，，地域貢献活地域貢献活地域貢献活地域貢献活

動動動動をををを行行行行うううう主体主体主体主体であるであるであるである設置者設置者設置者設置者にににに関関関関してもしてもしてもしても規模規模規模規模やややや業種業種業種業種，，，，業態業態業態業態，，，，立地環境立地環境立地環境立地環境はははは様様様様々々々々でありでありでありであり，，，，本来本来本来本来であれであれであれであれ

ばそれぞばそれぞばそれぞばそれぞれのれのれのれの地域地域地域地域，，，，それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの設置者設置者設置者設置者にににに応応応応じたじたじたじた活動活動活動活動がありうるべきとがありうるべきとがありうるべきとがありうるべきと考考考考えておりますえておりますえておりますえておりますがががが，，，，それでそれでそれでそれで

はなかなかはなかなかはなかなかはなかなか地域地域地域地域貢献貢献貢献貢献活動活動活動活動をををを促進促進促進促進するのはするのはするのはするのは難難難難しいということでしいということでしいということでしいということで，，，，県県県県としてコンパクトでとしてコンパクトでとしてコンパクトでとしてコンパクトで活力活力活力活力あるまちあるまちあるまちあるまち

づくりのづくりのづくりのづくりの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向からからからから望望望望ましいましいましいましい活動内容活動内容活動内容活動内容をををを類型化類型化類型化類型化したガイドラインをしたガイドラインをしたガイドラインをしたガイドラインを策定策定策定策定しししし，，，，示示示示すことですことですことですことで，，，，そそそそ

のののの活動活動活動活動をををを誘発誘発誘発誘発，，，，促進促進促進促進，，，，取取取取りりりり組組組組みみみみやすくするということがやすくするということがやすくするということがやすくするということが，，，，このガイドラインにこのガイドラインにこのガイドラインにこのガイドラインに期待期待期待期待されているとされているとされているとされていると考考考考ええええ

ておりますておりますておりますております。。。。    

・・・・    ２２２２つめのつめのつめのつめの公表公表公表公表についてはについてはについてはについては，，，，まずはまずはまずはまずは類型化類型化類型化類型化によりによりによりにより取取取取りりりり組組組組んでいただんでいただんでいただんでいただきますきますきますきますがががが，，，，本来本来本来本来のまちづくりとのまちづくりとのまちづくりとのまちづくりと

いういういういう観点観点観点観点からすればからすればからすればからすれば，，，，地域地域地域地域とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動をををを行行行行っていただくことがっていただくことがっていただくことがっていただくことが重要重要重要重要でありでありでありであり，，，，こうこうこうこう

したしたしたした施設施設施設施設のののの活動活動活動活動をををを公表公表公表公表することですることですることですることで地域地域地域地域とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなった活動活動活動活動をををを促促促促していくしていくしていくしていくというというというという趣旨趣旨趣旨趣旨でこのでこのでこのでこの公表制公表制公表制公表制

度度度度がががが設設設設けられているとけられているとけられているとけられていると認識認識認識認識しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    ④④④④にににについてはついてはついてはついては地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ガイドラインのガイドラインのガイドラインのガイドラインの総体総体総体総体のののの姿姿姿姿をををを簡単簡単簡単簡単にまとめたものですにまとめたものですにまとめたものですにまとめたものです。。。。    

・・・・    基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方のののの部分部分部分部分にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，概概概概ねねねね①①①①からからからから③③③③をコンパクトにまとめたものですをコンパクトにまとめたものですをコンパクトにまとめたものですをコンパクトにまとめたものですがががが，，，，集客施集客施集客施集客施

設設設設のみならずのみならずのみならずのみならず，，，，個個個個々々々々のののの事業事業事業事業者者者者やややや住民住民住民住民のののの自主的自主的自主的自主的なななな取組取組取組取組としてのとしてのとしてのとしての地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動へのへのへのへの期待期待期待期待をををを記載記載記載記載しししし

ておりますておりますておりますております。。。。    

・・・・    公表制度公表制度公表制度公表制度についてはについてはについてはについては，，，，簡単簡単簡単簡単にににに図式化図式化図式化図式化したものですしたものですしたものですしたものです。。。。    

・・・・    例示例示例示例示についてについてについてについてはははは基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向からからからから類型化類型化類型化類型化したものとしてしたものとしてしたものとしてしたものとして，，，，９９９９つのつのつのつの項目項目項目項目をををを例示例示例示例示しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

・・・・    参考資料参考資料参考資料参考資料２２２２としてとしてとしてとして，，，，大項目大項目大項目大項目でででで１０１０１０１０，，，，小項目小項目小項目小項目でででで６５６５６５６５のののの地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの項目項目項目項目がががが例示例示例示例示されておりますされておりますされておりますされております

がががが，，，，これはこれはこれはこれは本条例本条例本条例本条例のののの審議審議審議審議をををを行行行行ったったったった特特特特別委員会別委員会別委員会別委員会のののの席上席上席上席上でででで地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの項目項目項目項目についてについてについてについて議論議論議論議論ささささ

