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平成１９年度第５回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１９年１０月４日（木） １８時３０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、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、 

石野委員、辻委員 

（片瀬委員、三好委員、鷲巣委員、欠席） 

        （関係課）萩原中央公民館副参事、菊島中央公民館主査、 

望月公共建築課総括主幹、大瀧公共建築課主査、 

松本子育て支援課参事兼統括主幹 

        （事務局）区政課：三宅課長、久田統括主幹、高田副主幹 

地域総務課：望月課長、天野主幹、池田主査 

蒲原支所：原支所長、山崎参事、杉山主幹 

             田中設計事務所：田中楯夫代表取締役、飯島 誠 

 

４ 議 事    

 （１）（仮称）蒲原地区市民センター基本設計について 

   参考資料第１－１号 （仮称）蒲原地区市民センター平面図 
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蒲原支所参事   定刻になりましたので、ただいまから平成１９年度第５回蒲原地域審

議会を開催します。本日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。本日は、片瀬委員、三好委員、鷲巣委員が欠

席であります。辻委員は、ちょっとおくれるという報告がありました。現在、１４人の

委員が出席されておりますので、会議は成立します。 

  それでは、まず、資料の確認をお願いいたします。配付いたしました資料は、参考資

料１－１の蒲原地区市民センターの平面図でございます。図面の右下に１Ｆ－ＡからＣ

まで、それから２～ＰＨＦ、それから、カラーで車や人の動きが示された図面の計５枚

となります。そろっているでしょうか。よろしいでしょうか。 

  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   皆さんこんばんは。 

  前回の審議会で何とかまとめようと思ったんですけど、やっぱり一番難しい設計の問

題ですから急きょ今日、夜ですけど集まってもらいました。関係各部署の方も昼間の仕

事の後、集まっていただくということは本当にご苦労さまです。それから、委員の皆さ

んも２０名中１４名ですか、今、ご苦労さまです。できれば、やっぱり時間の関係、予

算取りの関係、設計の関係、もろもろの日程考えて何としても、きょう結論を出したい

ということで急きょ集まってもらったわけです。きょうは短い時間で、まとまった意見

をそれぞれ出していただいて結論にできましたら持っていきたいと思いますので、ひと

つよろしく審議のほどお願いいたします。 

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、志田会長に進行をお願い

したいと思います。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、皆様にお願いがあります。会議録作成のためにマイクスタンド

のスイッチを押して、氏名を述べてから発言をしてください。本日の会議は、急きょの

会議ですので１時間くらいを予定していますので、できるだけその時間内で結論を出し

たいと思います。 

  それでは、議事の（１）「（仮称）蒲原地区市民センター基本設計について」と題しま

して、この議題については、去る９月２７日の第４回地域審議会で基本設計をまとめる
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予定でおりましたが、身障者やお年よりも含めて、また、来庁者への動線や駐車場の配

