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平成１９年度 第４回静岡市市民自治推進審議会 会議録 

 

１ 開催日時  平成２０年３月１８日（火） １７時３０分～２１時 

   

２ 開催場所  城東保健福祉エリア 保健福祉複合棟３階 第２会議室 第１研修室 

 

３ 出席者   【委員】 

         石光委員、大西委員、織田委員、小野寺委員、木村委員、 

柴田委員、玉置委員、日詰委員 

        〔欠席〕辻委員、前山委員 

        【市側】 

        （事 務 局）加藤都市経営課長、畑参事兼統括主幹、村岡参事、野田主査 

鈴木主査、安東 

        （福祉総務課）吉永副主幹 

         

４ 開 会   事務局長（加藤都市経営課長） 

 

５ 議 事   

 

日詰会長   今日は長丁場となりますが、まず17時半から18時半の間で概要的なことを共有したい

と思います。それでは、議事に沿って進めさせていただきます。 

       はじめに、（１）市民ワークショップを検証するための「共通認識の醸成」について、

健康福祉基本計画の概要と今後の進め方について、福祉総務課から説明をお願いします。 

 

（１）市民ワークショップを検証するための「共通認識の醸成」について 

  ①健康福祉基本計画の概要と今後の進め方について（資料１－１、資料１－２） 

 

福祉総務課  福祉総務課の吉永と申します。よろしくお願いします。 

静岡市では、昨年平成 19 年４月１日に「静岡市健康福祉基本条例」を制定いたしまし

た。この条例は、各行政分野別に制定されている基本条例の１つで、理念型の条例となっ

ております。この条例は、当初、「福祉基本条例」として、福祉の分野（地域福祉）に限

定した条例を作るということで進めてまいりましたが、健康福祉審議会の議論の中で、福

祉、保健、医療の概念をきちんと押さえた上で考えなければいけないだろうという意見が

出ました。その結果、非常に分野が広くなってしまいますが、大幅な方向修正をして、福

祉、保健（＝健康）、医療の一部を対象とした健康福祉基本条例を制定いたしました。  

       次に、この（仮称）健康福祉計画の位置づけですが、静岡市健康福祉基本条例の第８条

に「健康福祉に関する基本的な計画を策定しなければならない」と定められており、それ

に基づいて策定するものです。現在の計画は、資料１－１にあるように、健康福祉に関す

る分野だけで６つの計画（地域福祉・健康爛漫・高齢者保健福祉・介護保険事業・障害者

福祉・子どもプラン）があります。これらは、静岡市総合計画に基づいて個別に作られた

ものですが、今は保健と福祉の領域を区別するのは非常に難しくなってきています。例え

ば、高齢者福祉でいえば、介護予防の観点から健康づくり、介護保険、高齢者福祉など様々

な課が関連しています。そこで、(仮)健康福祉基本計画は、高齢者、障害者、子育て支援

といった様々な分野に共通する理念、目標、施策の方向性等について定める計画と位置づ
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けております。同様の計画は、政令市では北九州市で、他には東京 23 区で作られており

ますが、全国的にもあまり例がないと思います。計画は、２年ほどかけて作っていくので、

検討していく中で内容も変わっていくと思いますが、現時点では、共通部分を定める計画

という形で考えております。 

       資料１－２に基づき、健康福祉基本計画策定スケジュールについて説明 

        黄色 … 行政と市民（ＮＰＯ）で協働 

        オレンジ色 …市の内部会議 

○健康福祉ワイガヤ会議   

・３月に市内３か所で静岡ＮＰＯ市民会議と協働で課題出しﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを開催 

・次回は情報共有のための会議を 4 月 21 日に開催。３つの分野を選び市担当者

による15分ﾐﾆﾚｸﾁｬｰを実施予定 

・５月下旬から10月までの間に、アイデア出しﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを２～３回開催予定 