れたものですれたものですれたものですれたものです。。。。    

・・・・    このこのこのこの特別委員会特別委員会特別委員会特別委員会でででで議論議論議論議論されたされたされたされた項目項目項目項目とととと本日本日本日本日いただいたいただいたいただいたいただいた御御御御意見意見意見意見をもとにをもとにをもとにをもとに，，，，基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向にににに沿沿沿沿ってってってって

整理整理整理整理するするするする形形形形でででで地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ガイドラインをガイドラインをガイドラインをガイドラインを策定策定策定策定してしてしてして参参参参りたいりたいりたいりたいとととと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    
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・・・・    ２２２２ページページページページ目目目目についてはについてはについてはについては条例条例条例条例のののの解説解説解説解説とととと審議会審議会審議会審議会のののの役割役割役割役割，，，，それにそれにそれにそれに附帯附帯附帯附帯するするするする事項事項事項事項についてのについてのについてのについての説明説明説明説明，，，，

最後最後最後最後のページについてはのページについてはのページについてはのページについては地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの指針指針指針指針となるべきとなるべきとなるべきとなるべき事項事項事項事項ということでということでということでということで説明説明説明説明がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

・・・・    これこれこれこれらにつきましてらにつきましてらにつきましてらにつきまして御御御御質問質問質問質問，，，，御御御御意見意見意見意見ををををいただきたいといただきたいといただきたいといただきたいと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので，，，，よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いいたしまいいたしまいいたしまいいたしま

すすすす。。。。    
    

（（（（黒田委員黒田委員黒田委員黒田委員））））    

・・・・    このこのこのこの条例条例条例条例のののの運用運用運用運用のののの方法方法方法方法についてですがについてですがについてですがについてですが，，，，今今今今御御御御説明説明説明説明いただいたいただいたいただいたいただいた２２２２ページのページのページのページの③③③③のののの部分部分部分部分のののの新設新設新設新設のののの

届出届出届出届出にににに関連関連関連関連してしてしてして，，，，大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法においてはにおいてはにおいてはにおいては新設新設新設新設やややや変更変更変更変更のののの際際際際にににに住民住民住民住民にににに対対対対するするするする説明会説明会説明会説明会

がががが開催開催開催開催されることになっておりますがされることになっておりますがされることになっておりますがされることになっておりますが，，，，このこのこのこの条例条例条例条例においてもにおいてもにおいてもにおいても資料資料資料資料３３３３のののの２２２２のののの適正立地適正立地適正立地適正立地のののの部分部分部分部分のののの（（（（３３３３））））

のののの立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導のののの基本的基本的基本的基本的なななな仕組仕組仕組仕組みのみのみのみの中中中中でででで，，，，住民等住民等住民等住民等のののの意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ，，，，６６６６ヶヶヶヶ月以内月以内月以内月以内にににに広域的広域的広域的広域的なななな見地見地見地見地かかかか

らららら意見意見意見意見をををを述述述述べるとされていますべるとされていますべるとされていますべるとされています。。。。    

・・・・    大規模小売大規模小売大規模小売大規模小売店舗立地法店舗立地法店舗立地法店舗立地法におけるにおけるにおけるにおける手続手続手続手続きときときときと，，，，このこのこのこの条例条例条例条例におけるにおけるにおけるにおける手続手続手続手続きはきはきはきは，，，，そのあたりそのあたりそのあたりそのあたりのののの住民等住民等住民等住民等

のののの意見意見意見意見，，，，説明説明説明説明のののの部分部分部分部分もももも含含含含めめめめ，，，，一緒一緒一緒一緒にににに行行行行われることになるのでしょうかわれることになるのでしょうかわれることになるのでしょうかわれることになるのでしょうか。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（事事事事務局務局務局務局））））    

・・・・    本本本本条例条例条例条例にににに基基基基づくづくづくづく手続手続手続手続きにつきましてはきにつきましてはきにつきましてはきにつきましては，，，，建築確認建築確認建築確認建築確認ですとかですとかですとかですとか，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは土地土地土地土地利用利用利用利用関係関係関係関係のののの諸法諸法諸法諸法のののの

手続手続手続手続きのきのきのきの前前前前にににに行行行行うといううといううといううという規定規定規定規定がががが設設設設けられておりますけられておりますけられておりますけられております。。。。    

・・・・    従従従従ってってってって，，，，実際実際実際実際にににに施設施設施設施設をオープンするをオープンするをオープンするをオープンする相当前相当前相当前相当前，，，，具体的具体的具体的具体的にはにはにはには２２２２年年年年ほどほどほどほど前前前前にはにはにはには本条例本条例本条例本条例にににに基基基基づくづくづくづく届出届出届出届出

をををを行行行行ってってってっていただくことになろうかといただくことになろうかといただくことになろうかといただくことになろうかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    翻翻翻翻ってってってって大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，届出届出届出届出からからからから８８８８ヶヶヶヶ月月月月のののの開店開店開店開店のののの制限制限制限制限がががが制度制度制度制度としてごとしてごとしてごとしてご

ざいますがざいますがざいますがざいますが，，，，時期的時期的時期的時期的なななな問題問題問題問題としてとしてとしてとして現実的現実的現実的現実的にににに条例条例条例条例のののの手続手続手続手続きとはずれていくのではなかろうかというきとはずれていくのではなかろうかというきとはずれていくのではなかろうかというきとはずれていくのではなかろうかという