慮が足りないということで、再度図面変更をお願いして、きょう手元にあると思います

が、新しい図面が出てきています。では、この辺の説明を事務局、それから設計者の方

から説明をお願いして、議事に入りたいと思います。ひとつよろしくお願いします。 

公共建築課総括主幹   公共建築課の望月です。きょうはお忙しい中、夜お集まりいた

だきまして、ありがとうございます。 

  それでは、図面の方について説明させていただきたいと思います。 

 １枚目が、児童遊園は前回のプランと一緒でございます。右上の蒲原支所、行政のブロ

ックの上に車の寄りつきがあるプランでございます。 

  ２枚目にいきまして、これも児童遊園については、前回提示させていただいたプラン

と一緒でございます。車寄せの位置がこれは反対に左上、ホールの客席のすぐ左に車寄

せができたプランでございます。 

  ３枚目にいきまして、こちらの方は、車寄せは前のホールの左の位置と一緒でござい

ますが、児童遊園の方を交流サロンのすぐ左側に幼児専用の公園ということで、交流サ

ロンから直接出入りできるような格好で、幼児公園ということで配置してございます。 

  さらに、児童遊園としてはプールの左側、これ、約３３０平米ございますが、ここに

児童遊園を配置してございます。ただ、公園が二つに分かれたことによりまして、ちょ

っと面積的に、公園面積がふえたということもございまして、駐車台数が１２９台から

１２４台に、ちょっと５台程度減尐しております。 

  次が前回示させていただいた２階から屋上階の平面図でございます。 

  最後にカラーで印刷してございますのが、車寄せが県道側にあるものと市道がホール

の左横にあるものの動線の比較の図でございます。 

  図面について詳しいご説明を画面の方で、設計事務所の飯島さんの方にお願いいたし

ますので、飯島さん、よろしくお願いします。 

田中設計事務所   田中設計、飯島です。 

  まず、１枚目のＡのパターンから説明させていただきたいと思います。 

  今、公共建築課さんの方からお話ありましたとおり、こちらの方、公用車駐車場付近、

行政前の部分について、先日の審議会の中でご指摘があった車寄せをつくっているとい

う形になります。 

  車の流れとしましては、東側から見えた方は、こちらから車寄せに入って、また戻っ
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ていくという形です。西側から来た人は、ここで同じように一周していくという形にな

ります。この辺ですと、今、車の大きさ書いてありますけれども、ほぼ普通自動車です

と２台、もしくは３台程度の停車が可能かと思われます。ただ、この部分が、皆さんも

敷地おわかりになっているかもしれないんですけれども、ちょうどここの交差する道路

の部分から橋のたもとに向かって約１メートルぐらい、下りの坂になっております。建

物自体がここら辺の高さと建物の出入口の高さというのをそろえなくてはならないも

のですから、ここの建物の出入口部分から、こちらに向かって約７０センチ下がってい

るような格好になります。ですから、ここの入口とこのあたりが大体７０センチの坂と

いう形になります。当然この車寄せの部分も若干上りの坂を上っていくという形になっ

てくるという状況になってきます。 

  この部分の、今、網かけしている部分ですね。この部分に車寄せで人を降ろして、坂

を上って、こちらの入口に入っていくという形になります。ですから、段差があるもの

ですから一部こういう形で、階段をつけて段差を、この部分はフラットな状況です、と

いう形になりますので若干段が発生するという形になります。 

  児童遊園については、前回のままという形になっております。 

  もう一つのＢと書いてあるものですね。こちらに関しましても、これ以外の車寄せと

いう可能性というのを探ったときに、今この県道と市道の交差した部分、こちらから駐

車場に流れるわけなんですけれども、その一部のルートを利用しまして、車寄せをつく

っているという形になります。この部分は、そでに舞台の関係の出入りもありますので、

ひさしをつくっておりますので、車を下に停車していただいて、あと、ここの前面の回

廊的になっている部分、ここを通って中に入っていくという形になりますので、ここで

降ろせば雤にぬれずに中に入っていけるという形になります。 

  先ほどのＡのパターンですと、前面の部分、今この点線で書いてある部分が雤がかり

にならない部分という形になっております。若干この間が、現状の絵ですと雤がかりに

なる部分ですので、若干この部分で雤の処理が必要かという問題点は今あります。 

  今のが車寄せの部分に関しての説明になりますけれども、もう一つ、児童遊園に関し

ましては、こちらの部分と先ほどの説明あったとおりプール部分という形になっており

ます。説明のとおり、この駐車場部分が、もともとこの辺に確保されていた駐車をこち

らに移設して、台数はなるべく多く確保しているという状況になっております。 

  ここの児童遊園につきまして、ちょっとこれは提案なんですけれども、もし前回と同
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じ、ここの児童遊園を設けて、もしプールの着替えなどというお話がまだ残っているも

