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藩政時代 から続く由緒あ る仙台七夕まつ りに代 表されるみやぎの伝統文化は︑ その多く が﹁まち﹂であ る中 心

市街地を 舞台とし ︑そこに暮 らす様 々な人 々に よって 支えられ ︑今日まで伝えられてきた ︒
﹁まち ﹂は単 なる住 居

や商業 施設等の集まりでは なく︑人 々が集い︑心が触れ合う 場であり︑ それ自体 が地 域の特性を 表す文化 の一つ
の形態で さえあっ た︒

しかしながら︑自動車交通の発達︑都市 機能の拡 散︑大規 模な集客施設の郊 外立地 等に より中 心市街地 の空 洞

化 が進み ︑
﹁まち ﹂が衰退 しつつあ る ︒さらに ︑地球的規 模の環 境問題 の 顕在化 ︑少子 高齢化 の進展といっ た社会
経 済情勢 の急速な変化 への対応も 喫緊の 課題であ る︒

今こそ︑政 策の変革が必 要であ る︒環 境への負荷 が少 なく︑人に 優しく︑にぎわい のあ る﹁まちづくり﹂を推

進す るための第一歩として︑何 よりも人 々の集う 施設を﹁まち﹂に 誘導す るとともに︑人 々の集う 施設を 設置し
てい る者に よる﹁まちづくり﹂活動を促 進す ることが重要であ る︒

ここに︑市町村 の区域を 超えた広 域的な 見地に よる特定大規 模集客施設の 立地 誘導地 域への 立地 の誘導︑地 域

貢献活動 の促 進等に関 し必 要な事項を定 めるため︑ この条例を制定す る︒
第一 章 総則
︵目的︶

第一 条 この条例は︑コ ンパクトで活力あ るまちづくりを推 進す る上で特定大規 模集客施設の 立地 場所及び地 域

貢献活動 が特に 重要であ ることに かん がみ︑市町村 の区域を 超えた広 域的 な 見地に よる特定大規 模集客施設の

立地 誘導地 域への 立地 の誘導︑地 域貢献活動 の促 進等に関 し必 要な事項を定 めることに より︑活力あ る地 域経

済の発展を 図り ︑
及び環 境への負荷 の少 ない持 続的 発展が可能な地 域社会 の構築に 寄与す ることを目的とす る ︒
︵定 義︶

コ ンパクトで活力あ るまちづくり 地 域の特性︑伝統 及び文化を 生かし︑地 域の 生活環 境の保持に配慮 し

第二 条 この条例において︑次 の各号に掲げ る用語の意義は︑ それぞれ当 該各号に定 めるところに よる︒
一

つつ︑特定大規 模集客施設の 立地 誘導地 域への 立地 の誘導並びに道路︑上 下水道 その他 の公共 施設の有効活

用及び 適切な配 置誘導をす ることに より環 境への負荷 が少 なく︑暮 らしやすく︑及びにぎわい のあ る地 域社

集客施設 劇 場︑映 画館 ︑演芸 場若しくは 観覧場又は店舗 ︑飲食店 ︑展示 場︑遊技 場︑勝馬投票券 発売所 ︑

会を 構築す ることをい う︒
二

場外車券売 場その他 これらに 類す る用途で規則で定 めるも のに供す る建築物をい う︒

三 特定大規 模集客施設 集客施設︵一 の集客施設として規則で定 めるも のを含む ︒︶であって ︑集客施設の 用

途に供す る部 分︵劇 場︑映 画館︑演芸 場又は 観覧場の 用途に供す る部 分にあっては︑ 客席 の部 分に限 る︒以

下同じ ︒︶の床面 積︵建築基準法 施行令︵昭和二十 五年政令 第三百三十 八号 ︶第二 条第一項 第三号の規定に よ

り 算定 された床面 積をい う ︒
以下同じ ︒︶
の合 計が一 万平 方メ ートルを 超え るも の又は 集客施設の店舗面 積︵大

規 模小売店舗 立地法︵平 成十年法 律第九十一 号 ︶第二 条第一項 の店舗面 積をい う ︒以下同じ ︒︶の合 計が六千

コ ンパクトで活力あ るまちづく りの推 進に 寄与す る活動で︑
集客施設を 設置してい る者︵国

平 方メ ートルを 超え るも のをい う︒
四 地 域貢献活動

及び地 方公共団体を 除く ︒以下﹁集客施設の設置者 ﹂とい う ︒︶が ︑当 該集客施設が所在す る地 域において行
立地 誘導地 域 次 のいず れかに 該当す る地 域又は 区域をい う︒