のがのがのがのが１１１１点点点点ですですですです。。。。    

・・・・    もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは，，，，本本本本条例条例条例条例につきましてはまちづくりといにつきましてはまちづくりといにつきましてはまちづくりといにつきましてはまちづくりというううう観点観点観点観点，，，，大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法にににに関関関関してはしてはしてはしては周周周周

辺生活環境辺生活環境辺生活環境辺生活環境へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて配慮配慮配慮配慮をををを求求求求めるめるめるめるというというというという法律法律法律法律になっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので，，，，目的目的目的目的がががが異異異異なるもなるもなるもなるも

のですからのですからのですからのですから，，，，自自自自ずとずとずとずと説明説明説明説明会会会会のののの対象対象対象対象者者者者についてもについてもについてもについても異異異異なってくるのではないかとなってくるのではないかとなってくるのではないかとなってくるのではないかと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

・・・・    ただただただただしししし，，，，実際実際実際実際のののの運用運用運用運用のののの段段段段階階階階でででで設置者設置者設置者設置者がどのようにがどのようにがどのようにがどのように手続手続手続手続きをきをきをきを行行行行ってくるかってくるかってくるかってくるか想定想定想定想定ができませんのでができませんのでができませんのでができませんので，，，，

それについてはそれについてはそれについてはそれについては個別個別個別個別にににに対応対応対応対応していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    他他他他にありますでしょうかにありますでしょうかにありますでしょうかにありますでしょうか。。。。    
    

（（（（加藤委員加藤委員加藤委員加藤委員））））    

・・・・    何点何点何点何点かかかか質問質問質問質問があるのですががあるのですががあるのですががあるのですが，，，，まずまずまずまず１１１１点目点目点目点目としてとしてとしてとして①①①①のののの立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域についてはについてはについてはについては，，，，これにこれにこれにこれに該当該当該当該当すすすす

ればこのればこのればこのればこの審議会審議会審議会審議会にはかからないというにはかからないというにはかからないというにはかからないという解釈解釈解釈解釈でいいのかどうかといでいいのかどうかといでいいのかどうかといでいいのかどうかというううう点点点点とととと，，，，第第第第２２２２条第条第条第条第５５５５号号号号ハにハにハにハに該当該当該当該当

するするするする区域区域区域区域はあるのかどうかというはあるのかどうかというはあるのかどうかというはあるのかどうかという点点点点ですですですです。。。。    

・・・・    またまたまたまた，，，，条例条例条例条例によってによってによってによって仙台市内仙台市内仙台市内仙台市内ではではではでは準工業地域準工業地域準工業地域準工業地域にはにはにはには大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設をををを設置設置設置設置できないというできないというできないというできないという話話話話をををを

聞聞聞聞いたのですがいたのですがいたのですがいたのですが，，，，そのあたりとのそのあたりとのそのあたりとのそのあたりとの整合性整合性整合性整合性はどうなるのでしょうかはどうなるのでしょうかはどうなるのでしょうかはどうなるのでしょうか。。。。    

・・・・    またまたまたまた，，，，地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動についてについてについてについて，，，，３３３３ページのページのページのページの制度趣旨制度趣旨制度趣旨制度趣旨のののの中中中中にににに県内県内県内県内のすべてののすべてののすべてののすべての設置者設置者設置者設置者がががが行行行行うとあうとあうとあうとあ

りますがりますがりますがりますが，，，，努力規定努力規定努力規定努力規定とととと義務規定義務規定義務規定義務規定のののの棲棲棲棲みみみみ分分分分けというのはいかがでしょうかけというのはいかがでしょうかけというのはいかがでしょうかけというのはいかがでしょうか。。。。    
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（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    １１１１点目点目点目点目のののの立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域立地誘導地域にににに関関関関してはしてはしてはしては，，，，御御御御質問質問質問質問のとおりのとおりのとおりのとおりこのこのこのこの条例条例条例条例におけるにおけるにおけるにおける事前届出事前届出事前届出事前届出がなくともがなくともがなくともがなくとも立地立地立地立地

がががが可能可能可能可能となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。それからそれからそれからそれから，，，，開発整備促進区開発整備促進区開発整備促進区開発整備促進区につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては今今今今のところのところのところのところ指定指定指定指定されているされているされているされている

区域区域区域区域はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

・・・・    地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの努力規定努力規定努力規定努力規定とととと義義義義務規定務規定務規定務規定についてのについてのについてのについての努力規定努力規定努力規定努力規定のののの部分部分部分部分ですがですがですがですが，，，，地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの

実施実施実施実施そのものについてはそのものについてはそのものについてはそのものについては，，，，施設施設施設施設のののの規模規模規模規模にににに関関関関わらずわらずわらずわらず，，，，集客施設集客施設集客施設集客施設のののの設置者設置者設置者設置者すべてにすべてにすべてにすべてに努力義務努力義務努力義務努力義務がががが課課課課

されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

・・・・    義務規定義務規定義務規定義務規定というのはというのはというのはというのは，，，，集客施設集客施設集客施設集客施設のうちのうちのうちのうち，，，，特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設にににに該当該当該当該当するするするする施設施設施設施設のののの設置者設置者設置者設置者につきにつきにつきにつき

ましてましてましてまして，，，，活動活動活動活動そのものについてはそのものについてはそのものについてはそのものについては前段前段前段前段のとおりのとおりのとおりのとおり努力規定努力規定努力規定努力規定のままですがのままですがのままですがのままですが，，，，そのそのそのその活動活動活動活動のののの計画計画計画計画，，，，それかそれかそれかそれか

らららら実施状況実施状況実施状況実施状況につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，すべてすべてすべてすべて義務義務義務義務としてとしてとしてとして県県県県にににに報告報告報告報告をいただくことになっておりますをいただくことになっておりますをいただくことになっておりますをいただくことになっております。。。。    

・・・・    県県県県はそれをはそれをはそれをはそれを公表公表公表公表することになりますのですることになりますのですることになりますのですることになりますので，，，，従従従従いましていましていましていまして，，，，現在現在現在現在のののの企業企業企業企業ののののＣＳＲ，ＣＳＲ，ＣＳＲ，ＣＳＲ，社会的社会的社会的社会的なななな責任責任責任責任がががが求求求求

められているめられているめられているめられている傾向傾向傾向傾向からからからから考考考考えたえたえたえた場合場合場合場合にはにはにはには，，，，公表公表公表公表されるされるされるされる計画計画計画計画においてにおいてにおいてにおいて全全全全くくくく地域貢地域貢地域貢地域貢献活動献活動献活動献活動をををを行行行行わないわないわないわない

とすることはなかなかとすることはなかなかとすることはなかなかとすることはなかなか想定想定想定想定できないのではできないのではできないのではできないのではないかとないかとないかとないかと思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，条例上条例上条例上条例上はははは，，，，地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動そのもそのもそのもそのも

のについてはのについてはのについてはのについては努力規定努力規定努力規定努力規定のののの部分部分部分部分となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。他他他他にはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうか    
    

（（（（大泉委員大泉委員大泉委員大泉委員））））    

・・・・    活力活力活力活力あるまちづくりについてはあるまちづくりについてはあるまちづくりについてはあるまちづくりについては，，，，やはりやはりやはりやはり地域経済地域経済地域経済地域経済，，，，地域地域地域地域産業産業産業産業のののの視点視点視点視点というものをはずせないとというものをはずせないとというものをはずせないとというものをはずせないと

思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが，，，，そういうそういうそういうそういう視点視点視点視点でででで見見見見ますとますとますとますと，，，，前前前前にににに戻戻戻戻りますがりますがりますがりますが１１１１ページのページのページのページの基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向のののの中中中中にににに地域産地域産地域産地域産

業業業業のののの振興振興振興振興，，，，地域経済地域経済地域経済地域経済のののの振興振興振興振興というようなというようなというようなというような方向性方向性方向性方向性がががが明示明示明示明示されていないのでされていないのでされていないのでされていないので，，，，従従従従ってってってって地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献ガイガイガイガイ

ドラインについてもドラインについてもドラインについてもドラインについても，，，，そこのところがそこのところがそこのところがそこのところが抜抜抜抜けてくるのではないかとけてくるのではないかとけてくるのではないかとけてくるのではないかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    

・・・・    参考資料参考資料参考資料参考資料２２２２にににに地域地域地域地域づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みへみへみへみへのののの協力等協力等協力等協力等のののの項目項目項目項目があってがあってがあってがあって，，，，特特特特にしてほしいというにしてほしいというにしてほしいというにしてほしいという意見意見意見意見がががが

あるあるあるある部分部分部分部分でもありますのででもありますのででもありますのででもありますので，，，，あるいはあるいはあるいはあるいは基本的基本的基本的基本的なななな方向方向方向方向なりなりなりなり例示例示例示例示なりになりになりになりに盛盛盛盛りりりり込込込込むむむむ必要必要必要必要があるのではながあるのではながあるのではながあるのではな

いかといかといかといかと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    地域地域地域地域のののの経済活力経済活力経済活力経済活力をををを含含含含めためためためた部分部分部分部分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，今今今今のところのところのところのところ個性個性個性個性とととと活力活力活力活力あるまちづくりというあるまちづくりというあるまちづくりというあるまちづくりという漠然漠然漠然漠然

としたとしたとしたとした表現表現表現表現にしておりますがにしておりますがにしておりますがにしておりますが，，，，御御御御意見意見意見意見をををを頂戴頂戴頂戴頂戴いたしましたのでいたしましたのでいたしましたのでいたしましたので，，，，具体的具体的具体的具体的にににに検討検討検討検討させていただきたさせていただきたさせていただきたさせていただきた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    なおなおなおなお，，，，それにそれにそれにそれに基基基基づいてづいてづいてづいて，，，，地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動のののの例示例示例示例示についてもについてもについてもについても検討検討検討検討をすすめてまいりたいとをすすめてまいりたいとをすすめてまいりたいとをすすめてまいりたいと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    他他他他にはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうか。。。。    
    