○ワイガヤ会議発展型ワークショップ  詳細は未定 

・ワイガヤ会議に参加された方、健康福祉の関係者、健康福祉関係のＮＰＯの方   

の参加によるワークショップ 

○無作為抽出による市民討議会   

・静岡市民を対象に、市がランダムに抽出をした2000～3000人の方にワークシ

ョップへの参加案内状を送付し参加を募る。 

・これまで参画機会がなかった方や意見を言えなかった方から意見をいただける。 

・事前に個人情報保護審議会の許可が必要のため都市経営課と検討中 

○市役所関係課による計画策定の作業部会 

          ・保健福祉子ども局内全課の計画担当者の部会を作り作業を進める。 

          ・他課の意見を聞くことがなく、連携がなかったという課題を解決。 

          ・ワイガヤ会議と意見のキャッチボールを行う。 

○健康福祉審議会 

  ・27 名で構成し、下に 4 つの専門分科会（高齢者、介護保険、地域福祉、健康

づくり）があり、健康福祉に関する計画、重要事項について調査・審議する。 

  ・児童福祉審議会や専門分科会、関係課による作業部会、ワークショップと連携

を図る。 

 

≪ワイガヤ会議の特徴≫ 

  行政とＮＰＯと市民の協働で、計画を策定していくための最初の一歩としたい。 

  計画は、策定して終わりということではないので、いろいろな変化に対応し常に見直

していかなければならない。そのため、静岡市の健康福祉分野の計画や施策について、

一緒に考え行動してくれる市民の方を（何もせずにはそんな市民は増えていかないの

で）、このような場を通じて増やしていきたい。 

        「気軽に楽しく、中身濃く」をモットーに、次もまた参加したくなるようなすばらし

いワークショップを作っていきたい。 

        ワークショップでは、いろいろな方法で幅広く多様な意見を求めたい。静岡市の健康

福祉は各区で状況が異なっている（清水地区はＳ型デイサービス等、地域活動が静岡地

区に比べて盛んである。）ので、各区ごとにワークショップを開催する。さらに、無作

為抽出による市民ワークショップを開催する。これにより、普段あまり行政に興味を示

さないような方も意見を言うことができる。今回の計画策定のワークショップに、地区
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別と無作為の両方の手法を用いることは、あまり前例がない。 

以上、健康福祉基本計画に関わる事項について、簡単な内容と今後のスケジュール、

ワイガヤ会議の特徴等を説明させていただきました。 

前回、駿河区で開催した際に、参加された方から、「普段、話をすることがないよう

な方々の意見を聞くことができ、（同じグループになった学生とアドレス交換を行い障

害児の遊びの会に来てくれたり、たまたま学生時代のゼミの教授がいらして親しみがも

てた、等）参加したことで輪が広がって非常に有意義だった」というメールをいただき

ました。私自身もこれまで内部的な仕事に携わってきて、ＮＰＯや市民の方との繋がり

があまりなかったのですが、今回このような機会をやらせていただき、非常に交流の幅

が広がっていくと感じております。今回このワークショップを成功させて、行政に関心

をもってくださる方が増え、そして尚且つ、良い計画ができればいいなと思っておりま

すので、今後もご協力をお願いしたいと思います。 

 