のですから、この部分の駐車場部分を舗装ではなくて、例えば芝でも車がとめられるよ

うなものがありますので、そういう格好で、ここのところを使われるようでしたら、こ

この前面をバリケード、出し入れできるバリケードですね。で仕切っていただければ、

そういう形でも使えるという形になるのではないかと。当然、プール使われるときは昼

間の状況だと思われます。ここの駐車場が満車状態になるというのは主に夜だと思われ

ますので、その辺の時間差というのがあるものですから、そういう提案もいかがかなと

いう形で、これ一部変えさせていただいている部分です。この辺もまた協議いただいた

上で、決定していただければと思います。 

  最後に、この動線の説明なんですけれども、今ごらんいただいているものは、もとか

らのプランという形に近い形になります。車に関しまして表示されているのが、皆さん

のお手元の資料もありますが、水色で書かれている部分です。基本的には、この駐車場

の奥の方へ車を誘導していくという形になりますので、東から来た車は市道の方面に向

かっていただいて、奥の駐車場を回っていただいて、また出ていくという形になります。

西側からも同じルートという形です。 

  その一部に、先ほど説明させていただいたＢの図面で示していた、ここの車寄せの部

分に一部入っていただいて、人をおろすときはここにとめていただいて、また駐車場に

とめていただくか、ここで反転して戻る方も両方いらっしゃるかと思われます。一部こ

の辺で、西の駐車場もありますので、大きく回って出てくるという形の方がより安全か

と思いますけれども、幅的には十分車の回転スペースはとっているものという形になっ

ております。 

  ほかに赤い部分と緑色の線、書かせていただいております。基本的に、この緑の線と

いうのが自転車の動きを示しているラインになります。想定しているのは、ここに駐輪

場がありまして、もう一つ体育館の脇に、今、現況も使われている駐輪場があります。

そこの部分に行くルートとしまして、こちらから当然この近くに入っていくだろうとい

う過程で駐輪場に行くルートと、体育館の前を通って脇にとめるというルートが考えら

れるという形になっております。 

  赤い部分が歩行者です。西の方から歩いてこられる方、東の方から歩いてこられる方

というのが両方から合わさって、真ん中の回廊に入っていくという形になっているかと

思います。それぞれの例えば、体育館側に抜けるルート、プール側に歩くルートという
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形、また、図書館側に、この回廊を伝って歩くルートというのが、もともと提案させて

いただいた部分に、先ほどのこの車寄せスペースをつけさせていただいたという絵にな

っております。 

  それともう一つ、一番最初にＡの案で提案させていただきました車寄せをつけたパタ

ーンと、ほかのこの西側、駐車場部分の動線というのは変わりないんですけれども、こ

この部分だけ、一応こういうものがあるという形でご理解いただこうと思って絵にさせ

ていただきました。 

  東側から車が向かいますと、ここで車寄せの部分で一旦停車すると、車はまた東側に

戻っていくというルートになってくるかと思います。もう一つの西側に関しては、こち

らから県道を渡って車寄せに入って、また戻っていくという形になります。その場合に、

ここの往来する歩行者、自転車と交差する場所が２カ所できてしまうという形になりま

す。基本的に先ほどのルートで示しているここの部分というのは、あくまでも県道と市

道の交差点という形になっております。この部分は、あくまでも歩道の横断という形に

なりますので、若干、この人と車、自転車と車という交差ができてしまうというのが、

この車寄せを前面につくったときの、こういう状況があり得るというのがこの示した絵

であります。その違いが二つの西側の車寄せのパターンと、前面県道側の車寄せのパタ

ーンというのが違いがあるというのをご理解いただきたいと思います。 

  以上になります。 

会長   説明は以上で、とりあえずは委員の方の意見をいろいろ。はい、どうぞ、佐藤

さん。 

佐藤委員   まず、お礼は言いたいと思います。よく検討していただいたと思います。

それから、まず、考え方として、１階のＡ、Ｂ、Ｃというのがあるわけですね。このＡ

はＡ、ＢはＢ、ＣはＣで決めなきゃいけないのか。ＡプラスＢもいいですよ、Ｂプラス

Ｃもいいですよ、ＡプラスＣもいいですよという考えなのか、まず、その辺の考え方を

お聞きしたい。 

公共建築課総括主幹   各プランのいいとこ取りをしてもらって結構です。このプラン

のここがいいよ、ここのプランのここがいいよということであれば、それは合算して、

最終的に考えるような格好にいたしたいと思いますので、そこら辺の意見を、ここがい

い悪いの意見を、できたらよろしくお願いしたいと思います。 

佐藤委員   もう一点、すいません。あずまやですね。これについては基本設計の中で
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前回いろいろ議論が出まして、移転もいいんじゃない、この審議会としては、体制とし