うも のをい う︒
五

中 心市街地 の活性化に関す る法 律︵平 成十年法 律第九十二号︶第十六条第一項に規定す る認定中 心市街

域︵ 以下﹁ 立地 誘導除外地 域﹂とい う ︒
︶を 除く︒

しい 支障を及ぼすおそれがあ ると認められる地 域として︑市町村 の長 の申請に基づいて 知事 が指 定 した地

定大規 模集客施設が 立地す ることに よりその市町村におけるコ ンパクトで活力あ るまちづくりの推 進に著

イ 都市 計画法︵ 昭和 四十三年法 律第百号︶第八条第一項 第一 号の近 隣商業地 域及び 商業地 域︒ただし︑特

ロ

地 の区域又は 同法 第五十 五条第一項に規定す る第二種大規 模小売店舗 立地法特例 区域

ハ 特定大規 模集客施設が 立地す ることに よりコ ンパクトで活力あ るまちづくりを促 進す ると認められる地

域として︑市町村 の長 の申請に基づいて 知事 が指定 した地 域その他規則で定 める地 域
六 土地利 用関係 計画 次に掲げ るも のをい う︒

国土利 用計画法︵ 昭和 四十九年法 律第九十二号︶第七条第一項 の都道 府県計画︑同法 第八条第一項 の市

の総合的な 計画を含む ︒
︶のうち土地利 用に関す る部 分

イ 地 方自治法︵ 昭和二十二年法 律第六十七号︶第二 条第四項 の基本 構想︵当 該基本 構想を 具体化す るため
ロ

町村 計画又は 同法 第九 条第一項 の土地利 用基本 計画

ハ 都市 計画法 第六条の二第一項 の都市 計画区域の整 備︑ 開発及び保全 の方針 又は 同法 第十 八条の二第一項
の基本 方針

ニ

農業振 興地 域の整 備に関す る法 律︵ 昭和 四十 四年法 律第五十 八号︶第八条第一項 又は 同法 第九 条第一項

中 心市街地 の活性化に関す る法 律第九 条第十項 の認定基本 計画

その他 土地利 用に関す る計画で規則で定 めるも の

の農業振 興地 域整 備計画

ホ
へ

第六条第一項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施 設の所在地 の属す る市町村をい う︒

立地市町村

七

第六条第一項 の規定に よる届出を した者︵相 続︑合 併又は 分割に よりその地位を 承継 した者

立地市町村に 隣接す る市町村をい う︒

新設届出者

八 隣接市町村
九
変更 届出者

新設届出者 又は 変更 届出者をい う︒

第八条第一項 の規定に よる届出を した者︵相 続︑合 併又は 分割に よりその地位を 承継 した者

を含 む ︒
︶をい う︒
十
新設届出者 等

を含 む ︒
︶をい う︒
十一

県は︑コ ンパクトで活力あ るまちづくりを推 進す るため︑市町村との緊密な 連携を 図りつつ︑市町村 の

︵ 県の責 務︶
第三 条

区域を 超えた広 域的な 見地に より特定大規 模集客施設の 立地 誘導地 域への 立地を 誘導し︑及び地 域貢献活動を
促 進す るために 必 要な措置を 講ず るも のとす る︒
︵基本 方針 ︶

