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平成１９年度第１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１９年４月２６日（木） １４時００分～１６時０８分 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階 第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）志田会長、須藤副会長、稲葉委員、片瀬委員、山崎委員 

三好委員、佐藤委員、戸塚（正）委員、野村委員、宮田委員 

戸塚（善）委員、寺門委員、中島委員、内藤委員、鈴木委員 

望月委員、鷲巣委員、石野委員、辻委員 

（吉田委員欠席） 

        （関係課）田島理事、久朗津企画調整課参与兼課長 

村田企画調整課参事兼広域行政室長 

能口企画調整課広域行政室主査 

        （事務局）区政課：三宅課長、久田統括主幹、髙田副主幹                   

             地域総務課：望月課長、天野主幹、池田主査 

（蒲原支所）山崎参事、杉山主幹 

（原所長欠席） 

 

 

４ 議 事    

 （１）平成１９年度蒲原地域審議会の運営について （資料１） 

 （２）合併建設計画における平成１９年度予算について （資料２） 

 （３）総合計画第２期実施計画について （資料３） 

 （４）（仮称）蒲原地区市民センター検討部会の報告について （資料４） 

 

５ その他 
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蒲原支所参事   定刻になりましたので、平成１９年度第１回蒲原地域審議会を開催し

ます。本日はお忙しい中をご出席いただき、ありがとうございます。本日、司会進行を

務めさせていただきます蒲原支所の山崎です。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。本日は、吉田委員の欠席以外は１９名出席し

ておりますので、会議は成立します。 

  次に、資料の確認をお願いいたします。配付しました資料は、ファイルの中、もう既

にとじてありますけれども、次第、それから資料１「平成１９年度蒲原地域審議会のス

ケジュール（案）」、それから資料２「合併建設計画蒲原地区関連事業等」、それから資

料３「総合計画第２期実施計画書」、それから資料４「要望書」でございます。お手元

にございますでしょうか。 

  ここで、４月１日付の人事異動で当審議会の事務局の体制が変わりましたので、会議

に先立ちご案内いたします。 

  最初に、清水区理事に就任しました田島より、ごあいさつ申し上げます。田島理事、

お願いします。 

田島理事   委員の皆様こんにちは。 

  ただいま紹介をいただきました清水区の理事の田島でございます。よろしくお願いを

いたします。 

  この審議会につきましては２年目ということで、皆様の種々ご審議をいただきまして、

実は昨年ですね。主に、これ、仮称でございますけれども、蒲原の市民センターの建設

につきまして、いろいろなご審議をいただきまして、いよいよ本年は、その基本計画、

実施計画ということで作成をしてまいるというようなことになりました。この審議会に

おきまして、こちらの方をご報告させていただきますので、また、皆様のご意見等をい

ただきながら、いい計画ができればというふうに思っております。 

  そして、この建設は平成２１年を目指して建設をしてまいるということになっており

ます。どうか皆さんの忌憚ないご意見がいただければと思っております。 

  当審議会は、また、平成２７年まで一応続くということでございます。この審議会が

本市の均衡ある発展に寄与するものというふうに思っております。大いに期待をしてお

りますので、皆様の建設的なご意見が賜ればありがたいなあと思っております。どうか

忌憚のないご意見をいただきながら、蒲原の皆様の意見が反映されますことを願ってお

りまして、簡単でございますけど、あいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお
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願いをいたします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  今年度からは区政課、それから、清水区役所の地域総務課が地域審議会の予算や会議

の運営を行うことになります。そこで、この区政課、それから地域総務課の方をご紹介

したいと思います。 

  まず、区政課の三宅課長です。 

  次に、清水区地域総務課の望月課長です。 

  同じく、天野主幹です。 

  池田主査です。 

  企画課の広域行政室は、昨年までは事務局として行ってきましたが、今年度からは事

務局から外れまして、合併建設計画に関することについて携わるということになります

ので、ご了承願いたいと思います。 

  次に、蒲原支所からご報告します。 

  宇佐美統括に変わりまして私、山崎です。よろしくお願いします。 

  そして、片瀬副主幹に変わりまして杉山です。どうぞよろしくお願いします。 

  なお、本日は、原支所長、出席する予定でしたけれども、体調不良のため欠席させて

いただきますので、ご了承願いたいと思います。 

  それでは次第の２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。 

  志田会長、よろしくお願いします。 

（会長あいさつ） 

会長   どうも皆さん、ご苦労さんです。座ったままさせてもらいます。 

  当審議会も１年ようやく過ぎまして、２年度へ入りまして第１回ということで、文化

センターについても、これから本年度は、いよいよ本格的設計ということで、いろんな

意味で重要な時期になってくると思います。 

  特に、我々審議会のメンバーは２年任期ですから、第１期がこの後半に入ったという

ことで、本年度また後半の１年間、限られた日数と時間ですけれども、その中で有意義

な意見を出していただいて、逐次進めていきたいと思いますけど、１年間よろしくお願

いします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  それでは、これから議事に入ります。議事につきましては、会長に進行をお願いした
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いと思います。会長、よろしくお願いします。 

会長   それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして、皆さんにお願いがございます。 

  会議録作成のために、発言の際はマイクスタンドのスイッチを押して、氏名を述べて

から発言をお願いします。また、本日の会議の終了は４時を予定していますので、よろ

しくお願いいたします。 

  それでは、議事の（１）「平成１９年度蒲原地域審議会の運営について」を議題といた

します。事務局から説明をお願いいたします。 

地域総務課主幹   皆さんこんにちは。清水区地域総務課の天野です。よろしくお願い

いたします。 

  昨年度は、企画調整課の広域行政室でお世話になりました。今年度は、審議会の運営

等を区政課と蒲原支所と一緒に清水区の地域総務課が行うということになりましたの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、お手元の資料１をごらんいただきたいと思います。 

  議事（１）の平成１９年度蒲原地域審議会の運営についてでありますが、１８年度は、

（仮称）蒲原地区市民センターの基本構想案の策定を中心に審議してまいりました。 

  平成１９年度におきましては、８回の開催を予定しております。スケジュールに沿っ

てご説明いたします。今回の次ですね、来月、第２回の審議会におきましては、視察を

予定しております。視察の内容につきましては、この後ご説明いたします。 

  次に、第３回及び第４回の審議会でありますけれども、第３回を６月ごろ、第４回を

９月ごろに予定しております。内容は、（仮称）蒲原地区市民センターの基本設計につ

いてであります。 

  基本設計につきましては、７月中旪から９月中旪の作成予定となっておりますので、

作業に入る前と完了した時点で審議会に諮ることといたします。これが第３回、４回の

主な内容となります。 

  次に、第５回、第６回の審議会でありますけれども、合併建設計画関連についてご審

議していただく予定であります。ご存じのとおり、合併建設計画につきましては、地域

審議会における主な審議対象となっておりまして、合併建設関連事業についての進捗状

況や要望等についてご審議していただく内容となっております。 

  次に、第７回の審議会では、第２期以降の審議会の運営について、委員の皆様にお諮
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りしたいと考えております。 

  第８回の審議会では、（仮称）蒲原市民センターの基本設計の後に行われる実施設計、

これについての報告を受ける予定であります。 

  以上、簡単にスケジュール（案）をご説明いたしましたけれども、この内容で確定と

いうわけではありませんので、このほかにも審議する案件があろうかと思います。そう

いう案件が出ましたら随時審議することとなりまので、よろしくお願いいたします。ま

た、蒲原地区に関する重大な事務事業についても所管課の方から説明などを求めること

といたしますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、第２回目に予定しております視察についてご説明いたします。 

  視察先は、長野県長野市の豊野地域審議会というところでありまして、行程は、バス

での日帰りを予定しております。長野市豊野地域審議会は、平成１７年１月１日、長野

市と豊野町、大岡村、戸隠村、鬼無里村と合併によりまして、その豊野町の豊野地区に

設置されました地域審議会でありまして、今年度は２期目に入るということであります。

私どもより１年先にやっているということで、今後の審議会の運営などについて研修を

していきたいと考えております。 

  日程につきましては、この資料１にもあるとおりなんですけれども、相手先のご都合

もあることなどから、５月２９日の火曜日から５月３１日の木曜日、３日のいずれか１

日ということで、きょうは記載させていただいております。日程の決定につきましては

先方の審議会の方で検討していただきまして、５月８日に決定して、こちらに通知して

いただけるというお話ですので、委員の皆様においてはお忙しいところ大変恐縮でござ

いますけれども、日程についてご了承くださるようお願いします。なお、日程が決まり

次第、各委員に対してはお知らせするとともに、参加の確認をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

  事務局から以上であります。 

会長   このことについて質問は、どなたかありますか。よろしいですか。 

戸塚（善）委員   第３回目と４回目が蒲原地区市民センター基本計画ですから、６月

の初めと９月の後の開催になるの。 

地域総務課主幹   お答えします。 

  基本設計が始まるのは７月の中旪からと聞いていますので、第３回は６月の後半くら

いだろうと思いますけど、まだちょっと日程の方は確実じゃないもんですから、一応基
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本設計始まる前にということで考えております。 