ては、このあずまやは、ほかのところに持っていこうようという方向でまとまったよう

な気がするんですけれども、その辺の考え方というのは、再度確認させていただけませ

んでしょうか。 

公共建築課総括主幹   県の方との協議の中で、建物を壊すことはだめだよと。ただ、

移転することはいいですよということでしたので、移転の可能性があるということで考

えておりますが、今回、このプランの中には、ちょっと残っておりますが、最終的には

案としては歩道橋の左下ですね。そのあたりに移転できたらという考えで、今のところ

検討を行っているところであります。 

宮田委員   出入口の件についてお伺いしたいんですけど、もう一度、出入口は何箇所

で、どことどこで、非常口はどことどこですかと、お聞きしたいんですけど。 

田中設計事務所   まず、出入口に関しましては、公民館側に関しましては、この風除

室と書かれている部分ですね。この部分からがメーンの出入りという形になります。行

政側につきましては、同じく対面の風除室と書かれている部分。それともう一つですね。

通用口、前回、こちらの方にあったと思うんですが、若干変えさせていただきまして、

ここの道路の関係とかありましたので通用口という形で、この辺はまた支所の方と相談

しながらという形になってきますけれども、通用口という形になっております。もう一

つ、子育ての部分に関しましては、この回廊の面している部分という形になります。 

  ２階の方が４枚目の絵になりますけれども、２～ＰＨＦと書いてある図面になります。

２階のこのテラスから交流スペースと書かれている部分、こちらの入口、それともう一

つ行政側に、同じく対面側と。工作室は、こちらの入口という形になります。 

  それと、非常口というお話もありましたけれども、基本的には、こちらの公民館側の

階段と、もう一つ行政側の階段と二つの階段があります。こちらを下までおりていきま

すと、１階の部分で避難ができるという形になりますけれども、行政側の階段から行き

ますと、階段をおりまして、当然こちらの風除室側に抜けることも可能ですけれども、

もしここを管理上、支所の方と公民館側の管理というのが違いますので、こちらの直接

外へ出られる部分というのをドアを設けて、もしこちらが閉められていた場合でも当然

こちらの出ることができるという形です。それと公民館側１階に下りてきまして、風除

室側に誘導するというのがメーンの通路になります。 

  ただ、こちらのホールですね。このホールに関しましては４００名抱えておりますの
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で、こちらのメーンの通路プラス１階の部分に関しましても、直接外へ出られる非常口

というのを設けているというのが概略の避難経路と出入り口という形になってくるか

と思います。 

  以上になります。 

会長   はい、どうぞ。 

宮田委員   この規模の大きさにしては通用というか、通常に使われる出入口が、その

１箇所がメーンになっているんですけど、ちょっと尐ないと思うんですけど、建築上の

問題でもあるんですか。 

田中設計事務所   通常、人の出入りというか、風除室も実際これ、スケールの中で扉

関係書いてないものですが、じゃあどれぐらいの幅が確保できるんだというのがありま

すが、今この風除室の幅ですが、今これ３.４メートル、この絵ですとかいてあります

が、設計していく中で若干寸法変わる可能性ありますけれども、その中で約半分ぐらい

の大きさが確保できるという形になります。 

  それと、非常時ですね。火災とか起きた場合に関しましては、パニックオープンと呼

ばれていますけど全面開放できるような方法もありますし、あと、この事務所の脇です

ね。その辺も一部開放できることも可能かと思います。ただ、通常の出入りに関しまし

ては、幅的には足りるような寸法になってくるかと思います。 

宮田委員   幅は大体あると思うんですけどね。今言ったように、この大きさの建物で、

もう尐し、もう一つか二つぐらいは通常というか、出られるような出入口というか、ド

アというのはつくれないんですか、建築上、構造上。 

田中設計事務所   今、２階の方ももう一カ所あるというお話も先ほどあったんですけ

れども、あと、これは中央公民館さんとのまた話し合いになるかと思いますけれども、

あまり一般に出入りする箇所を多くするというのも管理上の問題というのもかかわっ

てくる場合もありますので、その辺はまたこれからの話になってくるかと思いますけれ

ども、今現状ですと外からの出入りは、１階、２階とも１カ所という形になってくるか

と思います。 

  これぐらいの規模でというお話があるんですけれども、大体これぐらいの規模ですと、

ほぼ 1 箇所もしくは 2 箇所ぐらいというのが一般的な箇所数かと思われているかと思い

ます。 

宮田委員   それから、３階のテラスへ出るには、これ、ドアありますよね。それと、
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１階の事務室の上のところが吹き抜けになっていますよね。この上のところへ植え込み