第四条 知事は︑市町村 の区域を 超えた広 域的な 見地 からコ ンパクトで活力あ るまちづくりを推 進す るため︑特

基本 方針には︑次に掲げ る事項を定 めるも のとす る︒

なければ ならない︒

定大規 模集客施設の 立地 誘導地 域への 立地 の誘導等に関す る基本的な 方針︵以下﹁基本 方針 ﹂とい う ︒︶を定 め
２

コ ンパクトで活力あ るまちづくりに関す る基本的な 方向

知事は︑基本 方針を定 め︑ 又は これを 変更 しようとす るときは︑あ らかじめ︑宮城 県特定大規 模集客施設立

三 地 域貢献活動 の指針となるべき事項

二 特定大規 模集客施設の 立地 誘導地 域への 立地 の 誘導に関す る施策について の基本的な事項

一

３

知事は︑基本 方針を定 め︑ 又は これを 変更 したときは︑ 遅滞 なく︑ これを公 表しなければ ならない︒

地 誘導審議会 の意見を 聴かなければ ならない︒
４

第二 章 特定大規 模集客施設の 立地 誘導地 域への 立地 誘導
︵市町村 の長 の申請に基づく 立地 誘導地 域等の指定手 続等︶

知事は︑ 第二 条第五号イただし書 又は 同号ハの指定を したときは︑ その旨を公 告す るとともに︑ その旨を当

集客施設立地 誘導審議会及び関係す る市町村 の長 の意見を 聴かなければ ならない︒

知事は︑ 第二 条第五号イただし書 又は 同号ハの指定を しようとす るときは︑あ らかじめ︑宮城 県特定大規 模

る事項を記 載した書 類を 添付し︑ これを 知事に 提出しなければ ならない︒

第五条 市町村 の長は︑ 第二 条第五号イただし書 又は 同号ハの申請を しようとす るときは︑ 申請書に規則で定 め
２
３

該指定に係 る市町村 の長及び 前項 の関係す る市町村 の長に通 知しなければ ならない︒

知事は︑ 第二 条第五号イただし書 又は 同号ハの指定を しない こととしたときは︑ その旨を 第一項 の規定に よ

第二 条第五号イただし書 又は 同号ハの指定は︑ 第三項 の規定に よる公 告に よって その効力を 生ず る︒

４
５

前各項 の規定は︑ 第二 条第五号イただし書 又は 同号ハの指定 の変更 又は解 除について準 用す る︒

る申請を した市町村 の長及び 第二項 の関係す る市町村 の長に通 知しなければ ならない︒
６

︵特定大規 模集客施設の新設に関す る届出 等︶

第六条 特定大規 模集客施設の新設︵ 建築物 の床面 積を 変更 し︑ 又は 既存 の建築物 の全部 若しくは一部 の 用途を

変更す ることに より特定大規 模集客施設となる 場合及び 建築物 の店舗面 積を 変更 し︑ 又は 既存 の建築物 の全部

若しくは一部を小売業︵大規 模小売店舗 立地法 第二 条第一項 の小売業をい う ︒︶を行うための店舗 の 用に供す る

ことに より特定大規 模集客施設となる 場合を含む ︒以下同じ ︒︶をす る者︵集客施設以外の 用に供 し又は供 させ

るためその建築物 の一部 の新設をす る者 があ るときは その者を 除くも のとし︑ 集客施設の 用に供 し又は供 させ

るためその建築物 の一部を 新設す る者 又は 設置してい る者 があ るときは そ の者を含む︒以下同じ ︒︶は ︑あ らか
特定大規 模集客施設の名称

じめ︑規則で定 めるところに より︑次に掲げ る事項を 知事に 届け出なければ ならない︒
一

二 特定大規 模集客施設を 設置す る者 の氏 名又は 名称及び住所並びに法人にあっては代 表者 の氏 名

三 特定大規 模集客施設の新設を しようとす る土地︵以下﹁新設予定地 ﹂とい う ︒︶の所在地及び その敷地︵特

定大規 模集客施設及び これに 附属す る規則で定 める施設の敷地をい う︒以下同じ ︒
︶の面 積
四 特定大規 模集客施設の 用途
五 特定大規 模集客施設の 用途に供す る部 分の床面 積の合 計
六 特定大規 模集客施設の店舗面 積の合 計

七 特 定大規 模集客 施設の新 設予定 地 の 用途地 域︵都市 計画法 第 八条第一項 第一 号に 規定す る用途 地 域をい
う︒
︶

八 特定大規 模集客施設の新設予定地において行われることとなる土地 の区画形 質の変更に 着手 しようとす る

日及び特定大規 模集客施設の新設に係 る建築物 の新築︑ 改築 若しくは増築 又は 集客施設への 用途 の変更に係
る工事に 着手 しようとす る日
九 特定大規 模集客施設の営業を 開始 しようとす る日

十 特定大規 模集客施設の一 日︑一 月 又は一年当 たりの平 均的な利 用者 の人 数の見込み及び 集客予定 区域︵当

該特定大規 模集客施設を利 用す ると 見込まれる者 の居住す る区域をい う ︒以下同じ ︒︶並びに それらの算出 根
十一
その他規則で定 める事項

特定大規 模集客施設の新設予定地を選定 した理由

拠
十二

前項 の規定に よる届出の内 容と基本 方針及び 県の土地利 用関係 計画との適合について の見解及び その理由

前項 の規定に よる届出には︑次に掲げ る事項を記 載した書 類を 添付し なければ ならない︒

一

前項 の規定に よる届出の内 容と 立地市町村 の土地利 用関係 計画との適合について の見解及び その理由

２
二

前項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施設の新設が︑ 集客予定 区域の所在す る市町村 ︵ 立地市町村

六

前項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施設の新設予定地 の周辺における公共交通 機関 の状況及び当
該特定大規 模集客施設に到 達す るための交通手段 の状況

第一項 の規定に よる届出は ︑特定大規 模集客施設の新設について 建築基準法︵昭和二十 五年法 律第二百一 号 ︶

その他規則で定 める事項

五 第十 八条第一項に規定す る地 域貢献活動 計画の概 要

四

を 除く ︒
︶における土地利 用関係 計画の推 進に及ぼす影響について の見解及び その理由

三

３

第六条第一項 の確認 その他法令に基づく 許可等の処 分で規則で定 めるも の︵以下﹁建築 確認 等 ﹂とい う ︒︶を 要

す ることとされてい るときは︑当 該建築 確認 等に係 る申請︑ 届出その他 の手 続に 先立って行う よう努 めなけれ

知事は ︑第一項 の規定に よる届出があっ たときは ︑速 やかに ︑規則で定 めるところに より ︑当 該届出の概 要︑

隣接市町村 の長に通 知す るとともに︑当 該届出及び 第二項 の書 類の写 しを送 付しなければ ならない︒

知事は︑ 第一項 の規定に よる届出があっ たときは︑速 やかに︑ その旨を当 該届出に係 る立地市町村 の長及び

ば ならない︒
４
５

当 該届出のあっ た年 月 日及び 縦覧場所を公 告し︑当 該届出及び 第二項 の書 類を当 該公 告の日の翌 日から起 算し
て 四月間 縦覧に供 しなければ ならない︒

６ 特定大規 模集客施設について︑当 該特定大規 模集客施設の営業を 開始 した日における床面 積又は店舗面 積を

超えて当 該特定大規 模集客施設の 用途に供す る部 分の床面 積又は店舗面 積を増 加させ る 場合︵規則で定 める 場

合を 除く ︒
︶は︑当 該床面 積又は店舗面 積の増 加を特定大規 模集客施設の新設とみな す︒
︵ 適用除外︶
前条の規定は︑次 の各号のいず れかに 該当す るときは︑ 適用しない︒