（（（（加藤委員加藤委員加藤委員加藤委員））））    

・・・・    地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のののの③③③③のののの特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設特定大規模集客施設のののの地域貢献活動計画及地域貢献活動計画及地域貢献活動計画及地域貢献活動計画及びびびび実施結果実施結果実施結果実施結果のののの公表公表公表公表のののの右右右右のののの欄欄欄欄
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のところでのところでのところでのところで，，，，一番下一番下一番下一番下にににに市町村市町村市町村市町村がががが独自独自独自独自にまちづくりのにまちづくりのにまちづくりのにまちづくりの観点観点観点観点からからからから同様同様同様同様のののの趣旨趣旨趣旨趣旨のののの条例条例条例条例をををを制制制制定定定定したしたしたした場合場合場合場合

とありますがとありますがとありますがとありますが，，，，県内県内県内県内のののの市町村市町村市町村市町村においてこのようなにおいてこのようなにおいてこのようなにおいてこのような条例条例条例条例があがあがあがあるのかるのかるのかるのか，，，，またまたまたまた，，，，これからこれからこれからこれから考考考考えているえているえているえている市町市町市町市町

村村村村はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか，，，，そのあたりそのあたりそのあたりそのあたりはいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうかはいかがでしょうか。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    おおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    こちらでこちらでこちらでこちらで把握把握把握把握しているしているしているしている限限限限りではりではりではりでは，，，，市町村市町村市町村市町村においてこのにおいてこのにおいてこのにおいてこの趣旨趣旨趣旨趣旨のののの条例条例条例条例はまだはまだはまだはまだ制定制定制定制定されていないとされていないとされていないとされていないと認認認認

識識識識しておりますしておりますしておりますしております。。。。またまたまたまた，，，，今検討今検討今検討今検討されているというところもされているというところもされているというところもされているというところも，，，，こちらとしてはうかがっておりませんこちらとしてはうかがっておりませんこちらとしてはうかがっておりませんこちらとしてはうかがっておりません。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。他他他他にはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうかにはいかがでしょうか    
    

（（（（千葉委員千葉委員千葉委員千葉委員））））    

・・・・    無無無無いいいい物物物物ねだりのようなねだりのようなねだりのようなねだりのような話話話話になるのですがになるのですがになるのですがになるのですが，，，，地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動地域貢献活動やややや立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導にににに関関関関してはこのようにしてはこのようにしてはこのようにしてはこのように進進進進めめめめ

られればいいなというところがあるのですがられればいいなというところがあるのですがられればいいなというところがあるのですがられればいいなというところがあるのですが，，，，要要要要するにそのするにそのするにそのするにその実効性実効性実効性実効性がががが保保保保たれるかどうかいうのがたれるかどうかいうのがたれるかどうかいうのがたれるかどうかいうのが大大大大

切切切切なななな話話話話になってくるのかとになってくるのかとになってくるのかとになってくるのかと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    流流流流れをれをれをれを見見見見たたたた場合場合場合場合，，，，立地誘導立地誘導立地誘導立地誘導よりもよりもよりもよりも地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献のほうがのほうがのほうがのほうが問題問題問題問題になるとになるとになるとになると思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが，，，，そのそのそのその地域貢献地域貢献地域貢献地域貢献

のののの要請要請要請要請にににに応応応応えてくれないえてくれないえてくれないえてくれない場合場合場合場合にはにはにはには公表公表公表公表というのがというのがというのがというのが最後最後最後最後になってくるわけですよねになってくるわけですよねになってくるわけですよねになってくるわけですよね。。。。    

・・・・    公表公表公表公表にににに効果効果効果効果があるかというとがあるかというとがあるかというとがあるかというと，，，，大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法のののの手続手続手続手続ききききにおいてにおいてにおいてにおいて，，，，仙台市仙台市仙台市仙台市がががが勧告勧告勧告勧告をををを行行行行

ったったったった際際際際にににに設置者設置者設置者設置者のののの名前名前名前名前がががが新聞等新聞等新聞等新聞等にもにもにもにも出出出出ましたがましたがましたがましたが，，，，おおおお店店店店にとってみればにとってみればにとってみればにとってみれば宣伝宣伝宣伝宣伝してくれてありがたしてくれてありがたしてくれてありがたしてくれてありがた

いいいいというというというという状態状態状態状態にもなっにもなっにもなっにもなっていたというようなこともありましたていたというようなこともありましたていたというようなこともありましたていたというようなこともありました。。。。    

・・・・    公表公表公表公表でででで実効性実効性実効性実効性をををを担担担担保保保保できるかというのはできるかというのはできるかというのはできるかというのは，，，，大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法大規模小売店舗立地法においてにおいてにおいてにおいてもももも疑問疑問疑問疑問になりますになりますになりますになります

がががが，，，，そのそのそのその点点点点ではではではでは，，，，条例条例条例条例のののの問題問題問題問題というよりもというよりもというよりもというよりも法体系自体法体系自体法体系自体法体系自体のののの問題問題問題問題でででで，，，，個個個個々々々々のののの問題問題問題問題よりもよりもよりもよりも国会等国会等国会等国会等でででで話話話話しししし