日詰会長    今、吉永さんの方から、(仮)健康福祉基本計画の策定に関するご説明がありました。

非常に概要的な内容だったので、皆さんの方でもう少しお聞きになりたいことがありま

すか。 

木村委員    資料１－１で６つの計画が書かれており、その中に「健康爛漫計画」というのがあり

ます。これだけ「爛漫」という字が入っているのは、何か意味があるのでしょうか。 

事務局（村岡） 市の中で、健康な人をどんどん増やして、花を開くようにしていきたい、そういう    

思いを込めて「爛漫」と付けました。内容は健康計画です。 

木村委員    役所らしくなくて、いいことだと思います。 

事務局長    かなり前に分権推進計画というのを作りましたが、この「健康爛漫計画」はその施策

の一つでした。 

木村委員    今、「爛漫」を広辞苑で引いてみたのですが、「花が咲き乱れる」、もう一つは「明ら

かにあらわれる」と書いてあります。多分後者だと思いますが。 

事務局（村岡） どちらの意味もあります。 

日詰会長    他にいかがでしょうか。 

小野寺委員   健康と福祉が一緒になったところの説明が、（これまでのワークショップ）参加者の

方も分からなかったとおっしゃっていました。私も今の説明を聞きながら、そうだとは

思うけれども、「健康・福祉」ではなく「健康福祉」と１つになって、こういう計画に

なりましたという必然性が分かりづらかったかなと思いました。 

福祉総務課   健康福祉に関して、条例を作る際に健康福祉とはどういうものかということを非常に

長く議論しました。今の時代、福祉だけでは当然成り立ちません。健康であってからこ

そという部分もございます。健康福祉の概念として「たとえ障害や病気を持っていても、

全ての市民が生涯を通じて生きがいを持って、安心して健やかにその人らしい生活を築

くことができるように、心身の状態や生活環境を整えること」が、静岡市民がの目指し

ている健康福祉の概念として定義付けました。しかし、非常に修飾が多くてわかりづら

く、私たちも、概念を説明するのが難しいと感じておりますので、もう少しうまくＰＲ

したいと思っております。 

小野寺委員   この計画を市民と一緒に作るということは、健康な人も障害を持っている人も、若い

人もお年寄りも、みんなで一緒に考えましょう、というところが計画に活かされるとい

うことで、「健康福祉」でもいいのかなと思います。 

福祉総務課   健康な人にとってみれば福祉というのは縁のないものであって、自分が障害をもった

り何か起きたときに福祉を意識するということが多いと思いますので、その辺をもう少

し検討していきたいと思います。 
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石光委員    私は「健康福祉」と繋がっていることに何の違和感もありませんでした。というのは、

健康なお年寄りを長い間たくさん作っていくことが介護保険にならない、要するに、健

康であれば介護にならないという施策をしている村があったので、私の中では当たり前

に繋がっていました。いろいろな意見があるので、小野寺さんがおっしゃるように、み

んなの意見を出しあえば、またその概念が広がっていくということですよね。 

小野寺委員   多分、福祉の方にとって、健康と福祉が一緒になることに違和感があるのではないか

と思いました。健康な人は、福祉の立場に立たないとなかなか福祉に目を向けることは

なかったわけで、それを一緒に考えるというところに、多分健康があるのかなという雰

囲気をワークショップで感じました。私も個人的にはまったく抵抗はありませんでした

ので、最初に吉永さんの説明を聞いた時は、そういう計画を作っていくべきなんだろう

と思いましたが、今まで福祉というものを考えてきた方にとっては、健康と福祉が一緒

になるということに対して、もしかして（福祉が）薄くなってしまうのではと思われる

のではないかと感じたので、それは行政の方としては、しっかり説明ができるようにし

なければいけないと、今まで２回ワークショップをしてみて思いました。 

日詰会長    ご説明のときに、その辺りをご配慮いただきたいと思います。吉永さん、ありがとう

ございました。 

        それでは、②市民公開講座の結果報告について、コーディネートいただいた小野寺さ

んから報告をお願いいたします。 

 

②市民公開講座の結果報告について（資料２－１～２～４） 

 

小野寺委員   静岡ＮＰＯ市民会議で受けましたので、そちらの小野寺として資料２－１から２－４

に基づいて発表させていただきます。（木村委員が監修してくださった）市民参画の推

進に関する条例のパンフレット４ページの下段「会議・討議型」の「ワークショップ」

を実施しました。 

これまでも‘道づくり’の部署等で実施されていましたが、都市経営課と福祉総務課

と協働で実施し、今後検証していくために、今日はその特徴を説明したいと思います。

そのために、事前市民公開講座を開催しました。 

今回もこれまでと同じようにファシリテーターが入って進行するのですが、通常市の

計画を策定するときは割と時間が短いそうなのですが、今回作ろうとしている(仮)健康

福祉基本福祉計画は平成 21 年度に策定するということで珍しく時間的に余裕があり、

市民ワークショップで意見聴取を行い、審議会と関連付けながら実施するという条件が

整った中での実施となりました。 

        事前(補助)ファシリ（テーター養成）講座を市民公開講座として実施した目的は、ま

ず第一に、‘気軽に楽しく、でも真剣に難しいテーマを話せるファシリテーターを入れ

た市民ワークショップ’を知ってもらうためです。そして第二に、積極的に市民参画し

てくれる市民、補助ファシリテーターになってもらえる人、参加者を誘って市民参画を

促す市民を養成することでした。 

1月15日号の広報紙に掲載し、1月29日に役割分担等の打合せを行い、2月14日に

実施し、(募集の)時間が短かったので関係者が多かったのは事実ですが、26 名が応募、

実際30名の方に参加いただきました。参加者のアンケート結果は資料２－２（まとめ）

と資料２－４（全部）のとおりです。当日の講座内容は資料２－３のとおりで、資料に

するとこれだけですが、講義と実際のワークショップの体験を通じて、実際に言葉の行

動の意味をイメージしていただきました。まずは「市に関心を持っていただく」、次に

「自分で何か考えていただく」、そして「発議し一緒に考え、協働していただく」、そこ



5 

 