特定大規 模集客施設の新設予定地 が 立地 誘導地 域内にあ るとき︒

第七条
一

二 都市再 開発法︵ 昭和 四十 四年法 律第三十 八号︶に よる市街地再 開発事業 の施行に 伴い特定大規 模集客施設
三

立地 誘導除外地 域が指定 された際 既に当 該指定に係 る地 域内にあ る土地を 新設予定地として 建築 確認 等に

国又は地 方公共団体 が特定大規 模集客施設を 新設す るとき︒

を 新設す るとき︒
四

係 る申請︑ 届出その他 の手 続が行われてい る特定大規 模集客施設を 新設す るとき︒
︵ 変更 の届出︶

第六条第一項 の規定に よる届出があっ た特定大規 模集客施設について︑当 該特定大規 模集客施設の営業を 開

規則で定 める軽 微な変更については︑ この限りでない︒

新設届出者は︑あ らかじめ︑規則で定 めるところに より︑ その旨を 知事に 届け出なければ ならない︒ただし︑

を 開始す る日まで の間に︑当 該届出に係 る同項 第五号 又は 第六号に掲げ る事項 の変更を しようとす るときは︑

第八条 第六条第一項 の規定に よる届出があっ た特定大規 模集客施設について︑当 該特定大規 模集客施設の営業

２

始す る日まで の間に︑当 該届出に係 る同項 第一 号から第十号までに掲げ る事項 の変更︵同項 第五号 又は 第六号

３

に掲げ る事項 の変更にあっては ︑前項 ただし書 の規則で定 める軽 微な変更に限 る ︒︶があっ たときは ︑新設届出

者は︑ 遅滞 なく︑規則で定 めるところに より︑ その 旨を 知事に 届け出なければ ならない︒

第一項 の規定に よる届出には︑次に掲げ る事項を記 載した書 類を 添付しなければ ならない︒

第一項 の規定に よる届出の内 容と基本 方針及び 県の土地利 用関係 計画との適合について の見解及び その理

第一項 の規定に よる届出の内 容と 立地市町村 の土地利 用関係 計画との適合について の見解及び その理由

由
二

第一項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施設の床面 積又は店舗面 積の変更 が︑ 集客予定 区域の所在

知事は ︑第一項 の規定に よる届出があっ たときは ︑速 やかに ︑規則で定 めるところに より ︑当 該届出の概 要︑

四 その他規則で定 める事項

由

す る市町村︵立地市町村を 除く ︒︶における土地利 用関係 計画の推 進に及ぼす影響について の見解及び その理

三

一

４

当 該届出のあっ た年 月 日及び 縦覧場所を公 告し︑当 該届出及び 第三項 の書 類を当 該公 告の日の翌 日から起 算し

第六条第三項及び 第四項 の規定は 第一項 の規定に よる届出について準 用す る︒ この 場合において︑同 条第三

て 四月間 縦覧に供 しなければ ならない︒
５

項中﹁特定大規 模集客施設の新設 ﹂とあ るのは ︑
﹁ 第八条第一項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施設の
変更 ﹂と読 み替え るも のとす る︒

新設届出者は︑当 該届出に係 る特定大規 模集客施設の新設を しない こととしたときは︑ 遅滞 なく︑規則

︵中止 の届出︶
第九 条

で定 めるところに より︑ その旨を 知事に 届け出なければ ならない︒ 変更 届出者 が当 該届出に係 る変更を しない
こととしたときも︑同様 とす る︒

２

知事は ︑前項 の規定に よる届出があっ たときには ︑立地市町村 の長及び 隣接市町村 の長に通 知す るとともに ︑
規則で定 めるところに より︑ その旨を公 告しなけれ ば ならない︒