戸塚（善）委員   その前というのは、ある程度基本設計の段階で、ある程度の説明が

あるですか。 

地域総務課主幹   検討部会というものを審議会の方で置いていただいておりますので、

行政の方とそちらの部会の方で、あらかじめ検討していただきまして、その報告もしく

はまた、追加の皆さんの意見等もあるかと思いますので、その辺について一回やりたい

ということで、ここに設定しました。 

戸塚（善）委員   そのときに部会の方で報告をしなければ、我々はわからないですね。 

地域総務課主幹   きょうもこの後報告がありますけれども、きょう以降についても部

会と行政の方で、また協議もあるかと思いますので、その報告も当然、第３回の方でさ

せていただくような形になろうかと思います。 

会長   よろしいですか。ほかに、どなたか。どうぞ、石野委員。 

石野委員   今の関連ですけど、６月、９月の会議の前にできれば、当日にその資料を

分けるんじゃなくて、もう具体的になりますので、できれば会議の１週間ぐらい前に委

員に資料をいただければ、審議がより深まるんじゃないかなあと思います。要望です。 

会長   早く資料は出してもらいたいということですね。わかりました。 

  よろしいですか。ほかに、どなたか。 

副会長  スケジュールの（案）は消してもらってください。 

会長   この案を。じゃあ、スケジュールの案は一応、これで消してください。 

  議事の（２）の「合併建設計画における１９年度予算について」を議題といたします。 

  事務局から説明をお願いします。 

企画調整課参事   企画調整課の村田と申します。よろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の議題の「合併建設計画における平成１９年度予算」につきまして、

ご説明をさせていただきます。 

  合併建設計画そのものにつきましては、昨年のこの地域審議会におきまして、策定に

関わります法律的な根拠、その概要につきましては、もう既にご説明をさせていただい

ておりますので、この場では省略をさせていただきます。 

  今回は、合併建設計画の蒲原地区関連事業の平成１９年度予算の状況につきまして、

全体の状況を説明させていただきます。必要に応じまして、今後の会議におきましては、

また担当の方から詳細な説明をさせていただきたいと思っております。 
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  それでは、資料の２、Ａ３の縦版の資料をごらんください。 

  この資料につきましては、合併建設計画の登載項目とその基礎資料といたしまして、

旧蒲原町さんの方でリストアップされたものを一覧表にしてまとめたものでございま

して、基本的には、昨年１２月に開催されました第８回地域審議会におきまして、皆様

にご提示させていただきました資料に平成１９年度の予算額を加えたものでございま

す。 

  表の左側に建設計画に登載されております各分野ごとの事業、３１の大項目と中項目

に区分してあります。さらに、二重線から右側におきましては７３の小項目として一連

番号、事業名、現在の担当課、各年度の予算額を記載してございます。 

  平成１８年度の予算額におきましては補正後の予算額を、平成１９年度におきまして

は当初の予算額を記載してございます。 

  昨年度の第８回の地域審議会におきましてご説明させていただきましたけれども、こ

の小項目の事業につきましては、合併前の平成１７年の４月、旧蒲原町から住民の皆さ

んに配付されました資料を基礎資料としてございますが、これは建設計画の作成に当た

っての基礎資料です。合併協議などの場では、ここまで具体的な事業名、項目というも

のは示されておりませんでした。これにつきましては具体的な事業内容を特定した場合

に、今後１０年間の社会経済状況の変化とかに対応して、柔軟な事業の推進が難しくな

るという観点から、建設計画への記載内容は概括的な表現としたということの考え方か

らです。 

  またさらに、これも昨年の第８回の地域審議会で説明させていただいたところでござ

いますけれども、平成１８年度は旧蒲原町で予算要求をしておりましたことから、各事

業ごとの予算額を把握できたんですが、今回平成１９年度につきましては、一部の例え

ば維持管理経費などにおきましては、施設の維持管理全体の中の一部ということになり

ますので、それぞれの予算額につきまして、実情に応じて全体の額から案分をした、そ

うした算出をしているものもございます。ご承知おきください。 

  以上のことを踏まえまして、改めて一覧表をごらんいただきたいと思います。 

  まず、小項目の事業ごとに平成１９年度に予算化されました当初予算の額は、記載の

とおりでございまして、その合計額は最下段、１６億７００万円余でございます。なお、

平成１８年度予算額につきましては、記載のとおり１６億６,０００万円余ということ

でございますけれども、昨年度の説明のときには、この中の６４番、直轄道路（富士由
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比バイパス）の負担金８億２,０００万円というものは含んでおらなかったと思います。 

  したがいまして、昨年の資料と見比べていただきますと、予算額が倍増しているなと

いうことになるんですけれども、それは今説明申し上げたとおり、直轄道路バイパスの

負担金が新たに加えられたということでございます。ご承知おきください。 

  それぞれの事業名につきましては、旧蒲原町で配付されました資料をもとにして記載

してありますが、一部の施設の名称などにつきましては、合併後の表記に変更してござ

います。 

  記載内容を分野ごとに説明させていただきます。 

  まず、健康・福祉でございます。 

  健康・福祉の分野におきましては、まず№１、東部及び西部保育園運営及び維持管理

事業。３番、蒲原東小学校の放課後児童クラブの運営。４番、西小学校の児童クラブ運

営事業。５番は、蒲原文化センターに併設されております児童室の運営事業。６番は、

白銀の児童館運営事業。そのほか８番から１０番までが保健福祉センター。１１番が老

人福祉センターの維持管理事業。そして１３番、１４番が特別養護老人ホームの施設整

備補助事業となっております。 

  特に、この３番の蒲原東小児童クラブ運営事業につきましては、新たに蒲原東小学校

敷地内に建設いたします児童クラブの建設費など約３,２００万円を含んでおります。

また、６番、蒲原白銀児童館運営事業におきましては、エアコンの設置費約５００万円

を含めて計上してございます。したがいまして、ここには運営事業、いわゆる維持管理

経費ということでうたってあるんでございますけれども、若干の今申し上げたような、

いわゆる投資的経費、ハード事業も入っているということでございます。 

  次の文化・学習の分野でございます。 

  １５、１６番につきましては、（仮称）蒲原地区市民センターの建設事業であります。

この内容につきましては、１９年度につきましては基本実施設計に関わります委託料で

ございます。委託料のほか境界確定とか、あと、建築確認申請などに関わる経費を計上

してございます。１７番につきましては図書館の維持管理運営事業。１８、１９が蒲原

城址の保存整備、観光施設の維持管理事業。２０番、２１番は、蒲原東西小学校及び蒲

原中学校の維持管理事業です。２４、２５は森林保全と遊歩道事業となっております。 

  この中で特に２１番でございますが、蒲原中学校の維持管理事業におきましては、中

学校の西校舎の耐震設計に伴う費用として５５０万円を含めまして計上してございま
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す。 

  次に、生活環境の分野です。 

  ２６番の防犯まちづくり事業につきましては、県の助言により追加した事業でござい

まして、地区防犯協会への補助金などを計上しております。２７番の清掃工場の建設事

業につきましては、将来の蒲原地区のごみの受け入れを前提といたしました静岡地区の

清掃工場の整備事業でございます。ただ、大項目の事業であることから省略しないで、

ここに記載してございますが、ただし、その予算額につきましては市全体の話というこ

とでございますので、この合計の中には含まれておりません。したがいまして、記載も

ございません。 

  あと２８番でございますが、新エネルギー導入可能性調査事業です。これにつきまし

ては、静岡市として地球温暖化対策地域推進計画を策定することから、その全体の予算

額を記載してございます。あと２９、３０番、生活排水対策事業でございますが、建設

計画の事業概要におきましては、公共下水道、農業生活排水、合併処理浄化槽を効率的

に組み合わせるとしております。したがいまして、この二つの事業に加え、３１番の善

福寺地区の農業集落排水の維持管理事業につきまして、まだ前回の資料のときにはなか

ったんですけれども、今回からは追加して記載をさせていただいております。 

  ３２番から３４番まで、各地区の公園整備事業が検討されております。３５から４０

番までは水道事業、そのほか治山、河川改修事業がございます。この中で特に３０番、

合併処理浄化槽補助事業でございますが、すり合わせのときに平成１８年度は周知期間

といたしまして、旧蒲原町の補助額で補助を行うということでされておりましたが、平

成１９年度以降は、静岡市の基準額に統一するというすり合わせがございました。した

がいまして、補助金額が２分の１に減額されております。 

  ３３番のみその公園整備事業につきましては、用地測量等の費用を計上しております。

３６番、第３浄水場の改修事業は、平成１９年度から工事費が計上されております。３

９番の県道３９６号線配水管布設替工事は、平成１８年度で事業が完了してございます。

したがいまして、平成１９年度には予算額、何も入っておりません。バーになっており

ます。 

  次の産業経済の分野でございます。 

  ここには記載のとおり、商工業の活性化、農林業関係の整備事業でございます。 

  ただ、５０番の林道改良事業につきましては、今年度工事予定箇所がないということ
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で、予算的にはゼロということになっております。 