てもてもてもてもらわなければならないらわなければならないらわなければならないらわなければならない大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題になるのですがになるのですがになるのですがになるのですが，，，，何何何何かもうかもうかもうかもう少少少少ししししないのかなというのはないのかなというのはないのかなというのはないのかなというのは思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。せっかくやるのであればせっかくやるのであればせっかくやるのであればせっかくやるのであれば，，，，やはりやはりやはりやはり実効性実効性実効性実効性あるものにするためにあるものにするためにあるものにするためにあるものにするために何何何何かかかか考考考考えられないのかなとえられないのかなとえられないのかなとえられないのかなと，，，，

考考考考えられないからここでとまっているのですがえられないからここでとまっているのですがえられないからここでとまっているのですがえられないからここでとまっているのですが，，，，悩悩悩悩ましいところというのがましいところというのがましいところというのがましいところというのが意見意見意見意見というかというかというかというか感想感想感想感想ですですですです。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    今今今今のおのおのおのお話話話話はははは罰則罰則罰則罰則のののの話話話話でもあるわけですがでもあるわけですがでもあるわけですがでもあるわけですが，，，，飴飴飴飴のほうののほうののほうののほうの話話話話もももも，，，，何何何何かボーナスとかかボーナスとかかボーナスとかかボーナスとか表彰制度表彰制度表彰制度表彰制度といっといっといっといっ

たようなたようなたようなたような議論議論議論議論ははははあったのでしょうかあったのでしょうかあったのでしょうかあったのでしょうか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    今今今今まさにまさにまさにまさに会長会長会長会長からおからおからおからお話話話話をいただきましたとおりをいただきましたとおりをいただきましたとおりをいただきましたとおり，，，，公表公表公表公表についてはについてはについてはについては２２２２面面面面あるとあるとあるとあると思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。    

・・・・    １１１１つはつはつはつは，，，，実施実施実施実施するするするする，，，，しないにしないにしないにしないに関関関関わらずわらずわらずわらず，，，，提出提出提出提出いただきいただきいただきいただき公表公表公表公表するというするというするというするという制度制度制度制度によってによってによってによって，，，，実施実施実施実施のののの後押後押後押後押

しになるのではないかとしになるのではないかとしになるのではないかとしになるのではないかといういういういう点点点点ですですですです。。。。全全全全くしないということもくしないということもくしないということもくしないということも公表公表公表公表されることになりますのでされることになりますのでされることになりますのでされることになりますので。。。。    

・・・・    もうもうもうもう１１１１つはつはつはつは，，，，会長会長会長会長からおからおからおからお話話話話をいただいたようにをいただいたようにをいただいたようにをいただいたように，，，，逆逆逆逆にこのにこのにこのにこの公表制度公表制度公表制度公表制度をををを活活活活かしていただいてかしていただいてかしていただいてかしていただいて，，，，活動活動活動活動

のののの内容内容内容内容ををををＰＲＰＲＰＲＰＲしていただければとしていただければとしていただければとしていただければと考考考考えてえてえてえておりますのでおりますのでおりますのでおりますので，，，，さらにそのさらにそのさらにそのさらにその先先先先のののの表彰制度表彰制度表彰制度表彰制度などについてはなどについてはなどについてはなどについては，，，，

今後今後今後今後のののの運用運用運用運用のののの中中中中でででで検討検討検討検討していければとしていければとしていければとしていければと思思思思っておりますっておりますっておりますっております    

・・・・    またまたまたまた，，，，先先先先ほどのほどのほどのほどの加藤委員加藤委員加藤委員加藤委員のののの質問質問質問質問のののの中中中中でででで，，，，仙台市仙台市仙台市仙台市のののの条例条例条例条例とのとのとのとの関係関係関係関係のののの部分部分部分部分をををを答答答答えておりませんでえておりませんでえておりませんでえておりませんで

したのでしたのでしたのでしたので，，，，併併併併せてせてせてせて回答回答回答回答いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

・・・・    仙台市仙台市仙台市仙台市にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては，，，，昨年昨年昨年昨年のののの１２１２１２１２月月月月にににに都市計画法都市計画法都市計画法都市計画法にににに基基基基づづづづきききき大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設大規模集客施設のののの立地立地立地立地をををを一部一部一部一部

制限制限制限制限するというするというするというするという条例条例条例条例がががが設設設設けられましたけられましたけられましたけられました。。。。具体的具体的具体的具体的にはにはにはには準工業地域準工業地域準工業地域準工業地域のののの全部全部全部全部とととと，，，，商業地域及商業地域及商業地域及商業地域及びびびび近隣商近隣商近隣商近隣商
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業地域業地域業地域業地域のののの一部一部一部一部につきましてにつきましてにつきましてにつきまして，，，，立地立地立地立地をををを制限制限制限制限するというするというするというするという内容内容内容内容ですですですです。。。。    

・・・・    こうしたこうしたこうしたこうした１１１１万平方万平方万平方万平方メートルをメートルをメートルをメートルを超超超超えるえるえるえる施設施設施設施設のののの立地立地立地立地がががが制限制限制限制限されているされているされているされている地地地地域域域域につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，そのようそのようそのようそのよう