新設届出者 等は︑規則で定 めるところに より︑ 第六条第五項 又は 第八条第四項 の公 告の日の翌 日から起

︵ 説明会 の 開催等︶
第十 条

算して二月を経過す る日まで の間に︑ 立地市町村及び 知事 が指定す る市町 村 の区域内において︑ 第六条第一項

又は 第八条第一項 の規定に よる届出及び 第六条第二項 又は 第八条第三項 の書 類の内 容を 周知させ るための説明

新設届出者 等は︑ 説明会を 開催す る日時及び 場所を定 め︑規則で定 めるところに より︑ これ らを当 該説明会

会︵ 以下単に﹁ 説明会 ﹂とい う ︒
︶を 開催しなければ ならない︒
２

前各項に定 めるも ののほ か︑ 説明会 の 開催に関 し必 要な事項は︑規則で定 める︒

られた意見の概 要及び当 該意見について の新設届出者 等の見解を 報告しなければ ならない︒

新設届出者 等は︑ 説明会 の終 了後︑ 遅滞 なく︑規則で定 めるところに より︑ 知事に 対し︑当 該説明会で述べ

その旨を 知事に通 知しなければ ならない︒

新設届出者 等は ︑第二項 の規定に よる周知を しようとす るときは ︑規則で定 めるところに より ︑あ らかじめ ︑

る市町村 の長 の意見を 聴かなければ ならない︒

新設届出者 等は︑ 説明会を 開催す る日時及び 場所を定 めようとす るときは︑当 該説明会 の 開催場所 の所在す

を 開催す る日の二週間 前までに 周知しなければ ならない︒
３
４
５
６

︵市町村 の長 等の意見等︶

第十一 条 知事は︑ 第六条第五項 又は 第八条第四項 の規定に よる公 告を したときは︑当 該公 告の日の翌 日から起

算して 四月以内に︑規則で定 めるところに より︑ 立地市町村 の長及び 隣接市町村 の長 から当 該公 告に係 る届出

の内 容について︑コ ンパクトで活力あ るまちづくりの推 進の見地 からの意見及び その理由を 聴かなければ なら

２

ない︒

第六条第五項 又は 第八条第四項 の規定に よる公 告があっ たときは︑ 立地市町村及び 隣接市町村 以外の市町村

の長並びに 立地市町村 の住民 等︵住民︑事業者及び 商工関係 団体︑特定非 営利活動法人 その他 民間 の団体をい

う ︒以下同じ ︒︶及び 立地市町村 以外の市町村 の住民 等は ︑当 該公 告の日から四月以内に ︑規則で定 めるところ

に より︑ 知事に 対し︑コ ンパクトで活力あ るまちづくりの推 進の見地 から の意見及び その理由を述べ ることが
できる︒

前二項 の意見は︑ 立地市町村 の長及び 立地市町村 の住民 等にあっては︑次に掲げ る事項を それぞれ勘 案した

第六条第一項 又は 第八条第一項 の規定に よる届出の内 容と基本 方針及び 県の土地利 用関係 計画との適合

３
一

第六条第一項 又は 第八条第一項 の規定に よる届出の内 容と 立地市町村 の土地利 用関係 計画との適合

も のでなければ ならない︒
二

第六条第一項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施設の新設予定地 の周辺 又は 第八条第一項 の規定に

第一項及び 第二項 の意見は ︑
立地市町村 以外の市町村 の長及び 立地市町村 以外の市町村 の住民 等にあっては ︑

クトで活力あ るまちづくりの推 進に当 該地 域貢献活動 が寄与す る程 度

五 第六条第二項 第五号の地 域貢献活動 計画の概 要に記 載された地 域貢献活動 の内 容及び 立地市町村 のコ ンパ

る特定大規 模集客施設の変更に 伴って予測 される新たな 社会 資本 の整 備の必 要性

四 第六条第一項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施設の新設又は 第八条第一項 の規定に よる届出に係

設に到 達す るための交通手段 の状況

よる届出に係 る変更後 の特定大規 模集客施設の周辺における公共交通 機関 の状況及び当 該特定大規 模集客施

三

４

第六条第一項 の規定に よる届出に係 る特定大規 模集客施設の新設又は 第八条第一項 の規定に よる届出に係

次に掲げ る事項を それぞれ勘 案したも のでなければ ならない︒
一

る特定大規 模集客施設の変更 が︑ 意見を述べ ようとす る市町村 の長 が統 轄す る市町村 又は 意見を述べ ようと

第六条第二項 第五号の地 域貢献活動 計画の概 要に記 載された地 域貢献活動 の内 容及び 意見を述べ ようとす

有無及び その内 容

す る住民 等が 居住 若しくは所在す る市町村における 土地利 用関係 計画の実施に著 しい 支障を及ぼすおそれの
二

る長 が統 轄す る市町村 又は 意見を述べ ようとす る住民 等が 居住 若しくは所 在す る市町村におけるコ ンパクト
で活力あ るまちづくりの推 進に当 該地 域貢献活動 が寄与す る程 度
前項 第一 号︑ 第三号及び 第四号に掲げ る事項