  次に、都市基盤の分野でございます。 

  ５２番からの歴史回廊かんばら整備事業は、旧五十嵐邸の歴史文化財や観光施設の維

持管理、町並みの整備でございます。また、５７番からは道路整備、区画整理事業など

がございます。特に、５７番の蒲原日の出線道路改良事業ですが、物件調査費といたし

まして４００万円を計上してございます。さらに５９番、蒲原駅南北線道路新設事業及

び６３番、県道３９６号線につきましては、昨年度に引き続きまして予算計上されてお

ります。 

  また、６５番、建築不可能地区（神沢地内）道路新設事業につきましては、その事業

の整備手法の検討のために２５０万円を計上してございます。また、６８番の市道の整

備事業につきましては、神沢白銀線の道路改良事業のほか山手線の舗装改良事業など、

道路改良事業が３路線、舗装改良事業が３路線予定されてございまして、その事業費が

１億５００万円計上されているところでございます。 

  最後の行財政につきましては、国際化の推進とか地籍調査事業につきましても引き続

き、予算が計上されているところでございます。 

  説明は、以上であります。よろしくお願いいたします。 

会長   どうですか。この件に関して質問ありましたら。はい、どうぞ。 

三好委員   ナンバーの３０番ですね。合併処理浄化槽補助事業なんですけれども、こ

この部分の金額が２分の１というお話がございましたけれども、それがなぜなのかとい

うのをちょっと説明いただけますでしょうか。 

企画調整課参事   今のご質問にお答えさせていただきます。 

  実は、浄化槽の補助金につきましては、合併のすり合わせのときに、平成１８年度は

合併前の蒲原町の基準で補助を出します。ただ、１９年度におきましては、合併前の静

岡市の基準額にしますという、いわゆるすり合わせの申し合わせ事項がございまして、

それの基準に合わせますと現行額の、今の約、おおむね２分の１の補助金額になるとい

うことでございます。 

三好委員   ちょっと説明がわかりづらいんですけれども、蒲原町として政令市になっ

て、もうちょっと補助が逆にふえるのかなという印象を漠然と持っておったもんですか

ら、その辺のところがちょっと理解に苦しむんですけれども。政令市なので、そういう

合併浄化槽に対する補助金の部分に関しては、要するに国と対等に、そのお金を扱える
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ような権限もあっていいはずじゃないかと思うんですよね。それが蒲原町と比べて落ち

ていると、そこがちょっと納得がいかないんですよ。説明していただけますか。 

企画調整課参事   今のご質問につきましては、やはり合併前のそのすり合わせの際に、

その制度に決めていきましょうと。さらに、それにつきましては住民の皆様方に、十分

説明をさせていただいたと思っております。さらに、その政令市になったからといって、

その補助額が上がるかということにつきましては、もともと政令市前からの補助事業で

ございますので、政令市になったからといって、それが国と対等になるというものでは

ないと思います。もう十分に合併までのすり合わせの中で、その辺の議論はもうされて

いたと理解してございますので、よろしくお願いいたします。 

会長   はい、どうぞ。 

三好委員   すいません。じゃあ私の誤解で、政令市だからといって国と対等の話し合

いができるわけではないということですね。 

企画調整課参事   今のその補助率の話でございますけれども、これは、市の一応要綱

で定められているものでございましてね。それがその国の基準に合わせて、プラス上乗

せされているかどうかについて、その詳細につきまして、すいませんが今ちょっと手持

ちの資料がないもんですから詳しくお答えできないんですけれども、もともと国の制度

というよりは、市の補助要綱に基づく合併浄化槽の補助金だということでご理解くださ

い。 

三好委員   はい、わかりました。すいません。 

会長   はい、どうぞ。内藤委員。 

内藤委員   合併浄化槽の補助率が蒲原町時代から比べて半額になったということで、

合併浄化槽への普及率の足踏みが懸念されると思うんですよ。それで、政令市静岡市に

なると、この水色の全戸配布で分けていただきました静岡と蒲原の合併建設計画の中で、

公共下水道事業というのが１００億円のすごい予算がついて、１０年間でやるというこ

と、これ見て、すごくやっぱり政令市になると、蒲原町の単体だけではできないような

大きな事業ができるんだなあということで、すごく私も含めて町民の皆様も、すごい関

心を持ったと思うんですね。 

  今、１９年度の予算を見ましたら、１８年度には、２９番ですけれども公共下水道整

備が、１９年度は全然予算がついていないんですよね。これ、本当に大きな事業で、１

年や２年でできるような事業ではないと思うんです。予算も大きいですし。ですから、
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こういう事業こそコンスタンスに計画から始まって調査とかそういうふうなので、１８

年度は予算がついたけど１９年度はゼロになったというような、こういうふうな細切れ

のやり方じゃなくて、本当に地に足の着いた方向性で考えていただきたいと思うんです

けれども。 

企画調整課長   今のことについてお答えをいたします。 

  １８年度の予算につきましては委託業務をやったわけですけど、蒲原地区の公共下水

道の基本構想を検討したものでございまして、県が策定をいたしました生活排水処理長

期計画に基づいて、蒲原地区内への処理場立地や既存処理区との統合の可能性のほか、

幹線環境やポンプ場の施設配置などにつきまして、経済性とか施工性等を総合的に検証

をさせていただいたものでございます。これにつきましては蒲原単独で処理をする、あ

るいは由比との広域処理、それから静清処理区への統合等を検討させていただいたもの

でございます。 

  今後の方針につきましては、この基本構想の結果を踏まえて、幹線ルートの専用位置

や処理場等の施設候補地の所有者等を調査していく予定でございます。事業の実施につ

きましては、現在整備を進めている静岡清水地区の進捗状況や由比町の動向等を踏まえ

て検討していく必要があると考えている。というのが下水の方の考え方でございまして、

決して事業が、予算があるなしにかかわらず、とまっているわけではございませんので、

その点をご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

会長   よろしいですか、今ので。 

  ほかに、どなたか。はい、どうぞ、石野委員。 

石野委員   前年度、道路の整備のときに話があったんじゃないかなあと思いますけど

放水路、新蒲原駅から蒲原中学の方へ向かって、日本軽金属のこちらから行くとカーブ

から向こうの方、正門のあたり、ずっと舗装まだしていないんですけど、あれはここの

中に入っているのかどうか。 

  それから、あそこ、蒲原中学の生徒の通学路になって、こっちから蒲原中学へ向かっ

て左手のところ、あそこ、ずっとガードレールがないんですよね。カーブを回って、こ

っちの駅の方へ来ると、もう歩道がずっとしっかりしているんだけど、正門の前の方は

ずっと中学のとこまで歩道はあるけど、ガードレールがないので非常にあそこ危ない。

舗装はしてないし、この中に、先ほど説明した道路整備の中のどっかに入っているんで
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すか。 

企画調整課長   お答えをさせていただきます。 

  非常に事業が広範囲にわたっておりまして、道路につきましては枠配分といいまして、

ある一定の額を道路事業に対して、今年度は幾らというようなことで予算化をさせてい

ただいております。ですから、事業の内容につきましては、それぞれ地元の要望が全市

内から来るわけですので、その中で優先順位をつけて、道路局の方で順次やっていただ

いていると思いますので、ちょっと内容について個々具体的に、その部分が今度の予算

についているかどうかというのは、こちらではちょっと掌握をしかねておりますのでよ

ろしくお願いします。 

会長   よろしいですか。 

石野委員   子供の安全のために、ぜひあそこを早く舗装と、できればガードレールを

つけていただきたいなあというふうに思います。要望です。 

企画調整課長   要望につきましては道路局の方に伝えておきますけれども、要望事項

につきましては、やはり地元の皆様方の要望があって、やはりいろいろ動くものがあり

ますので、ぜひまたその辺をご協力をお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

会長   はい、戸塚委員。 

戸塚（善）委員   この予算額ですね。これは静岡市全体の中の、いわゆる配分という

わけですね。そうしますと私が聞いた予算と大分違っちゃうですよね。予算が一応決ま

ったからといって報告受けたんだけど、その予算ともう１０何分の１ぐらいしか１９年

度には載ってないですよね、予算が。油缶川河川事業。幾らかとは言わないんですけど

ね。これ、１８年度が５００万、１９年度が６００万でしょ。これ、一体何をやるです

か。 

企画調整課長   一応、原課から調書を取った中では、１９年度につきましては改修に

伴う詳細設計業務委託ということで聞いております。 

戸塚（善）委員   じゃあ、この前は、１８年度は何ですか。 

企画調整課長   １８年度につきましては、油缶川流域内の水処理対策予備設計委託と

いうふうに聞いております。 

戸塚（善）委員   そうするとね、結局、尐なくともこういうふうなものが出てるんで

すからね。その結果をこの審議会の方へ報告してもらうわけにはいかないですか。そう
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じゃないと、いつまでたっても水かけ論になってしまうんですよ。 

企画調整課長   原課の方に、その旨は伝えておきますので、またこの審議会の中で、

その内容につきまして説明をさせていただきたいと思います。 

戸塚（善）委員   そうするとね、申しわけないですけど、一年一年そんなことばかり

やっていて、一体いつ実現するんですかって言いたくなるですよ。結局、大きな雤が降

れば、もう被害をこうむるのは、わかりきってるですからね。それを蒲原町のときにあ

る程度、そういうふうなあれで一応予算化して、極端な言い方すれば、静岡に合併しな

げれば、ことしあたりはもう工事に入っていますよ、蒲原町で。そのぐらい、もう緊急

な課題だったんですよ。それが毎年こんな状態ではね。ことしも調査、来年も調査、じ

ゃあ、その結果を見て１年待ちましょうなんて、そんなことやっていたらね。住民が怒

りますよ。 

  この間一応、ある人が来て、早急に何とかしなければならないと言ってくれましたか

らね。何とか僕らも頑張りたいと思っていますけど、一つこれね、正直な話ね、今年度、

８,８００万円の予算がついてという報告をもらったですよ僕は。６００万円と８,８０

０万円じゃ大きな違いですからね。そういう報告をもらってるですよ。 

企画調整課長   お答えいたします。後でまた総合計画の実施計画、上で説明しますけ

れども、３カ年事業ということで８,８００万の予算がついたということを、多分説明

をされたんじゃないかと思いますので、１９年度部分ということではないと思います。 

戸塚（善）委員   だからね、結局、くどいようで申しわけないですけど、この工事は

８,８００万で終わる工事じゃないです。それだけは承知しておいてください。４億、

５億かかる工事ですよ。 

企画調整課長   はい、原課の方に、その旨は伝えます。うちの方が例えば、その額を

削ったとかということではないものですから、基本的には原課がいろいろ考えて、その

事業費でいいというものについては、うちの方は減額をせずに査定をさせていただいて

おりますので、そういう部分については、また原課の方にはお伝えをいたします。 

戸塚（善）委員   はい、よろしくお願いします。 

会長   よろしいですか。 

戸塚（善）委員   それからもう一つ、３４番の富士川緑地公園整備事業（バイパス北

側）ですね。これは予算がゼロになっていますけどね。あれは何とかならないものです

かね。富士川の北側のあれなんですけどね。 
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企画調整課長   お答えいたします。 