までいければいいなと思って提案しました。 

 

（資料２－１に基づいて説明） 

 

実際に補助ファシリとして参加していただける方は少ないと思いますが、アンケート

の中で「次回このような機会があったらぜひ紹介していただけますか」という問いには、

名前を書いてくれた方が少しいました。そういうところでは少しずつ広がっていると感

じました。 

来年度は、まず情報共有のためのワークショップを開催し、続いて、実際に計画に活

かされるところまで持っていくために、段階を踏んだワークショップを実施していきた

いと考えています。無作為中心の市民討議会という、一日半から２日かけて集中的に、

テーマとグループメンバーを変えながら、その場である程度決めてしまう方法と、時間

をとって、情報共有もただ講義を聴くだけでなく参加型ワークショップを入れながらき

っちり行ってアイデア出しに繋げていく方法とを、併用することで、どういう市民意見

があって、どのように反映されるかというのが検証できるのではないかと思います。 

         

日詰会長    ありがとうございました。委員の皆さまも何名かご出席いただいたということですの

で、実際体験いただいて皆様の方で補足するコメントや、小野寺さんにご質問等ありま

すか。 

柴田委員    資料２－１の説明から、補助ファシリテーターの立場やワークショップの狙いがよく

わかりました。 

小野寺委員   実は、市民公開講座の時点では、こういうワークショップをやっていこう、だから最

初の講座はこういう形でやります、という点が福祉の方と事前に詰められておらず、お

互い情報共有できていませんでした。広報紙にいたっては「楽しい会議のやり方講座」

としか載っておらず、これを見て参加された方は、補助ファシリについてやるとは露程

も思っていないだろうということは想像できました。当日になって、その辺の情報を収

集し、どうやって講座の中で補助ファシリの話までできるかということを打ち合わせて

無理やりやったという感じでした。柴田委員ですら「なぜ補助ファシリをやるのか」と

思ったと思います。講座のアンケートでも、違和感を感じた人たちが何人かきちんとコ

メントを書いてくださっています。 

日詰会長    実際に講座におこしになった方々の、性別や年齢はどのような感じでしたか。 

小野寺委員   結構若い方がいらっしゃいました。夜だったということもあると思いますが、仕事の

中で活かしたいという方が結構おられました。ご自分の仕事や活動で、楽しい会議をし

ようという思いで来られている方の方が多かったようです。市の予算で実施している講

座なので、市の目的も、市民の皆さんの目的も両方あるので、講座の中できちんと言っ

ていこうということを努力しました。 

木村委員    私も去年から4回か5回経験させていただきました。この資料の中には書かれていな

いのですが、（この方法は）声が大きい人や前に出たがる人だけでなく、声の小さい人

や引っ込み思案な人の意見まで、非常にフラット（平等）な関係の中で、参加者の意見

が公平に出せます。時間に制限がありますが、そこで思いついたことがカードなのです

べて書き出せ、声の大小に関わらず意見の集約できる。まさに「声なき声を聞く」とい

う方法としてはものすごくいい手法で、それが一番の魅力ではないかと思います。 

小野寺委員   それはワークショップの特徴なので、その点は皆さんご存知だと思い省きました。付

け加える部分しか資料には書かれていません。 

大西委員    実際に２月 14 日の会議に参加させていただいて、木村さんがおっしゃったように、
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会場の全員の声をまとめていく方法としてすごいと思いました。ただ、先程小野寺さん