とか何とかってありましたよね。２階だ、２階のテラス、工作室のテラス、ここも出口

はありますよね、これ。これ、出口ですよね、矢印の。これはいいですね。それで、３

階のテラスについては、ないんですか。南側と北側にテラスがありませんけど。 

田中設計事務所   ちょっと書かせていただいていなんですけれども、当然この部分と

いうのは窓、ドアとつきますので、出入りは可能かと考えております。 

宮田委員   はい、わかりました。 

戸塚（善）委員   今、宮田委員の質問の中で、もし緊急的に何かがあったときに風除

室じゃなくて、そのあれにも可能だという話が出ていますけど、それは最初からつくる

必要がないということですか。でもね、もし何かがあったときに、それがあれば災害が

尐なくて済んだということもあり得ると思うですけどね。それは設計には含まれないと

いうことですか。そういうことをはっきりね、最初から言ってもらわないと、とにかく

この駐車場のことに対して、わざわざ１回ずらしてまでもやらなければならないですよ。

最初から、これといったあれを出してくれればいいじゃないかと思うですけどね。これ

が結局、静岡市のね。蒲原に対する意思表示だと我々はとるですよ。どれだけ蒲原を重

要視しているかということをね。これで私は判断します。だから、言われたからやるじ

ゃなしに、おたくの方で知恵を絞って、こういうふうにしたら蒲原の市民が納得してく

れるじゃないかというのを本当は出してこなければならないですよ。それが足りないん

じゃないですか。 

  いや、これ、質問なんですけど、この最初の案を一応設計士からもらって担当課へい

きましたね。どこら辺までいってるですか。市長までいってるですか、このあれが。ど

こかで、これでいいじゃないかと言ってゴーを出してるでしょ。そこのところ私は聞き

たいです。 

公共建築課総括主幹   プランをいただきまして、課内で課長含めての検討は、これは

しております。それから上については、ある程度基本設計のこの審議会での先が見えた

段階で報告をして、こういうような方向で行きたいという話をするつもりでおります。 

戸塚（善）委員   そうすると、おたくらの課で、それは一応今のところは進んでると

いうことですか。 

公共建築課総括主幹   そういうことでございます。 

戸塚（善）委員   それじゃ、そこで質問なんですけどね。その課に、もとの蒲原町の
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職員は何人いますか。 

公共建築課総括主幹   現在は、建築の職員ではおりません。 

会長   戸塚さん、その辺にして、このいい案を１時間でとにかく決めたいというあれ

ですから。 

戸塚（善）委員   （不明）言いますけどね。それはちょっとおかしいじゃないかと思

うですよ。納得しなければ、決めることもできないでしょう。だって皆さんそうでしょ

う。だれに聞かれたって、何だ、この程度だったのかって言われたときにどうする。そ

うじゃないですか。私そう思っていますよ。 

寺門委員   戸塚さん、そこまで言うなら自分の案出したら。その方がいいよ。いや、

だからね。ここまでやってきてくれたんだからね。前回のも含めて。だから、これから

これをね、どういうふうなＡとＢとＣと、これを合算してもいいよということを言って

くれているんだから、ここからどうしたら市民がね、納得するような形ができるかとい

うことをやった方がいいような気がするけどね。 

戸塚（善）委員   最初から僕は、この案が出てくるだったら、ある程度は納得します

よ。最初からこういうように身障者のあれだとか、高齢者の配慮だとかということが出

てくればね。最初からね、そんな無理な反対はしませんよ。だけど、こっちから言われ

なけりゃ、それが気がつかないというのがおたくらの気持ちでしょう。それを言ってる

ですよ。そうじゃない。 

佐藤委員   それは出してきたものに対しての、それは我々の受けとめの違いだと思い

ます。ここまでやってくれたと思うのか、これじゃ足りないと思うのか、それは我々委

員の受けとめだと思います、私は。私は、ここまで出してくれたことについて、私は評

価をさせていただきたい。じゃあ、どこまでいってるんだとかね。市長までいっている

のかって話ではね。この審議会の中で私は扱う事項じゃないと思っています。ですから、

今与えられたこの図面、この議題についてですね。どうやって我々は審議会として結論

を出していくかというところをやっぱり踏まえていかないと、私は前に進まないと思い

ます。 

戸塚（善）委員   とにかくね。今一番、弱者を大事にということを考えてるですよね。

何にでもうたってますよね。それだったら何で最初から、こういうふうな格好で図面が

できてこなかったということを僕は聞いているですよ。そうすれば二度も三度も同じこ

とをやる必要はないでしょう。１回で事の済むことを二度も三度もやるじゃないですか、
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これじゃあ。だから、そういう姿勢が見えないということを言ってるんです。 