  公園の方の整備状況についてやりますけれども、２次総合計画ですね。この次の計画

の中に盛り込むということで考えておりまして、基本的に、今は富士川にグラウンドが

整備されておりますので、ほかの優先順位の高いものを先に先行させております。です

から、２２年度以降に、その部分の事業につきましては実施予定をいたしております。 

  以上です。 

会長   はい、内藤さん。 

内藤委員   １８年度の予算額、１９年度の予算額という形で、予算額のみがこういう

ふうにして計上されているんですけれども、やっぱりその予算に対する達成度というん

ですか。そういう意味合いで決算額、その予算に対して１年後１００％出たとか、そう

いう決算、この項目に照らし合わせた決算額とか、そういうふうな形での提示はなされ

ないんでしょうかね。 

企画調整課長   決算につきましては、その年度を終わって翌年の１１月議会で決算が

行われます。実質的には１８年度から始まっておりますので、決算額対応で比較をする

ということになりますと、２０年の１１月以降でしたら決算対決算の比較ができますの

で、そのときにそういうご要望があれば、そういうものを提示させていただいても結構

でございます。 

  以上です。 

会長   よろしいですか。 

内藤委員   ぜひお願いしたいと思います。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   さっき、総合計画の３年の予算の中で入れるわけよね。それを３年度の中

で使い分けていくよという形になると思うんですよ。ですから、その辺をもう一度説明

してやってください。だから、出てきた数字が、さっき言った８,８００万円という数

字が動いちゃうわけよね。ひとり歩きした場合に、何だ、おい、１９年度８,８００万

円ついてるんじゃないのかという感覚を持ってしまうので、いま一度その辺のからくり

と言ってはおかしいけど、こういう予算を立てるんだよと。そして、総合的には、この

数字になるけど、３年間で使い切るんだよと。事業をやっていくんだという話をちょっ

としてやってください。 

企画調整課長   後で実施計画の方もちょっと説明をさせていただきますけれども、数
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字で年度をあらわしますと、事業というのは、その年々によって尐し変更なんかがござ

います。確かに膨大な予算が要するにかかるケースも、例えば、土の中を掘ったら軟弱

で、そういうものを固めなければならないとか、いろいろなそのケースがあるもんです

から、全体のその事業費を総枠で決めさせていただいて、ある程度その中で泳いでいた

だくというような形をとっておりまして、事業については、その３カ年なら３カ年の中

の金額が、例えば、先ほど言いました例でいきますと８,８００万円と言いますけれど

も、３カ年で事業が終わるかどうか、私もその事業について詳しくないもんですから、

わかりませんけれども、それはあくまでも１９、２０、２１年でかかる経費ということ

でご理解いただいて、その後、要するに、もっと事業がかかるよということであれば、

当然２２年度以降にも事業についての予算要求がされまして、その分については、また

その時点で予算をつけていくと。事業を認めてつけていくという形になりますので、全

体の事業費がもっとかさむのかしれませんし、その部分については、今現状わかる範囲

の中の１９年から２１年の中の３カ年については、８,８００万円程度かかるだろうと

いうふうなことで事業査定をさせていただいておりますので、その辺をご理解いただき

たいと思います。以上です。 

寺門委員   もう一点いいですか。 

  ちょっと３、４、５、６ですね。３番で、３,２００万円の東小学校の多分、体育館の

裏側の畑のところにつくんじゃないかなと思うんです。あそこしかあいていませんから

ね、思うわけですけど、これをつくることによってね。要するに子育て支援という形で

小学校の子供たちが、この四つのところで放課後とか、そういう形の中で活動できると

いう形になるわけですが、この辺の対象となる、だから、ここへ３,２００万円かけて

児童クラブをつくって、これはどういう子供たちが対象になるのか。白銀児童館と隣接

するわけよね。ですから、その辺がね。どういうふうな使い分けをするのか、ちょっと

ご説明をお願いしたいんですけど。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  白銀につきましては児童館ということで、多分ここは年齢的には範囲が広い子供たち

を対象にしているんですけれども、現状は今、子育ての支援の児童クラブがないもので

すから、今、要するに、二つ供用して使っている形でいると思います。その部分を切り

離して、多分その近くへつけるということですから、児童クラブについては基本的には

確か３年生までが対象になっているんじゃないかと思います。ただ、規模的に入れば、
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４年生以上の子供さんにつきましても対象になるというふうに理解をしております。以

上です。 

寺門委員   そうすると課長ね、児童クラブができることによって、白銀児童館が相当

やっぱり混雑していたんですよね。その辺がゆとりができて、子供たちが使いやすいと

いいましょうか、活動しやすい施設になるというふうに理解してよろしいですか。 

企画調整課長   基本的には、そういう形で理解していただいていいと思います。そこ

までの内容について所管課から私の方に聞いているわけではないんですけれども、基本

的には、そういう考え方で市政の運営はさせていただいておると思いますので、その方

向で結構だと思います。 

会長   よろしいですか。じゃあ、須藤委員。 

副会長   先ほど、この内容の説明のときの当初に６４番が出てきましたね。直轄道路

の負担金ということ。由比バイパス線８億２,０００万円、１８年度は。１９年度は８

億３,０００万円、これ、建設計画の中にはないんですよね、こういう負担金というの

は。ですから、私たちが１０年間で３５３億円、お金をかけてもらうんですよという中

に、この８億２,０００万円とか８億３,０００万円というお金は入っていないんですよ。 

  それで、当初、１８年度の予算をいただいたときは、総額６億７,８３１万円だったん

ですね。それがいつの間にか１６億円になっていると。何がふえたのかなと思ったら、

大きいので、この８億３,０００万円がふえたんですけれども、建設計画の中に直轄道

路負担金というのを入れなければいけないんでしょうか。というよりも、蒲原町がそう

いう計画を組んだとき、これを見落としていたと。だから、今改めて入れているという

解釈なのか、そこらをお願いします。 

企画調整課長   はい、お答えします。 

  特に意図はないんですけれども、主要幹線道路の整備ということで、１８年度にも記

載をさせていただきましたので、今までは要するに建設計画上、特に、その部分につい

ては触れられているところはないんですけれども、建設計画におきましても例えば静清

合併の場合には、個々具体的な事業で建設計画ができているんですけれども、旧蒲原町

さんとやった場合には個々具体の事業というのは、例えば文化センターとかですね。そ

の量がすごく尐ないということがありまして、後で実施計画の中にもありますけれども、

そういう趣旨をとらえて、そういう個々具体的な事業につきましても要するに、これか

らいろんな事業を事業化していかなきゃならないという部分はありまして、そういうこ
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とも含めて、そういう負担金を投下して、蒲原地域については整備を進めていきますよ

ということを周知をするということで、今回は載せさせていただいているんですけれど

も、基本的に、別にその部分は要らないということであれば削除させていただいても別

に、それは構わないと思います。 

副会長   合併建設計画について、この地域審議会はどういうふうな動きをしていくか

ということをチェックしていく中で、この直轄道路の負担金を外してもらった方が、実

質的な金額が見えてくるんじゃないかなあと思いますので、これについては外してもら

った方が私は今後の、その検討のためにもいいんじゃないかなあという気がするんです

けど、どうでしょうかね。 

寺門委員   副会長の言っていることはわかるんだけど、やはりこれは蒲原の一つの地

域の中の事業ということでね。これ、括弧囲いでやってもらって、合計から抜いて、こ

の括弧だけ入れていく方法もあるんじゃないかなと思う。それと、こういう事業もやっ

ているんだよという一つの、予算中に入れなくてもどうですかね。そういう方法も目に

見やすいのかなと。 

副会長   ちょっとこだわるんですけど、負担金というとね、いろいろな負担金がある

わけですよ。蒲原地区のために静岡市が出していただいている負担金というのは。あえ

てこの直轄道路の負担金だけここへ入れる必要ないじゃないかなあと。それならほかの

負担金もこれ以外にあるわけですね。例えば蒲原病院の負担金もあれば、消防の負担金

もあれば、いろいろあるわけですよ。だから、この直轄道路だけの負担金をここへ入れ

る必要は、私はないじゃないかなあということで、ここは外してもらった方がいいじゃ

ないかなあと、その金額も出てきちゃうのでね。２年間で３２億円、蒲原町のためにと

いう話が出てきちゃうのでね。だから、私は外した方がいいような気がしますけど。考

慮してください。お願いします。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  基本的に、先ほど言いましたように、事業の調書をとったときに道路局の方から、そ

ういう部分に使っているよという部分が向こうから記載があったものですから、そうい

うことでまた記載をしたということですから、審議会の皆様方からそういうことで、外

した方がいいということであれば、今後、その部分については削除させていただきます。 

戸塚（善）委員   そうするとね。これが載っていることと載らないことに対してメリ

ット、デメリットがあるんですか。これを利用して何かをするということができるのか。 
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 この金額は、流用できるということですか。 