なななな規模規模規模規模のののの施設施設施設施設のののの立地立地立地立地そのものができませんのでそのものができませんのでそのものができませんのでそのものができませんので，，，，本本本本条例条例条例条例のののの届出届出届出届出もなもなもなもないということになろうかといということになろうかといということになろうかといということになろうかと思思思思

いますいますいますいます。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    

・・・・    今今今今ののののおおおお話話話話とととと関連関連関連関連しましてしましてしましてしまして，，，，市町村市町村市町村市町村やややや県庁内県庁内県庁内県庁内でもあるとでもあるとでもあるとでもあると思思思思いますがいますがいますがいますが，，，，関連関連関連関連するするするする他他他他のののの手続手続手続手続きについきについきについきについ

てててて，，，，どちらをどちらをどちらをどちらを先先先先にににに手当手当手当手当てするというようなてするというようなてするというようなてするというような手順手順手順手順のようなものはあるのでしょうかのようなものはあるのでしょうかのようなものはあるのでしょうかのようなものはあるのでしょうか。。。。    

・・・・    少少少少しししし気気気気になったのはになったのはになったのはになったのは今話題今話題今話題今話題にあがったにあがったにあがったにあがった仙台市仙台市仙台市仙台市のののの例例例例ですがですがですがですが，，，，白地地域白地地域白地地域白地地域にににに関関関関してはしてはしてはしては土地利用調土地利用調土地利用調土地利用調

整条例整条例整条例整条例というものがあってというものがあってというものがあってというものがあって，，，，そちらのそちらのそちらのそちらの審議審議審議審議もあるのですがもあるのですがもあるのですがもあるのですが，，，，そういったものとどちらがそういったものとどちらがそういったものとどちらがそういったものとどちらが先先先先にににに，，，，どのどのどのどの順順順順

序序序序でででで行行行行わわわわれるかというところはれるかというところはれるかというところはれるかというところは，，，，一応想定一応想定一応想定一応想定しておくしておくしておくしておく必要必要必要必要があるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかとがあるのではないかと思思思思うのですがうのですがうのですがうのですが，，，，そのそのそのその

当当当当たりのたりのたりのたりの調査調査調査調査というのはどうでしょうかというのはどうでしょうかというのはどうでしょうかというのはどうでしょうか，，，，一通一通一通一通りされておりますかりされておりますかりされておりますかりされておりますか。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    資料資料資料資料５５５５のののの６６６６ページにページにページにページに記載記載記載記載がありましてがありましてがありましてがありまして，，，，本条例第本条例第本条例第本条例第６６６６条第条第条第条第３３３３項項項項においてにおいてにおいてにおいて，，，，本条例本条例本条例本条例のののの新設等新設等新設等新設等のののの届出届出届出届出

についてはについてはについてはについては建築確認等建築確認等建築確認等建築確認等にににに先先先先だってだってだってだって行行行行うよううよううよううよう努努努努めなければならないというめなければならないというめなければならないというめなければならないという規定規定規定規定がががが設設設設けられておりまけられておりまけられておりまけられておりま

すすすす。。。。    

・・・・    そのそのそのその右側右側右側右側のののの規則第規則第規則第規則第１２１２１２１２条条条条でででで具体的具体的具体的具体的にににに記載記載記載記載しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが，，，，第第第第１１１１号号号号でででで建築基準法建築基準法建築基準法建築基準法にににに基基基基づくづくづくづく建築建築建築建築

確認確認確認確認，，，，第第第第２２２２号号号号でででで森林法森林法森林法森林法にににに基基基基づくづくづくづく開発許可開発許可開発許可開発許可，，，，第第第第３３３３号号号号でででで農地法農地法農地法農地法にににに基基基基づくづくづくづく農地転用農地転用農地転用農地転用のののの許可許可許可許可，，，，第第第第４４４４号号号号でででで

都市都市都市都市計画法計画法計画法計画法にににに基基基基づくづくづくづく開発許可開発許可開発許可開発許可，，，，第第第第５５５５号号号号はははは第第第第２２２２号号号号からからからから第第第第４４４４号号号号までのうちまでのうちまでのうちまでのうち，，，，市町村市町村市町村市町村にににに事務移譲事務移譲事務移譲事務移譲されされされされ

たものについてカバーするたものについてカバーするたものについてカバーするたものについてカバーする条項条項条項条項になっておりますのでになっておりますのでになっておりますのでになっておりますので，，，，これらこれらこれらこれら４４４４つのつのつのつの法律法律法律法律にににに限定限定限定限定してしてしてして前後関係前後関係前後関係前後関係

がががが規定規定規定規定されておりますされておりますされておりますされております。。。。    

・・・・    先先先先ほどほどほどほど会長会長会長会長からおからおからおからお話話話話あったあったあったあった部分部分部分部分につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，残念残念残念残念ながらこちらではながらこちらではながらこちらではながらこちらでは把握把握把握把握をしてをしてをしてをしておりませんおりませんおりませんおりません。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    わかりましたわかりましたわかりましたわかりました。。。。そういったときのそういったときのそういったときのそういったときの対処対処対処対処もももも，，，，基本的基本的基本的基本的にはどうもこのにはどうもこのにはどうもこのにはどうもこの条例条例条例条例がががが最初最初最初最初のののの対応対応対応対応になるになるになるになる気気気気もいもいもいもい