副会長   審議会の仕事ですよね。ですから、審議会の仕事としてね。静岡の当局がこ

ういうことを出してきたけれども、我々としては、こういう問題も、こういう問題もあ

るんだと。だから、これじゃおかしいじゃないかと審議をしているわけですよ。だから、

そのための審議会があるわけでしょう。いろいろ意見を言い、それを市民、蒲原地区の。 

戸塚（善）委員   あなたの言っていることは、もう全然違いますよ。 

副会長   ちょっと発言しているから発言を控えてくださいよ。怒らないでください。

意見を言っているですから。そういうことで審議会がいろいろ議論して、よりいいもの

をつくっていくということで今議論してるんですよ。そういうことです。 

寺門委員   戸塚さんね。今の関連ですけど。プロポーザルで鈴木委員も選ばれて、そ

こでやってきた案が一番初めの案なんですよ。ですから、それに対して我々市民の、蒲

原のことを考えたら、もっとこうしたらどうですかというのが前回の話なんですよ。そ

こでまた考えてきてくれたわけですから、一番初めのいきさつから考えてやらないと、

おかしくなってしまうよ。 

戸塚（善）委員   それは私も十分分かりますよ、言わんとしていることは。でもね、

言われなければこういうふうにできない、ああいうふうにできないというじゃあね。姿

勢が見えないですよ。前もって言われないように自分らが準備して、おいこれならどう

だ、間違いないだろうというのを出してきたらどうだなというですよ。最低でもそれぐ

らいのあれは必要じゃないですか。 

稲葉委員   設計者の姿勢を今問われたりする発言が出ていましたけれども、当初基本

構想から設計者は、お年寄りに優しく、弱者に優しく、車と人間が相対さないように、

という非常に安全を重視した絵になっていたと思います。だから、きょう提案されたよ

うな車寄せもここにはつくらないし、完全に車と人間を分断した、安全に優しい絵をか

いてくれた。しかしながら、今度、蒲原に住んでいる人間として、それも大事なんだけ

れども多尐の危険というか知恵を出せば車寄せを、人と車と交流する部分も出来るか分

からないけれども、これ、ぜひつくってくれという付言をして、それに設計者が対応し

てくれたわけなので、まさに、ここの何回となく、すり合わせていることがだんだん両

者の構想として、いいものになってきて、きょう非常にいいものになってきているんじ

ゃないかなって思うわけです。ですから、それをすべて含めて出てこない設計者の考え

はおかしいというのは、私はちょっとおかしいなと思います。私の意見です。 
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  以上。 