副会長   流用できないよ。負担金だから。 

戸塚（善）委員   負担金だからね。そうするとこれは、やっぱそのままの状態の方が

いいということ。金額がのすだけ。 

寺門委員   （不明）事業としてこれだけの大きなものが出てきたんだよと。いや、わ

かりますよ。蒲原病院だ、環境衛生だ、消防だという負担金わかります。それは経常経

費的なもので出てくるわけですから、これはずっと続くわけじゃないでしょ、これ。事

業が出てきたときに一つの負担という、ここからここまでのものをどういうふうに直そ

うとか、防護壁をつくるとかという形の中で一つの事業として、今年度こういうものを

負担しましたよという形で出てくるわけでしょ。どうですか、その辺。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  これは要するに国道の整備の負担ということで、事業費の２５％だと思いますけれど

も、それを市が負担をするわけです。その要するに蒲原地域に係る、要するに国道の整

備ですね。バイパスだとか主要幹線になりますけれども、その部分の経費ということに

なるわけですけれども、その部分を早く建設をしてほしいということであれば、当然事

業費がふえますので、その部分が負担金として余分に静岡市が払うという形にはなろう

かと思います。ですから、そういうことによって地域の住民の方たちのサービスがよく

なるということもあるというふうには理解をしているわけですけれども、その辺は建設

計画上の位置づけ、特に今、そういう個々具体的な部分がありませんので、その辺をど

うするかというのは、一考するところはあろうかと思います。 

寺門委員   会長削りましょう。建設計画の中にこれははまっていないのだから。こう

いう事業がありましたよという報告だけでもしてくれることがあればしてもらって、数

字を載せちゃうと、またわけわかんなくなっていっちゃいますから、膨らんでいくばっ

かりになっちゃうからね。そういうことにしましょう。 

会長   よろしいですか、それで。 

石野委員   ２０番の東西小学校の施設管理事業、この内容をちょっと教えていただき

たいんですが。 

企画調整課長   具体的な内容はちょっとわからないんですけれども、施設の維持をし

ていく部分で、多分そのかかる経費ですね。これを学校ごとに教育委員会の方で配分を

しておりますので、それの案分の数字だと思います。個々の具体的な内容につきまして
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は学校ごと、その維持の修繕だとか、そういうものがありますので、そこまでの把握は

されていないということでございます。 

石野委員   あそこの体育館耐震性が恐らくないと思うんですけど、私行ったときから

そうですけど、それについてはどうなっていますか。 

企画調整課長   体育館の耐震につきましては、今後、そのものが出てくると思います

ので、その数値がちょっと私は、今は掌握していないものでわかりませんけれども、基

本的には悪いものから順番にやるということになりますので、その辺の部分で耐震化に

つきましては一応２１年までに、静岡市の場合にはすべてやるということで、今、鋭意

努力をしておりますので、その中で処理をされるものというふうに理解しております。 

会長   じゃあ、ちょうど１時間経過したもんですから、ここで一息、審議途中ですけ

れども約１０分弱、再開は３時１０分からにさせていただきます。 

休憩 午後 ３時０２分 

再開 午後 ３時１０分 

会長   よろしいですか。再開に先立ちまして今、いろいろな質問まだ残っているんで

すけれども、（３）の総合計画第２期実施計画についてを先に説明いただいた方が、関

連するところが結構多いと思いますので、その方がいいと思うんですけれども、よろし

いでしょうか。じゃあ、その辺よろしくお願いします。事務局の方で。 

企画調整課長   それでは、２期の実施計画についてご説明をさせていただきます。 

  青い表紙の冊子の方をごらんいただきたいと思います。 

  時間もないもんですから、尐し割愛させて説明をさせていただきます。 

  まず、２ページをお願いいたします。 

  １の計画策定の趣旨にありますように、本市では、平成１７年度から平成２１年度ま

での５年間を計画年度といたします「第１次静岡市総合計画」を策定し、この実現に向

けて現在、平成１７年度から１９年度までの３カ年を計画期間とします「第１期実施計

画」を推進しているところでございます。 

  今回、第１期実施計画策定後の諸情勢に的確に対応し、第１次総の目標を確実に達成

するために、第２期実施計画を策定いたしたところでございます。５年間を３年ずつで

割りますと、１９年度についてはちょうど境目になりまして、１期と２期とまたがるわ

けですけれども、その点はご理解いただきます。 

  ２の計画期間につきましては、平成１９年度から２１年度までの３カ年でございます。 
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  ３ですけれども、これまでの取り組みとして「第１期実施計画の進捗状況」を実施ま

たは完成した事業の主なものを２ページ及び３ページに、着手した事業の主なものを４

ページに示してございます。内容については省略をさせていただきます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ５ページにつきましては、指定都市効果を短期間に達成するために、基本構想の四つ

のまちづくりの戦略に基づきまして、１２のスタートアッププロジェクトを実施してお

ります。その内容を掲載してございます。 

  １枚めくっていただきまして６ページには、１次総の実施を通しまして、市民生活の

豊かさや利便度がどのように向上するのかを、まちづくりの各分野を象徴する「まちづ

くり生活指標 アップ２０」の内容をまとめてございます。 

  これらの現在までの進捗状況でございますけれども、各表の右上の３段階評価により

まして、表右欄に示しておりますけれども、ごらんいただきますとおり、全体的には、

おおむね良好に進捗していると考えております。なお、進捗状況が芳しくない指標につ

きましては、平成２１年度までに目標が達成されますよう、担当部局と調整をしてまい

ります。 

  １０ページをお願いします。 

  第１期実施計画の進捗を踏まえ、１次総の総仕上げとなりますこの第２期実施計画で

は、本市の「目指す町の姿」であります。「活発に交流し価値を創り合う自立都市」を

実現するための主要事業や指定都市移行の効果を最大限実現するための１２のスター

トアッププロジェクトを継続して実施をしてまいります。 

  また、安心・安全への市民ニーズ等への対応、蒲原町との合併に伴う新たな事業に取

り組んでまいります。 

  さらに、本市を取り巻く社会経済情勢の変化等に即応した、次に掲げます四つの重要

政策を中心に推進を図っていこうとするものでございます。 

  四つの重要政策につきましては、括弧で書いてありますけれども、一つ目が静岡ブラ

ンドの形成、文章、それから事業については省略をさせていただきます。 

  以下、同じです。 

  ２点目につきましては「魅力あふれる都市の創造」、３点目が「次世代の育成支援」、

４点目が「安全・安心・快適な環境整備」を実施してまいります。 

  ２の分野別計画としましては、１１ページから１５ページまでに各分野の主要事業に
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つきまして、文章でまとめてございます。 

  個別具体の各事業に関しましては、２６ページから７９ページまでの合計３５１件の

事業からなります分野別計画に示すとおりでございますので、また後ほどごらんいただ

きたいと思います。 

  １６ページをお願いいたします。 

  第２期の実施計画の分野別事業費総括表を掲載してございます。 

  期間内で投資的事業のうち５,０００万円以上、蒲原地域につきましては５００万円以

上の事業費を登載してございますが、計画期間の総量で表示をしてございます。３カ年

でございます。 

  この全体の総事業費は、総括表の最下段の合計欄に示すように、２,７１４億円となっ

ております。ちなみに、第１期実施計画での総事業費は２,２７９億円となっておりま

す。この合計につきましては、一般会計、特別会計、企業会計の合計でございます。 

  年度別でその合計を言いますと、１９年度につきましては約８４８億円、それから、

平成２０年につきましては約９６１億円、平成２１年度につきましては約９０５億円の

合計２,７１４億円でございます。なお、事業費につきましては、財政の長期見通しと

整合を図っておるところでございます。 

  そのほか各区の主要事業につきましては、行政区別計画として８０ページから８４ペ

ージに掲載をしてございます。なお、蒲原地区につきましては、清水区とは別に８３ペ

ージ、８４ページに整理をして掲載してございますが、内容に尐し触れますと、当地区

における事業は、支所の整備を初め１７事業、事業費合計２７億７,７００万円でござ

いまして、内訳は、一般会計２２億９,６００万円、企業会計は４億８,１００万円でご

ざいます。 

  事業の内容及び３カ年の事業量、事業費は、ごらんのとおりでございまして、登載さ

れた事業は、合併建設計画に登載された事業を基本としておりますが、蒲原体育館耐震

化、非常備消防装備の整備、県営農免道路整備、優良農地の確保、ＪＲ鉄道駅交通結節

点周辺整備につきましては、合併建設計画の登載はございませんけれども、具体の事業

としてはありませんけれども、実施計画策定時におきまして、必要な事業として総合計

画に位置づけたものでございます。 

  なお、旧蒲原町におきましては、一般会計における投資的経費は、予算総額約４０億

円の約１５％、約６億円程度でございましたが、今回の総合計画におきましては、年平
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均で換算し直しますと約７億６,０００万円ということで、旧来の投資的経費を維持し

ているものと理解をしております。 

  これらの実施計画の全体のことを述べさせていただきますけれども、この２期実施計

画を策定した結果、１次総で示しました投資的事業のほとんどが実施、完成あるいは着

手されることとなりまして、加えて、２１事業を実施または推進することとしておりま

して、当初の計画以上に進捗が図られると考えております。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長   ご苦労さまでした。今の説明を踏まえて、質問なり意見がありましたら。 