もおっしゃいましたが、最後に補助ファシリテーターの話が出てきて、補助ファシリテ

ーターは自分たちだったのか、というような状況でした。今後こういうワークショップ

をいろいろな所で活かしていくには、補助ファシリテーターがかなり重要になってくる

のではないかと思いました。 

小野寺委員   もともとそのつもりでしたが、話し合いがきちんとできていなくて、「はじめてみま

せんか。『楽しい会議の進め方講座～難しいテーマでも話し合いが楽しくなる会議の進

め方、会議のコツを学ぶ』どなたでも20人」としか書いておらず、参加した人たちが、

突然‘補助ファシリテーター’と聞いたら戸惑いますよね。こちらとしては、その言葉

をどこかで少しでもお伝えしたかった。‘補助ファシリテーター’はやめるか、やめて

も市民ワークショップのことを知ってもらえるやり方はないか、当日ぎりぎりまで打ち

合わせをして、やはり無理やりにでも入れようということになりました。 

日詰会長    そのおかげで今日があるということになりますからね。 

小野寺委員   そこで言わないと、そんなつもりではなかったということになりますから。踏み込ん

で市民ワークショップをやるには、事前に講座で皆さんに知ってもらって、活かしてい

くということができればと思います。 

日詰会長    よろしいでしょうか。では、次に（２）の市民自治推進審議会の今後のスケジュール

について、お願いしたいと思います。 

 

（２）市民自治推進審議会の今後のスケジュールについて 

 

事務局（村岡） 来年度のスケジュールですが、まず５月くらいに今日のワークショップを見ていただ 

  いた検証結果を踏まえて、「自治基本条例」と「市民参画の推進に関する条例」の効果

的な運用方法について、皆さんにご審議いただきたいと思っております。併せて、今年

度施行した市民参画推進条例に基づき、市民参画手続を全部で 70 を超える業務につい

て実施しましたので、その実績の報告をさせていただきたいと思います。 

来年度については、すでにお話に出ていますが、昨年の11月19日の当審議会におい

て小野寺委員から説明いただいた、サイレントマジョリティの掘り起こし（無作為抽出

によるワークショップ）を、ただ今福祉担当から説明があったとおり、(仮)健康福祉基

本計画のワークショップの中で取り入れていこうと考えておりますので、それについて

皆さんに検討していただきながら、最終的にはこの試みを実際に施策の中にどのように

取り入れていくのかということについて、ご審議いただきたいと思います。このワーク

ショップは、青年会議所（ＪＣ）の方に、例えば補助ファシリテーターとして参加して

いただいたり、ＰＲをやっていただいたり、協働で運営していきたいということになり

ましたので、市民との協働のあり方についても来年度はさらに深く議論していただきた

いと思います。 

 

日詰会長    次年度の第１回目の審議会は５月くらいの開催を予定されているようですが、今回の

このワークショップ等の運営方法についての検討や、実施した 70 程の市民参画手続の

検証などがメインテーマになるということです。その後、この健康福祉基本計画の策定

の中で、市民討議会の活用をしていくということになるわけですが、そのあり方につい

ての検討や、市民協働（ＪＣなど）との連携がどのような形で進むのがよいのか等を、

この審議会の中で検討するということのようです。来年も３、４回になると思いますが、

広くいろいろな手法の検討等がこの審議会の中で行われるということをご了解いただ

ければと思います。今のご説明で、何かお聞きになりたいことはございますでしょうか。 
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小野寺委員   ＪＣとの協働の取組みはどうあるべきかや、連携の仕方などを検討できればよいと思