知事は︑ 第一項 の規定に より 聴取した意見及び 第二項 の規定に より述べられた意見を 新設届出者 等に通 知す

知事は︑規則で定 めるところに より︑ 第一項 の規定に より 聴取した意見及び 第二項 の規定に より述べられた

るも のとす る︒

三
５
６

意見の概 要を公 告し︑ これらの意見を当 該公 告の日の翌 日から起 算して一 月間 縦覧に供 しなければ ならない︒
︵ 知事 の意見等︶

知事は︑ 第一項 の規定に より 意見を述べたときは︑当 該意見の概 要を 立地市町村 の長︑ 隣接市町村 の長及び

あ らかじめ︑宮城 県特定大規 模集客施設立地 誘導審議会 の意見を 聴かなければ ならない︒

知事は︑ 前項 の規定に より 意見を述べ ようとす るとき︑ 又は 意見を 有しない旨を通 知しようとす るときは︑

も のとし︑ 意見を 有しない ときには その旨を通 知す るも のとす る︒

てコ ンパクトで活力あ るまちづくりの推 進の見地 からの意見を 有す るときには当 該意見及び その理由を述べ る

に 県︑ 立地市町村及び 隣接市町村 の土地利 用関係 計画を勘 案しつつ︑ 新設届出者 等に 対し︑ 届出の内 容につい

第一項 の規定に より 聴取した意見及び同 条第二項 の規定に より述べられた意見に配 意し︑並びに基本 方針並び

第十二 条 知事は︑ 第六条第一項 又は 第八条第一項 の規定に よる届出の日の翌 日から起 算して 六月以内に︑ 前条

２
３

前条第二項 の規定に より 意見を述べた市町村 の長に通 知す るとともに ︑速 やかに ︑規則で定 めるところに より ︑

知事は︑ 第一項 の規定に より 意見を 有しない旨を通 知したときは︑ その旨を 立地市町村 の長︑ 隣接市町村 の

当 該意見の概 要を公 告し︑当 該意見を当 該公 告の日 の翌 日から起 算して一 月間 縦覧に供 しなければ ならない︒
４

長及び 前条第二項 の規定に より 意見を述べた市町村 の長に通 知す るとともに︑速 やかに︑規則で定 めるところ

新設届出者 等は︑ 第一項 の規定に より 知事 からの意見が述べられたときには︑規則で定 めるところに より︑

に より︑ その旨を公 告しなければ ならない︒
５

知事は︑ 前項 の規定に よる報告を受 けたときは︑速 やかに︑規則で定 めるところに より︑当 該報告の概 要を

当 該意見について の見解及び その理由を 知事に 報告しなければ ならない︒
６

公 告す るとともに︑当 該報告を当 該公 告の日の翌 日から起 算して一 月間 縦覧に供 しなければ ならない︒
︵ 知事 の勧 告等︶

知事は︑ 第一項 の規定に よる勧 告を したときは︑当 該勧 告の内 容を 立地市町村 の長︑ 隣接市町村 の長及び 第

議会 の意見を 聴かなければ ならない︒

知事は︑ 前項 の規定に よる勧 告を しようとす るときは︑あ らかじめ︑宮城 県特定大規 模集客施設立地 誘導審

ことができる︒

月以内に︑理由を 付して︑ 新設届出者 等に 対し︑相当 の期限を定 めて︑必 要な措置を 講ず べき ことを勧 告す る

りの推 進に著 しい 支障を及ぼすおそれがあ ると認められるときは︑当 該報告を受 けた日の翌 日から起 算して二

反映 しておらず︑かつ︑当 該報告に係 る特定大規 模集客施設の新設又は 変更 がコ ンパクトで活力あ るまちづく

第十三 条 知事は︑ 前条第五項 の規定に よる報告の内 容が︑同 条第一項 の規定に より 知事 が述べた意見を 適正に

２
３

十一 条第二項 の規定に より 意見を述べた市町村 の長に通 知す るとともに︑速 やかに︑規則で定 めるところに よ

り︑当 該勧 告の内 容を公 告し︑当 該勧 告の内 容を当 該公 告の日の翌 日から起 算して一 月間 縦覧に供 しなければ

４

ならない︒

知事は︑ 第一項 の規定に よる勧 告を しない こと としたときは︑ その旨を 新設届出者 等︑ 立地市町村 の長︑ 隣

接市町村 の長及び 第十一 条第二項 の規定に より 意見を述べた市町村 の長に通 知す るとともに︑速 やかに︑規則
で定 めるところに より︑ その旨を公 告しなければ ならない︒