戸塚（正）委員   ちょっと一点、先ほどのＡ３の方の関連事業、それで今説明受けた

総合計画と関連するんですけれども、Ａ３の方の７０番の東小学校駅前線道路改良事業、

下段に米印で新蒲原駅前ガード周辺改良事業調査と書いてありますけれど、これは、旧

蒲原町から、もう長年の課題でありまして、合併建設計画でも１,０００万円の改修事

業の調査というので記載されております。 

  それで、これを見ますと、１８年度も要するに何もやらなかった。それで、１９年度

からの３カ年計画でも、これに記載されていません。こういうことだと、ちょっと不満

があるんですけれど、あの場所は先ほど言いましたように、蒲原町の長年の課題であり

まして事故多発箇所であり、それで、合併して本当に静岡市の東の玄関口ってね。私達

言っているんですけれど、ああいう状況ではちょっと恥ずかしいなあと思いますので、

静岡市として早く改修というか、調査なりを取り組む姿勢を見せていただきたいんです

けど、いかがでしょうか。 

企画調整課長   これは審議会の中でも何回となく、交通事故が多発ということで何か

お話が出ていた箇所だと思います。多分その道路整備の第何課か、ちょっと覚えがない

ですけれども、基本的には何か幅が、その右折帯だか左折帯だかわかりませんけれども、

その部分をつくるだけの広さがないというようなことで、それをどうするかというのを

検討するということで何か説明をしたように、そことは違う。（「新蒲原駅前」の声あり） 

  新蒲原、ガードのところですね。あれも最初のころ出ましたよね。それについては私

どもが所管の方にお伝えをして、どういう形のものができるのかをこちらの方へ報告が

できるような体制をつくっていきたいと思います。 

会長   関連事業、はい、どうぞ。 

戸塚（正）委員   多分あれ、工事やるとなると長い年月がかかると思うんです。です
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から一日も早く、調査費がもう計上されている、計上というか約束事でなっていますか

ら１,０００万円、ほんと、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

稲葉委員   ただいま説明ありました第２期実施計画の８３ページの蒲原地区というと

ころの上から三つ目の公民館の整備で、蒲原公民館、蒲原地区市民センター内設計建設

で１４億３,０００万円というふうな事業費が、１９から２１年度の３年間分で１４億

３,０００万円と出ているんですけれども、この２１年度までということは完成までと

いうことで、すべての市民センターに要するお金の全部がここへ載ってくると思うんで

すが、当初、いろいろなところで２５億円とか２７億円とかということを聞いておりま

して、その中で１４億３,０００万円、そういう金額で果たして今まで１年、いろいろ

基本設計とか構想を練ってきたこの市民センターが完成するのかなあと、ちょっと心配

になるんですが、この予算の事業費の算出根拠といいますか、お考えをちょっと確認し

たいんですけれども。 

企画調整課長   今回の総合計画の第２期実施計画に登載をされております蒲原地区市

民センターの建設につきましては、支所及び公民館の整備ということで１４億４,８０

０万円を総事業費としております。 

  これは地域審議会においてご審議いただいた基本構想案と、その附帯意見を踏まえて

一応算出をした額でございます。もちろん今後の基本設計、実施設計を経て、具体的な

建設工事費などが決まってくるわけでございますけれども、これは現時点におきまして

４００席規模の多目的ホールを備えた、延べ床面積が約３,６００平米の複合施設とし

ての計画上の額を記載したものでございます。 

  質問の２５億円という額は、建設計画を策定する際、総事業費２０億８,４００万円の

内訳として、合併協議会ではなく幹事会の内部資料の中で示されたものと理解をしてお

ります。旧蒲原町では、これと同様のものを議会や各世帯に公表をしているというふう

に聞いております。 

  ただし、建設計画には今後１０年間の社会情勢の変化に対応できるよう柔軟性を持た

せるために、概算事業費や実施予定年度は登載をしていないこと。また、仮に登載され

ておりましても概算数字でございまして、静岡・清水の新市建設計画を見ましても、実

際の事業費や実施年度とは異なっている事業が多いということをご理解いただきたい

と思います。 
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  したがいまして、１４億円余りという総事業費につきましては、計画上の額ではあり

ますけれども、地域審議会の要望を取り入れたものでございまして、必要な経費を見込

んだものでありますので、これにより事業を推進していきたいというふうに考えており

ます。ちなみに、興津公民館の平米単価は３６万６,０００円。それから、清水テレサ

の平米単価は５２万４,０００円でございます。ちなみに、蒲原市民センターの現在、

実施計画上でつけております数値につきましては４０万３,０００円程度でございます。

ですから、興津公民館よりもグレードは高いということで算定はさせていただいており

ます。以上でございます。 

会長   はい、関連で、どうぞ。 

寺門委員   課長、これね、総事業費が１４億４,８００万円ですよね。そうすると、こ

の中には、要するに文化センターの可動式のいすとか照明器具とか音響設備ですか、そ

ういうのとか要するに事務に使う器具、備品、そういうのも全部含まれるんですか。 

企画調整課長   基本的には全部です。静岡の場合には文化会館がありますけれども、

文化会館も、もう３０年近く前なものですので、今度建てようとするような要するに文

化ホール的な金額ですね。そういう部分につきまして他都市を参考にして、そういう部

分で算定はさせていただいております。 

副会長   プロポーザルスケジュールというのをもらっているんですけれども、基本設

計に取りかかるのは７月で、先ほども説明がありましたように９月に完成ということに

なりますね。それで、実施計画がその後で、９月の終わりから来年の２月末ぐらいで実

施計画ができると、そういうスケジュールを聞いているんですけれども、そのときに業

者に委託するときに、この市民センターは１４億円でつくるのですよと、それを頭に入

れて基本設計、実施設計をつくってくださいという話をするんですか。それ、どうなん

ですか。 

地域総務課主幹   その事業費につきましては、建築サイドの方でやりますものですか

ら、ちょっと今答えることできないんですけれども、またそれ確認して、お答えいたし

ますのでお願いします。 

副会長   なぜ今そういう確認をしたかといいますと、蒲原町の建設計画の中では２５

億２,７００万円、これ、市民センターつくるに当たって、それだけのお金を、起債を

起こしてつくりますよということが、旧蒲原町の住民には浸透しているわけですね。そ

ういうなかで、静岡から出てきた予算が１４億４,８００万円だと。１０億円違うわけ
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ですね。それで今、説明を受けたとおり興津は３６万円で、テレサが５２万円で、蒲原

町は４０万円かけますよと。だからグレードは高いですよといってもですね。例えば、

いろいろな問題が出てきたときに、２５億円で建ててくれると、そういう形で合併をし

たにもかかわらず、１４億円で建ったから、こういうものができたんじゃないかと、必

ず住民からいろいろ不満が出てくる可能性あるわけですね。 

  ですから、１４億円というのがどういう形で出てきたか、はっきりね。もう尐し詳し

く説明してもらわないと住民の皆さんに、この審議会の委員も説明できないと思うんで

すよ。２５億円かけて市民センターをつくりますということを建設計画の中で蒲原町民

に説明したにもかかわらず、出てきたお金が１４億円と。そうすると１１億円違います

という話になると、それはちょっと蒲原地区の市民の皆さんも、なかなか納得をしても

らえないんじゃないかなと思うものですから、早く私たち、この地域審議会もこの問題

について、どうしていくか、この中でちょっと話しなければならないと思っているんで

すよ。 

  それが７月がリミットなのか、あるいは、実施計画が始まる９月がリミットなのか。

そこをやっぱりこの地域審議会の中でしっかりした考えを持って、これは静岡市の担当

者の方なのか、あるいは市長さんに要望に行くのか。審議会である程度、考え方をまと

めてやっていかなきゃいけないと思っているものですから、その期限がいつなのかとい

うことをしっかりと報告してください。お願いします。 

会長   要望でいい。きょうの即答でなくても。（「調べます。というからいいです。」と

副会長が言う。） 

 ほかに、どなたか。はい、野村委員。 

野村委員   この資料２のことについて三つほど、ちょっと聞きたいですけれども、一

つは３２番の神沢地内公園整備事業ですけれども、これは１８年度も予算がつけられず

に、１９年度もやはり予算がついてない。先ほどの総合計画の２期実施計画も説明を受

けたんですけれども、その中にもどうやらないようですけれども、項目は上げられてい

るけれども、予算はつけられていないということの意味合いについてね。ちょっと説明

を願いたいと思います。それで、これはいつ、項目は上げられているけど、いつやる計

画になっているのか、その辺についてちょっと説明をお願いしたいと。これがまず一つ

です。 

企画調整課長   お答えいたします。 
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  公園の方から出てきている内容でいきますと、一応２次総の中で実施したいというこ

とで話が来ております。ですから、２３年度、２４年度にかけて用地買収、それから整

備を行うという予定で考えているというふうに、公園の方からはそういうことで出てお

ります。以上です。 

野村委員   そうすると、この総合計画の中では、みその富士川緑地とありますけれど

も、この中に神沢の公園も含めるということで理解してよろしいですか。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  これは、あくまでも２期実施計画なものですから、これは１次総の２期目の事業です