たたたたしますがしますがしますがしますが。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは時間時間時間時間もきたようですがもきたようですがもきたようですがもきたようですが，，，，何何何何かかかか最後最後最後最後にありましたらにありましたらにありましたらにありましたら，，，，どうぞおどうぞおどうぞおどうぞお出出出出しいただければとしいただければとしいただければとしいただければと思思思思いまいまいまいま

すすすす。。。。よろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうかよろしいでしょうか。。。。    

・・・・    そうしましたらこのそうしましたらこのそうしましたらこのそうしましたらこの基本的基本的基本的基本的なななな方針方針方針方針につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，本日本日本日本日のののの御御御御意見意見意見意見をををを踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして，，，，事務局事務局事務局事務局でででで方方方方

針案針案針案針案をををを作成作成作成作成していただくこととなりますのでしていただくこととなりますのでしていただくこととなりますのでしていただくこととなりますので，，，，よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしたいといしたいといしたいといしたいと思思思思いますいますいますいます    

・・・・    なおなおなおなお冒頭申冒頭申冒頭申冒頭申しししし上上上上げましたようにげましたようにげましたようにげましたように，，，，本日本日本日本日出出出出しきれなかったしきれなかったしきれなかったしきれなかった御御御御意見等意見等意見等意見等がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら，，，，事務局事務局事務局事務局のほうのほうのほうのほう

にメールにメールにメールにメール，，，，ファックスファックスファックスファックス，，，，あるいはおあるいはおあるいはおあるいはお電話電話電話電話でででで御御御御連絡連絡連絡連絡いただければといただければといただければといただければと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは，，，，今今今今のようなのようなのようなのような進進進進めめめめ方方方方でよろしゅうございますかでよろしゅうございますかでよろしゅうございますかでよろしゅうございますか。。。。    

・・・・    はいはいはいはい，，，，それではそれではそれではそれでは何何何何かかかか事務局事務局事務局事務局からからからから補足補足補足補足，，，，連絡連絡連絡連絡がありましたらどうぞがありましたらどうぞがありましたらどうぞがありましたらどうぞ。。。。    
    

（（（（事務局事務局事務局事務局））））    

・・・・    恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが，，，，御御御御意見意見意見意見についてはについてはについてはについては６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日のののの金曜日金曜日金曜日金曜日までにメールやファックスまでにメールやファックスまでにメールやファックスまでにメールやファックス等等等等でいただけでいただけでいただけでいただけ

ればとればとればとればと思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては，，，，今後今後今後今後，，，，市町村市町村市町村市町村，，，，関係団体関係団体関係団体関係団体にこのにこのにこのにこの素案素案素案素案にににに対対対対するするするする意見意見意見意見のののの照会照会照会照会をををを行行行行

いましていましていましていまして，，，，委員委員委員委員のののの皆様方皆様方皆様方皆様方からのからのからのからの意見意見意見意見とととと，，，，関係団体関係団体関係団体関係団体からのからのからのからの意見意見意見意見もももも踏踏踏踏まえましてまえましてまえましてまえまして基本方針案基本方針案基本方針案基本方針案のののの作成作成作成作成
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をををを進進進進めてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいとめてまいりたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。    

・・・・    最後最後最後最後にににに次回次回次回次回のののの審議会審議会審議会審議会のののの日程日程日程日程をこのをこのをこのをこの場場場場でででで調整調整調整調整させていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいとさせていただきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。事務局事務局事務局事務局といたしといたしといたしといたし

ましてはましてはましてはましては，，，，７７７７月月月月２４２４２４２４日日日日のののの金曜日金曜日金曜日金曜日のののの午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時からからからからのののの開催開催開催開催をををを考考考考えておりますがえておりますがえておりますがえておりますが，，，，いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか。。。。    
    

（（（（山田会長山田会長山田会長山田会長））））    

・・・・    いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうか，，，，よろしいですかよろしいですかよろしいですかよろしいですか。。。。    

・・・・    事前事前事前事前にににに少少少少しししし調整調整調整調整をおをおをおをお願願願願いしておりましたのでいしておりましたのでいしておりましたのでいしておりましたので，，，，よろしいですねよろしいですねよろしいですねよろしいですね。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは７７７７月月月月２４２４２４２４日日日日のののの金曜日金曜日金曜日金曜日のののの午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時からということでからということでからということでからということで，，，，よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

・・・・    それではそれではそれではそれでは，，，，本日本日本日本日のののの議題議題議題議題はすべてはすべてはすべてはすべて終了終了終了終了したかとしたかとしたかとしたかと思思思思いますのでいますのでいますのでいますので，，，，これでこれでこれでこれで終終終終わらせていただきたいとわらせていただきたいとわらせていただきたいとわらせていただきたいと

思思思思いますいますいますいます。。。。    

・・・・    今日今日今日今日はははは貴重貴重貴重貴重なななな御御御御意見意見意見意見ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。引引引引きききき続続続続きよろしくおきよろしくおきよろしくおきよろしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    