第一項 の規定に よる勧 告を受 けた新設届出者 等は︑ 遅滞 なく︑規則で 定 めるところに より︑当 該勧 告につい

知事は︑ 前項 の規定に よる報告を受 けたときは︑速 やかに︑規則で定 めるところに より︑当 該報告の概 要を

て の対応及び その理由を 知事に 報告しなければ ならない︒

５
６

公 告す るとともに︑当 該報告を当 該公 告の日の翌 日から起 算して一 月間 縦覧に供 しなければ なら ない︒

新設届出者 等は︑次 の各号に掲げ る 場合 の区分に応 じ︑当 該各号に定 める日以後でなければ︑ 第六条

︵ 着手制限︶
第十 四条

第一項 の規定に よる届出に係 る工事︵ 土地 の区画形 質の変更及び 建築物 の新築︑ 改築 若しくは増築 又は 集客施

設への 用途 の変更に係 る工事をい う ︒以下同じ ︒︶又は 第八条第一項 の規定に よる届出に係 る事項に係 る部 分の

第十二 条第一項 の規定に より 知事 が意見を 有しない旨を通 知したとき 当 該通 知の日

工事に自 ら着手 し又は その工事 の請負人に 着手 させては ならない︒
一

知事は︑ 新設届出者 等が前項 の規定に違反 して同項 の工事に 着手 したときは︑当 該新設届出者 等に 対し︑当

ない旨を通 知したとき 当 該通 知の日

第十二 条第一項 の規定に より 知事 が意見を述べたときであって︑ 前条第四項 の規定に より 知事 が勧 告を し

とき 当 該勧 告の日

第十二 条第一項 の規定に より 知事 が意見を述べたときであって︑ 前条第一項 の規定に より 知事 が勧 告した

三

二

２

該工事 の中止を勧 告す ることができる︒

３

知事は ︑第六条第一項 又は 第八条第一項 の規定に より 届出を しなければ ならない者 が ︑その届出を しないで ︑

特定大規 模集客施設の新設又は 変更に係 る工事に自 ら着手 し又は その工事 の請負人に 着手 させ たことを 知っ た

ときは ︑直ちに ︑当 該届出を しなければ ならない者に 対しその工事 の中止を勧 告す るとともに ︑期限を定 めて ︑

第六条第一項 又は 第八条第一項 の規定に より 届け出るべきも のとされてい る事項を 知事に 届け出るべき旨を命
じなければ ならない︒
︵公 表︶

知事は︑ 前二項 の規定に よる公 表を しようとす るときは︑あ らかじめ︑規則で定 めるところに より︑ 第一項

るところに より︑ その旨を公 表す ることができる︒

六条第一項 若しくは 第八条第一項 の規定に よる届出をす る 場合において 虚偽の届出を したときは︑規則で定 め

知事は︑ 前条第三項 の規定に より 届出を命 ぜられた者 が正当 な理由なく 届出をせず︑ 又は 新設届出者 等が第

がなく︑当 該勧 告に従 わなかっ たときは︑規則で定 めるところに より︑ その旨を公 表す ることが できる︒

第十 五条 知事は︑ 第十三 条第一項 又は 前条第二項 若しくは 第三項 の規定に よる勧 告を受 けた者 が︑正当 な理由
２

３

の規定に よる勧 告を受 けた者 又は 第二項 の規定に よる届出をせず︑ 若しくは 虚偽の届出を した者に その旨を通
知し︑ 意見を述べ る機会を 与えなければ ならない︒

新設届出者 等は︑当 該届出に係 る特定大規 模集客施設の営業を 開始 したときは︑ 知事に 対し︑ 遅滞 な

︵ 営業 開始 の報告︶
第十六条

く︑ その旨を 報告しなければ ならない︒
第三 章 地 域貢献活動

集客施設の設置者は︑地 域貢献活動 の実施に努 めるとともに︑ その実施状況を︑当 該集客施設の公 衆

︵ 集客施設の設置者に よる地 域貢献活動 の実施︶
第十七条

の見やすい 場所 への掲 示︑インターネットの利 用その他 適切な 方法に より公 表す るよう努 めるも のとす る︒
︵地 域貢献活動 計画︶

第十 八条 特定大規 模集客施設を 設置してい る者︵国及び地 方公共団体を 除く ︒︶
は ︑規則で定 めるところに より ︑

三事業年 度ごとに︑三事業年 度を一 期とす る地 域貢献活動 の実施に関す る計画︵ 以下﹁地 域貢献活動 計画﹂と

知事は︑ 前項 の規定に よる地 域貢献活動 計画の提出を受 けたときは︑規則で定 めるところに より︑当 該地 域

開始す る日までに 作成し︑ 知事に 提出しなければ ならない︒

当 該事業年 度の翌々事業年 度まで の期間を一 期とす る地 域貢献活動 計画を︑当 該特定大規 模集客施設の営業を

ける最初 の地 域貢献活動 計画にあっては︑当 該特定大規 模集客施設の営業を 開始す る日の属す る事業年 度から

い う ︒︶を ︑その期間 が 開始す る日までに 作成し ︑知事に 提出しなければ ならない ︒ただし ︑新設す る 場合にお

２

貢献活動 計画の内 容を公 表す るも のとす る︒

新設届出者 等は︑地 域貢献活動 計画の作成に当 たっては︑ 第十 条第一項 の規定に より 開催した説明会

︵地 域貢献活動 計画の作成に当 たって配慮す る事項︶
第十九 条

において述べられた意見及び 第十一 条第五項 の規定に より通 知された内 容に配慮す るも のとす る︒
︵地 域貢献活動 計画の変更︶

第十 八条第二項及び 前条の規定は︑ 前項 の規定に よる地 域貢献活動 計画の変更について準 用す る︒

ければ ならない︒

とす るときは︑速 やかに︑規則で定 めるところに より︑ 変更後 の地 域貢献活動 計画を 作成し︑ 知事に 提出しな

第二十 条 第十 八条第一項 の規定に より地 域貢献活動 計画を 提出した者は︑当 該地 域貢献活動 計画を 変更 しよう

２

︵ 実施状況 の報告︶

第二十一 条 第十 八条第一項 の規定に より地 域貢献活動 計画を 提出した者は︑規則で定 めるところに より︑毎事

知事は︑ 前項 の報告を受 けたときは︑規則で定 めるところに より︑当 該報告の内 容を公 表す るも のとす る︒

だし︑当 該特定大規 模集客施設が特定大規 模集客施設でなくなっ たときは︑ この限りでない︒

事業年 度を 除く ︒︶
︑ 前事業年 度における地 域貢献活動 の実施状況につ いて 知事に 報告しなければ ならない︒た

業年 度︵特定大規 模集客施設を 新設す る者にあっては︑当 該特定大規 模集客施設の営業を 開始す る日の属す る

２
︵市町村 が制定す る条例 との関係 ︶

第二十二 条 市町村 が特定大規 模集客施設を 設置してい る者 の地 域貢献活動に関 して制定す る条例 の規定 が︑ こ

の条例 の趣旨に即したも のであり︑かつ︑ この条例 と同 等以上 の効 果が期待できるも のと 知事 が認める 場合に

は︑当 該市町村 の区域内における特定大規 模集客施設の設置については︑ 第十 八条から第二十一 条まで の規定

は 適用しない︒ただし︑当 該特定大規 模集客施設の敷地 が当 該市町村 以外の区域に わたる 場合においては︑ こ
の限りでない︒
第四章 宮城 県特定大規 模集客施設立地 誘導審議会
︵ 審議会 の設置等︶