ので、１９年から２１年までの事業費をここには掲載させていただいておりますので、

先ほどの事業につきましては、この次の計画の中に盛り込まれるというふうにご理解い

ただきたいと思います。 

野村委員   ３期の計画、２２年度以降ということになるわけですね。わかりました。 

  それと、３６番の第３浄水場の改修工事、これはどのようなものなのか、ちょっと簡

単に説明をお願いします。 

会長   説明しているね、これはね。欠席しているから聞いていないのかな。議事録見

てもらうしかないな。 

  ほかに。はい、どうぞ。 

望月委員   今のこの３カ年の計画を見ますと、全部足してみても３０億円にならない

と。そうすると、１０年間で３５０億円使うと言うけど、とても追いついていかないだ

けど、そのカバーというんですかね。じゃあ、次のときやりますと言うけど、実際の事

業等を見ていくと、１０年以上かかっちゃうような事業もたくさんあるわけですね。そ

ういうものはどんどん着工していないと計画もないのに、まだ３年の中でもないとなる

と、とても追いつかないじゃないかと。長期的に３５０億円は、もし２０年でやるとか

３０年でやるともし考えていたら、町民を裏切ったような形になるんですかね。 

  実際問題、この今足した計算でいくと、２５億円、３０億円もいかないと、１年間に

１０億円と。先ほど、７億２,０００万円年間使っていますよと。今まで町は６億円ぐ

らいでしたよというのは非常にありがたいですわね。実際の３５０億円をやっていくた

めには、とても足りないような気がするですが、じゃあ、次の計画のとき減り込んでい

くから今はちょっと大変だよというのか、その点をちょっと考え方を教えていただきた

いんですが。 
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企画調整課長   お答えいたします。 

  合併建設計画の蒲原町さんとの建設計画につきましては、その維持管理経費も含めた

金額で３００何十億円というような数字がつくられているというふうに聞いておりま

す。ですから、要するに投資的経費は、今までの蒲原町さんの部分とは尐し余分にはつ

いていますよという説明をさせていただいたんですけれども、建設計画上の要するに物

をつくるというものと、その維持的なものを維持してほしいという部分と、その二つが

もともと建設計画上入っておりますので、その部分については維持管理経費として見て

おりますので、その全体の額でご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

野村委員   先ほど質問したのには答えていないんですけれども、それにまだ質問があ

るんですけどね。 

会長   前に説明を受けているんです。あなたはずっと出てこなかったんですけど、議

事録か何か見てきていますか。欠席の間の。 

野村委員   いや。 

会長   それを後から出てきて全部、一回で、あなたが質問を受けようとしても、これ

無理だと思うんですけどね。ですから、再三、この審議会に出てくるように、恐らく当

局からも言っていると思いますけれども、欠席の間を一回で全部あなたがというと、皆

さん全部それをもう一回やり直さなきゃならないものですから、この辺をよろしくお考

え願いたいと思うんですけれども。よろしいですか。 

野村委員   いや、たまたまこれについて疑問があったもので聞いているんですけど。 

  それと、先ほどの直轄道路の負担金だけども、これは１８年度も８億２,０００万円で、

１９年度も８億３,０００万円ほど負担しますよということですけれども、これは合併

以前では負担はされていなかったのかどうかということ。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  もともとは静岡県が負担をして、要するに国道の整備を実施しておりました。政令市

に静岡市がなりました１７年度からは、その部分の事業が県からおりてきまして、その

部分の負担をしているというのが現状でございます。 

  以上です。 

野村委員   もう一点いいですか。 

  この２９番の公共下水道整備事業というところで、１８年度は基本構想の委託費だと
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いうことで出ているわけですけれども、その計画図というのがあるわけですか。できて

いるのかどうか。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  基本的には先ほどの説明いたしましたように、調査をするための委託ということで、

それを要するに検討資料としての委託をしたということで、対外的には、特に公表はし

ていない内部資料として使っているというふうに理解をしております。 

会長   よろしいですか。ほかに、どなたか。はい、どうぞ。 

中島委員   先ほど、市民センターの関係が出ましたけれども、１１億円という関係で

すね。それだけの差があるということは、以前は町民でしたが、市民の皆様に納得のい

くような説明をしていただかないと、余りにも差があり過ぎますから、次の会に説明で

きるかどうかわかりませんけれども、それを要望しておきたいと思いますが。 

会長   わかりました。ほかには。 

戸塚（善）委員   確認の意味で、３９番ですね。県道３９６の配水管布設工事が１９

年度は終了という形なので予算へ載っていないといいますけど、現在、うちの前をほじ

っているんですけどね。やっていますけど、あれは補正か何かでやってしまうというこ

とですか。予算がないのにやってしまっているの。だって、これに載ってないというこ

とは、予算がついてないということでしょ。 

企画調整課長   ちょっと事業の進捗のことについて、ちょっとわかりませんけれども

例えば用地が買えないとかですね。そういうことがあったかどうかわかりませんけれど

も、そういうことで１８年度の事業費を繰り越して使うというケースもありますので、

ちょっと具体的にその部分がどうなっているかは、原課に聞かなければわかりませんの

で、原課にもう一度問い合わせをして対応させていただきます。 

戸塚（善）委員   ただね、車が通るとね。物すごい響くです。地響きが、ずしんずし

んと来るですよ。だから、あれ、工事のかげんでそうなっているんだか、ちょっとわか

らないですけどね。どうせ終われば、道路の舗装を全部やると思いますけどね。そうい

うことのないように、ひとつよろしくお願いします。 

山崎委員   確か合併協議の中に海洋深層水の利用性の可能性というので、はっきり、

私も間違ったらすいませんですけど、１,０００万円ぐらい計上されてあったと思いま

すが、１８年度、１９年度ないわけですが、今後どのように考えておりますか、これ。 

企画調整課長   お答えいたします。 
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  海洋深層水につきましては飲料水としてのみならず、産業におけるさまざまな分野で

の有用性が期待できると言われていることから各研究機関で、その特性についての研究

が行われているところです。これらの研究動向を参考として、利活用の調査研究の実施

も含め、検討をしたいということでございますけれども、旧清水におきましても深層水

につきましては利活用ということで、試行的に魚を養殖したりですね。 

そういうことで試験的な試行はされておりますので、その調査が必要かどうかというのは

課の判断になると思いますけれども、基本的にはある程度、もうめどが立っているので

はないかというふうには理解をしております。 

山崎委員   清水の方は使ってるですか。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  清水三保地区でカレイだとか何か、ちょっと魚の種類は何種類かやっておりまして、

そういう部分で魚の養殖をやっているというふうに聞いております。 

山崎委員   じゃあ今後、この蒲原町の合併に当たってね。出ているこの計画は、今後

どのようにされていくわけですか。 

企画調整課長   調査はともかくとして、蒲原地域でそういう部分の利用が見込まれる

ということであれば、また検討をしなければならないという部分があろうかと思います

けれども、その辺は、例えば産業で使うということであれば、産業界からそういう要望

があれば、またそういう部分でご協力をするというようなことになろうかと思います。 

  以上です。 

山崎委員   はい、わかりました。 

稲葉委員   当局の質問とかそういうことではないんですが、今までいろいろ話が出て

いたように、１９年度の予算額というのが決まって、その説明を受けて、いろいろこれ

はどうかなとか、後ろに回ったような議論になっちゃっていると思うんですね。きょう

自身の話が。ということは私たちのこの地域審議会で、建設計画の予算がどうなってい

るのかと、例えば２０年度の予算というのは、ことしの秋ぐらいに多分議論して、決ま

っていってしまうと思いますので、もうちょっと早く我々自身が話し合って、こういう

要望を先に出すとか、そういうことが必要じゃないかなと感ずるんですね。 

  後手後手に回ってもいけないわけで、そうすると先ほどの１号議案のところであった

ような、審議会のスケジュールというふうな、ここに８回のスケジュールが載っている

んですが、やはり７月、８月、９月とか秋に予算がいろいろ詰まっていく前の段階で、
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審議会自身が２０年度、２１年度の具体的な予算、または、こういう事業についてはど

うなんだということを出して、そして絞り込んで、予算取りのところに反映するような

審議会の進め方をしていかないと、いつまでたっても結果が出てから、後から説明を聞

いというようなことではいけないような感じがするんですね。 

  ぜひそういうことで我々自身のこれからの審議会の進め方として、ちょうど先ほどス

ケジュール（案）も出ましたので、ここに８回だけじゃなくて、やはり予備の２回を有

効に使って、夏の７、８月ぐらいのところでも先を見た予算、また事業の要望等をまと

める議論が必要ではないのかなというふうに感じています。意見です。 

鈴木委員   全く私も同感でございます。それで、そのときの議論の進め方も今のよう

な感覚で、個々が、あの事業、あの事業とまたやっていても大変なことにもなりますし、

まとまりもつかいないかと思いますので、去年は文化センターに追われて、なかなか手

つかなかったと思うんですけど、来年以降は審議会として重要事項を取り上げて、これ

に関しての予算のつけ方と要望を審議会としてまとめて、個々にじゃなくて、その辺を

市に要望を出すという形をぜひ、スケジュールの中にもう一度組み込んでいただきたい

なと、私も全く同じことを要望します。ただ、その意見の出し方に関しては、尐し整理

をしていただきたいというか、した方がいいのかなとは思います。 

会長  はい、ありがとうございました。 

  ちょっといいですか、私から。時間も迫ってきた中で、きょうのいろんな議論活発で

して、これをやっていますと、なかなか終わらないだろうと思います。そんな中で整理

してみますと、今言った稲葉委員、それから鈴木委員のおっしゃるとおりでありまして、

昨年度は、とにかく文化センター、市民センターを立ち上げるということで一年間来ま

して、今年は我々も多尐勉強してきたと。そういう中で今予算というものが改めて、き

ょうは問題になりましたけれども、予算というのは、決まっちゃってからでは、もう我々

が言えるところはないわけですから、その辺も踏まえて一回、特に、その文化センター

の建設費の差額の説明というようなことも出ましたし、これから審議会では大きな問題

だと思います。 

  私からの提案ですけど、一度これ、審議会離れて勉強会というような形で、去年やっ

たような自由意見を、今言った、そういう形の中で、すり合わせをやってみる必要があ

るんじゃないかなとも思ったんですけど、どうでしょう、皆さんの意見。 

  そうすれば、早ければ早い方がいいと思うんです、そういうことでは。６月の初めご
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ろ、第３回の前に、あるいは、視察行ってきた後あたりに一回、正規の審議会じゃなく