うのですが、協働のことというのは、市民活動（促進協議会）の範ちゅうでもあります

よね。そちらで検討せずに、市民参画の方で協働の取組みや連携の仕方を検討するとい

う形でいいのでしょうか。両方でやらなくてはいけないのではないでしょうか。 

日詰会長    どちらかというと、個別具体的な事業展開のところでの協働というのが、市民生活課

(市民活動)の関係だと思います。例えば、政策形成や政策立案の段階における協働とは、

少し性格が違うかなと思います。市民生活課と都市経営課でそのすみわけをうまくして

いただければ問題ないのではないかと思います。むしろ具体的なフィールドを持った事

業展開のところで、組織と組織との関係になりますから、その中でやっていただいても

いいのではないかと思います。他にいかがでしょうか。 

木村委員    ４月から機構改革で都市経営課が変わると聞いたのですが、この審議会はどこに属す

るのでしょうか。 

事務局長    都市経営課はなくなり、新しい課は（同じ仕事をやるのですが）分権推進課となりま

す。 

小野寺委員   (市民参画の推進に関する条例の)パンフレットの担当課が既に変っていますね。 

事務局長    分権推進課の仕事ですが、分権推進担当で、今度、国で第２次分権改革というのがあ

るのですが、それへの対応と、この市民自治の推進、自治基本条例・市民参画推進条例

の２つの条例を所管し、「市民自治の実現」を目指します。もう 1 つの行革担当では、

行革と職員の業務改善の提案などを担当します。この行革にも分権の精神を取り入れて

大綱を策定しています。今の都市経営課で担当していたシティセールスは経済局へ、大

都市制度は企画へ移管し、新しい分権推進課はより特化した課になります。 

日詰会長    来年はそのような形で進むということで、ご了解いただきたいと思います。 

        それでは議事（１）（２）が終わりましたが、この後すぐにワークショップの検証が

ありますが、その前に、今日のワークショップで補助ファシリテーターとしてお入りい

ただく、まさに行動する審議会の申し子的な形でご活躍いただいている柴田委員に、お

気づきの点や今後の抱負、希望等がありましたらご発言いただきたいと思います。 

柴田委員    先日の市民公開講座は勉強させていただくということで受講を希望したところ、補助

ファシリテーターにというお話がありました。私自身、ファシリテーターという言葉も

この審議会で知ったような段階で、どうかと思っていましたが、補助ファシリとなれば

市民ワークショップへの出席も必然的で、そこで市民ワークショップも体験できるとい

うことで、有意義ではないかと思い見切り発車的に参加させていただきました。講義を

聞いて、一時期会社でやっておりましたＱＣ活動を連想しました。ただ、ＱＣの場合は、

問題解決を目指すのですが、市民ワークショップの場合は、合意形成をするということ

です。初対面の方とやらなくてはいけないので、決められた時間内にどこまで皆さんと

協力してまとめあげられるのか、大いに不安はありました。私のグループのメンバーの

中には福祉関係の方や公的機関の方がいたので、はじめての私にとっては参考になるよ

うな話が随所に出ました。そして、予想よりもスムーズにまとまったので、その点はよ

かったと思います。しかし、市民参画という観点からは、もっと多彩な市民の方が大勢

参加して個人の思いを披瀝してくれたら、もっと会議の幅が広がるだろうと感じました。

ワークショップを体験して、人集めにご苦労されていることは重々承知できましたし、

参画することが本当に大事なことだと実感しました。先程の福祉総務課からの説明にも

ありましたが、各地区のワークショップは数回に渡って継続的にやっていかれるという

ことですし、無作為抽出でダイレクトメールで 2,000～3,000 人の方に参加依頼を行う

ということですので、今後、かなり期待してみたいと思っております。健康福祉基本計

画がスムーズにできることを願いながら、参画推進もそれに伴って一緒にできていく、
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両方ができればいいなと思いながら参加させていただいています。企画や運営に携わっ

ている方々には本当にご苦労だと、参加して思いました。 

日詰会長    ありがとうございました。ほかに皆さんの方から何かありましたら、ご発言いただけ

ますか。 

小野寺委員   参加していただければ多分楽しいので、こういうことは必要だと感じていただけると

思います。来ていただくまでが大変で、そこをどうするかというのが、市民参画を推進

する当審議会としての課題だと思います。今度、ＪＣさんと一緒にやれるということで

言うと、ＮＰＯとの連携は市民参画を推進するうえでは必要なことではないかなと期待

しています。 

玉置委員    見学だけではつまらないので、参加することも仕事だと思いますので、ワークショッ

プに参加しようと思います。 

日詰会長    それでは、そろそろ時間となりますので、市民ワークショップの会場へ移動をお願い

いたします。 

事務局長    市民ワークショップ終了後、こちらの会議室にもう一度お集りください。 

 

        審議会一旦中断（第１研修室へ移動） 

 

 

（３）市民ワークショップの検証について １８：３０～２１：００ 

 

   市民ワークショップ見学 

 

 

６ 閉 会  

 

事務局長    本日は、委員の皆様には長時間にわたり市民ワークショップの検証をしていただきあ

りがとうございました。 

        今後も、市民と行政をつなぐ架け橋として、一層のご協力を賜りたいと存じます。 

        次回は５月頃を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、第４回静岡市市民自治推進審議会を終了させていただ

きます。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

署 名 静岡市市民自治推進審議会 会長  

 日 詰 一 幸 