審議会は︑ 前項 の規定に よる 調査 審議のほ か︑ この条例 の実施に関 し知事に 意見を述べ ることができる︒

う︒
︶を 置く︒

への 立地 の誘導等に関 し 調査 審議す るため︑宮城 県特定大規 模集客施設立地 誘導審議会︵ 以下﹁ 審議会 ﹂とい

第二十三 条 知事 の諮問に応 じ︑市町村 の区域を 超えた広 域的な 見地に よる特定大規 模集客施設の 立地 誘導地 域

２
︵組 織等︶

第二十 四条 審議会は︑委員 七人 以内で組 織す る︒

２ 委員は︑ 前条第一項に規定す る事項に関 し優れた識見を 有す る者 その他 知事 が適当と認める者 のうちから︑
知事 が任命す る︒

３ 委員 の任 期は︑二年 とす る︒ただし︑委員 が欠けた 場合における補欠 の委員 の任 期は︑ 前任者 の残任 期間と
す る︒
４ 委員は︑再任 されることができる︒
︵会長 ︶
第二十 五条 審議会に会長を 置き︑委員 の互選に よって定 める︒
２ 会長は︑会 務を総理し︑ 審議会を代 表す る︒

３ 会長に事故 があ るとき︑ 又は欠けたときは︑あ らかじめ会長 の指 名す る委員 が︑ その職 務を代 理す る︒
︵会 議︶
２

審議会 の議事は︑出席 した委員 の過 半数で決 し︑可否同 数のときは︑ 議長 の決す るところに よる︒

審議会 の会 議は︑委員 の半数以上 が出席 しなければ 開く ことができない︒

第二十六条 審議会 の会 議は︑会長 が招 集し︑会長 がその議長となる︒
３
︵ 運営に関す る事項︶

第二十七条 この章に定 めるも ののほ か︑ 審議会 の運営に関 し必 要な事項は︑会長 が審議会に 諮って定 める︒
第五章 雑則
︵ 報告の徴収 ︶

第二十 八条 知事は︑ この条例 の施行に 必 要な限 度において︑規則で定 めるところに より︑ 新設届出者 等に 対し

て︑特定大規 模集客施設の新設又は 変更 その他 必 要な事項について の報告を求めることができる︒
︵委任︶
第二十九 条 この条例 の施行に関 し必 要な事項は︑規則で定 める︒
附 則

１

２

︵ 施行 期日︶

この条例は ︑平 成二十二年一 月一 日︵以下 ﹁施行 日 ﹂とい う ︒︶から施行す る ︒ただし ︑第一 章︑第五条︑第

四章及び 第二十九 条並びに 附則 第七項 の規定は︑平 成二十一年 四月一 日から施行す る︒
︵経過 措置︶

この条例 の施行 の際現に特定大規 模集客施設の新設について 建築 確認 等に係 る申請︑ 届出その他 の手 続が行

われてい る当 該特定大規 模集客施設︵以下﹁許可手 続中 施設 ﹂とい う ︒︶の新設については ︑第六条第一項 の規

この条例 の施行 の際現に存す る特定大規 模集客施設に 対す る第六条第六項 の規定 の適用については ︑﹁当 該特

除く ︒
︶は︑当 該床面 積又は店舗面 積の増 加を特定大規 模集客施設の新設とみなす︒

て当 該特定大規 模集客施設の 用途に供す る部 分の床面 積又は店舗面 積を増 加させ る 場合︵規則で定 める 場合を

許可手 続中 施設について︑当 該特定大規 模集客施設の営業を 開始 した日における床面 積又は 店舗面 積を 超え

定は︑ 適用しない︒
３

４

この条例 の施行 の際現に特定大規 模集客施設を 設置してい る者 が地 域貢献活動 計画を 提出す る 場合について

定大規 模集客施設の営業を 開始 した日﹂とあ るのは ︑
﹁ この条例 の施行 の日﹂とす る︒
５

この条例 の施行 の際現に特定大規 模集客施設を 設置してい る者 が地 域貢献活動 計画の実施状況について 報告

客施設を 新設し︑ 営業を 開始す るも のとみなして︑同項 ただし書 の規定を 適用す る︒

は︑ 第十 八条第一項 の規定に かかわらず︑ この条例 の施行 の日から起 算して三月を経過 した日に特定大規 模集
６

す る 場合における第二十一 条の規定 の適用については︑同 条第一項中﹁特定大規 模集客施設の新設をす る者に

あっては︑当 該特定大規 模集客施設の営業を 開始す る日の属す る事業年 度を 除く ︒
﹂とあ るのは ︑
﹁ 条例 の施行
の日から起 算して三月を経過 した日の属す る事業年 度を 除く ︒
﹂とす る︒
︵ 附属機関 の構成員 等の給 与並びに 旅費及び費 用弁 償に関す る条例 の一部 改正︶

７

出席一 回につき 一一 ︑ 六〇〇円

六

級

附属機関 の構成員 等の給 与並びに 旅費及び費 用弁 償に関す る条例︵ 昭和二十 八年宮城 県条例 第六十九号︶の

一部を次 のように 改正す る︒
別 表に次 のように加え る︒
宮城 県特定大規 模集客施設立地 誘導審議会 の委員