て勉強会と、今言った、その中へと必要な方を呼んでいただいて、今の予算の違いとか、

勉強を受けていくと。これからますます我々は、旧蒲原町時代に、この３５４億円とい

う１０年間でという、これを全戸配布で持っているわけですよね、各家庭、皆さん。そ

の辺の、どういうふうに考えていくかと、我々自身も勉強不足のところもありますし、

考え方もいろいろ統一していく必要もあるんじゃないかと思いますので、できたらその

辺一回、一回で終わるかどうかわかりませんけれども、やってみる必要あるんじゃない

かなと思ったんですけど、どうでしょう。 

寺門委員   ぜひやりましょう。 

会長   そうですか。野村委員もぜひそのときは出てきていただいて、皆さん足並みそ

ろえないとなかなか、先ほどちょっと私もきついこと言いましたけれども、時間ロスに

なりますので、ぜひその辺よろしくお願いしたいなあと思うんですけれども、どうでし

ょう。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃあ、その辺、まず、視察終わってからの日程で、どっかですり合わせると

いうことで一回持たせていただけたら、それまでに考えて、当局の説明を受けるという

ことでやりたいと思うんですけれども、どうでしょう。よろしくお願いします。 

  じゃあ、この議事についてはこれで終わらせていただきます。 

  それから、４の「（仮称）蒲原地区市民センター検討部会の報告について」ということ

で。 

じゃあ、これについては蒲原地区市民センターの検討部会というものを設けさせて、

７名の委員が出たわけですけど、現在までの経過報告をちょっとさせていただきたいと

思います。 

  本年１月の第９回蒲原地区地域審議会で、（仮称）蒲原地区市民センター検討部会の設

置が決まりました。それに基づきまして、３月７日と３月１５日の２回に部会を開催い

たしました。これは、地域審議会からは７名の委員が出ているわけですが、当局からは

建設総務課、公共建築課、中央公民館など、合計１１人の方が出席されまして、まず、

２月２６日の検討部会では、部会委員でもある鈴木委員から大変わかりやすい、完結に

まとめられた提案書が私あてに出ていましたんで、この内容をいろんな意味で、この内

容としましては、市民センターの全体のイメージや建物や駐車場など施設への要望など
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の項目が非常に整理されたものであったわけです。 

  その後、３月７日の第１回検討部会終了後、検討部会の我々と事務局で、この提案を

ベースに、本日お手元に配付いたしました資料４、一番最後にあると思います。資料４

の要望書を策定いたしまして、３月１５日の第２回検討部会で、当局にこれを報告しま

した。その結果、この要望書や検討部会の意見を基にして、建設、設計に入りたいと。

その場で公共建築課から、その説明がありました。 

  したがいまして、今後は、我々の意見がどのようにプロポーザルに反映されていくの

か、結果を見てまいりたいと。今の段階ですと、これからプロポーザルの結果が出てく

ると思います。その前段階として一人、この設計を決めるに当たって審査委員を審議会

から出してくれないかということで７名で協議しまして、鈴木委員にその審査委員に出

てもらうということで選任いたしました。 

  以上が今のところの市民センターに関する今までの委員の経過です。以上です。 

  これは、だから、どうでしょう。これ、全部、いいですか。ちょっと後でお読みいた

だければと思います。時間も迫っていますので。じゃあ、それでよろしいですか。 

  その他に入らせていただきます。事務局から何かありますか。 

地域総務課主幹   事務局から、昨年度に委員からご質問がありまして、未回答となっ

ていたものにつきまして、手短に報告させていただきます。 

  まず一点、消防団に関するご質問でありましたけれども、蒲原第１分団及び第３分団

の改築の件でございますけれども、蒲原第１分団本部施設の改築事業は、鉄骨造で１２

５平米規模の本部を新蒲原駅前のところに、今年度末まで建築予定ということでありま

す。第３分団本部施設につきましては、静岡市全体の消防団の本部並びに支部の改築計

画に合わせ、今後検討していくことになると聞いております。 

  また、消防団の統合に伴う組織でありますけれども、統合後の組織は、区ごとに編成

するのではなくて、従来の組織であります旧静岡市と清水市及び蒲原町の組織をもとに

編成する方針であるということを確認しております。 

  次に、由比港漁業の整備費につきまして、市の負担を要望するご質問でありますけれ

ども、由比漁港は由比町の施設であるため、由比町と合併していない時点では現状のと

おりでありまして、仮に由比町と合併ということになれば、すり合わせ事項の一つとし

て検討に上げていくということで聞いております。 

  事務局からは以上であります。 
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会長   このことについて、どなたかご質問ありますか。よろしいですか。 

  じゃあ、その他、何か事務局からありますか。 

  はい、どうぞ、片瀬委員。 

片瀬委員   この審議会というのは、先ほどからも建設計画等についてはきっちりチェ

ックしていこうという姿勢で臨んでいることで当然あると思います。そうした中で、ち

ょっと時間がさかのぼってしまうんですけれども、合併のときに蒲原町と静岡市が、そ

のすり合わせを当然したわけですね。１,０００以上の項目についてすり合わせをした

と思うんですけれども、その際に、すり合わせに載らなかった項目、蒲原町民にとって

は、このことは何とかしてもらいたいというような項目の中で、取り上げてもらえなか

った、あるいは所轄課がないよというような、例えば事業組合とか、あるいは団体とか

があって、すり合わせに載らなかったけれども、こうなりましたというようなものが、

そうした例えば各課で、いろんなことをやったと思うんですけれども、そういうところ

でやった文書をすり合わせできなかった項目等をまとめてあるのかどうなのかという

のを、ちょっと一つお聞きしたいなと思うんですけど。 

地域総務課主幹   今のご質問は、１,２７５件以外のということでしょうか。それとも、

すり合わせが、それ以外にあったものがまとめてあるかとか。 

片瀬委員   そうです。以外のことですね。 

地域総務課主幹   すべて、すり合わせに関するものについては、すべて上げろという

ことで蒲原町と静岡市の方で調整しましたものですから、１,２７５件以外というもの

は、こちらで把握、資料というものはないと思っております。 

片瀬委員   旧蒲原町時代に例えば、いろんな各種団体とか事業組合が事務局を、例え

ば産業課が持っていたとか、そういうものがあったはずなんですよね。 

そういうものが所轄課がないとか、あるいは、静岡市は、そういうものは持っていな

いので、すり合わせ事項にはならないよというような件が何件かあるのではないかと思

ったものですから、そのことについて今の蒲原支所で対応してくれるのか、あるいは清

水区役所の方で対応してくれるのかということをちょっと確認というか、お聞きしたい

なと思うんです。 

  ちょっと補足といいますか、蒲原町時代に、この案件は困ったなあと思って残ってい

るようなことがあったらね。蒲原町時代の資料としてあるのか、ないのかということも

お聞きしたいです。 
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  例えば具体的な話で、私は農業者の方の関係ですけれども、蒲原の土地改良区の問題

です。蒲原土地改良区の問題は、静岡市の方は、静岡市で土地改良区を持っているとい

うような案件でないので、すり合わせ事項には載らないと。蒲原町は産業課の方で事務

局を担当していましたので、総会のたびに蒲原産業課が出てきて、いろんなことをやっ

てくれたんですけれども、合併と同時に市の方は、もう切れてしまって、そのときに農

業のことであるので、事務局をどっか持たなきゃいけないというときに、ちょっと自分

のことになっちゃうんですけれども、農協の方で持たなければ、だれが持つんだという

ことで、農協の方で事務局を持っているわけです。 

  ところが、やっぱりいろんな予算の関係もありまして、どうしても行政と相談してい

かなければならないこととか、あるいは町の方は、静岡市がいずれこういうふうにして

くれるんじゃないのというような言い方の、言いっ放しのまま残っているような案件も

ちょっとあるようです。そこら辺の処理をいずれしていかなきゃならないかなと思いま

して、ちょっと遠回しな言い方になっているんですけれども、ほかにもそういう意見が

あるかもしれませんので、すり合わせに載らなくて、蒲原町としてはすり合わせにした

かったような項目の資料があるのであれば、そういうことをきちっと整理しなければい

けないかなと思って今発言をしました。 

地域総務課主幹   その辺の経緯につきまして事務局の方としては、ちょっと把握して

ないもんですから、ちょっと確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長   よろしいですか。 

中島委員   関連ですけれども、教育委員会の関係で、そういう各種団体がたくさんあ

りました。例えば、蒲原町時代のときには教育委員会の事務局が持ったり、そういう問

題がもう全然なくなっちゃったと。それで困って、だれが事務局やったらいいかという

問題がありますからね。そこらあたりももう一度見ながら、教育委員会の関係を聞いて

いただいて、報告していただきたいなあ。青尐年の問題もあるし、いろいろあそこには

各種団体の委員会もありましたものですから、その点も調査していただきたい。要望し

ておきます。 

地域総務課主幹   調べます。 

会長   調べてもらうということで。そういう意味でも今度の勉強会でも、また今みた

いな意見、いろんなものの時間あれば、検討するのもいいんじゃないかなと思います。 

  そのほか、どなたかありますか。 
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（「なし」の声あり） 

会長   よろしいですか。 

  それでは、これで本日の議事は、すべて終了いたしました。 

  なお、本日の会議録の署名人は、名簿順で稲葉委員お願いいたします。 

  以上をもちまして、第１回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。 

  長時間にわたり、ありがとうございました。 

    （午後 ４時０８分 閉会） 

 

５.傍聴人        ３人 
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