会長   どうぞ、次の意見に行きます。 

戸塚（正）委員   きょうの問題は一番、先ほどからいろいろ出ている車寄せの件と、

その児童公園の件だと思います。そこで、車寄せの件なんですけど、この車寄せの場合

には一時的に車を置いて、またその車は駐車場に入ると思うんですよ、もう９９％。と

なるとＡ案の車寄せですと、西側からの住民にはちょっと不便だと思うんですよね。県

道があります。そして歩道もあります。そこで、先ほど佐藤委員からの話もありました

ような、Ａ案、Ｂ案の両方の車寄せが、これ必要だと私はそう思います。こういうふう

につくっていただきたいと思います。 

  そこでもう一点、前回のときに公用車の駐車場を裏の方へという話が出たんですけれ

ど、これは今回の場合Ａ案、Ｂ案、もう全部公用車１２台、西側のところにあるんです

けれど、この辺はやはり裏に持っていくということは何か問題があるんですか。そこら

辺をちょっと聞きたいと思います。 

田中設計事務所   先ほどの車と人の動線というところを考えて、うちの方でちょっと、

今は公用車のままの絵に書かせてもらっているんですけれども、それにつきましては一

般の方の駐車場が今回、西側の駐車場と南側の駐車場と、もし公用車を入れかえようと

いうお話になると、今度は東側と３箇所に分割されるという形になります。その中で、

東側があいているじゃないかという考えがあると、最初からそこへ入れるという方も中

にはいらっしゃるかと思います。そういうなかでやはりこの車寄せのところが今、若干

危険があるというのをみなさんお分かりいただいたかもしれないんですけれども、その

危険性が増すではないかという、うちの考えのもとに今、公用車はこちらの部分に入れ

ているという形になっております。 

  じゃあ公用車も出入りするんじゃ危険じゃないかというお話も出るかもしれないです

けれども、その場合やはり一般の方と、一般の方という言い方もあれですけれども、こ

こへ用事があって出入りする方の車の出入りと公用車の出入りの回数というのを考え

たときに、やはり公用車の方が出入り関係は尐ないのではないかというところでですね。

逆に動かさない方がより、市民の方も南か西か、どちらかにとめればいいじゃないかと

いうお考えがあれば、そんなにあっち行ったりこっち行ったりということもないかと思

いますので、そういう考えで申しわけないですけど、前回そういう話出たのも理解して

いますけれども、こういう形の絵を出させていただきました。 
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  以上になります。 

望月委員   私これ見て、歩道橋のところの歩くのが非常に狭いものですからね。これ

は当初、小学校対策で、狭くてもいいよと敷地内につくってしまったでしょ。それで、

せっかくつくるだったら、ここの歩道橋の駐車場のところを歩くのを広くしてもらって、

それじゃ、図書館側の県道寄りですね。そこに駐輪場をつくってもらって、８台か９台

ぐらいの車がとめられなくなるだけど、自転車で来た人は今の現状で、図書館の横の市

道になりましたが、建物の横へ置いてたですが、これで見ていくと事務所の方のところ

に３３台というと、ほかの自転車はどこ置くだということで好き放題置かれると、やは

り使いにくい形になりますので、駐輪場を図書館の横に、駐車場をやめて、つくっても

らって余った分を歩道橋の横に、歩道を広くしてもらいたいと。今、この狭い中を歩く

の非常に困難で、駐車場の中へ入ってしまって行くような形になっているんですがね。

それをちょっと提案して、大した話じゃないですがね。難しい話じゃないと思うんだけ

ど、駐車場が減るけど、駐輪場は３０台ぐらいふえると。そして、歩いてくる人たちが

歩きやすい形のものがいいんじゃないかと思うですが。 

  以上でございます。 

石野委員   私、前回、児童公園のことについて要望を出しましたけど、大変子供の目

線に立って私は発言しているはずですけれども、１歳、２歳、３歳ぐらいの幼児は非常

に不安だという気持ちが多くなるので、お母さんとくっついていますよね。だから、交

流サロンの所へ寄せていただいたというのは、これはいいと思います。そのかわりに児

童遊園をプールの方へ動かしました。そうすると、ここは小さい子供もお母さんがつい

ていって遊ぶだろうし、目が届かないということはないと思います。ここならば遊具を

置くこともできるし、小学生もせいせいここで遊べると思います。 

  だから、外舞台の前にあった児童遊園がこちらの方へ移ったから、プールの方へ。こ

こは何か催し物をやるときに、そこへ芝生なんか植えると思いますけれども、そこで見

たり聞いたりできるし、蒲原祭りもやろうと思えば、これ、今、１２４台ですから、今

の文化センター１２７台ぐらいですよね。だから、大体同じぐらいの面積がありますの

で、ここで蒲原祭りもやろうと思えばできるし、将来、市営住宅の方を壊すかどうかわ

からないけど壊せばね。そこへせいせい、駐輪場と駐車場もできるし、ここで大勢人寄

せもできるから、私はこうしていただいて非常によかったなあというふうに思います。 

  それから、車の問題ですけど、前回いろいろなご意見が出まして、きょう、こういう
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案が示されたんですけれども、危険性は予想されますけれども、危険をなるべく最尐に

食いとめるために何か策を講じてもらいたいと思います。例えば、すこやかセンターの

ところ車が出るときには、車が出ますよ、出ますよといって大きな声で拡声機で言いま

すよね。ああいうのもつけていただきたいし、それからミラーもつけてもらいたいと思

います。というのは公用車が入るところ、すぐ右側が向田川ですね。橋がかかっていま

す。橋がどうしてもちょっと高くなっていて、ずっと向こうの山下靴屋の方がずっと下

がってるものだから、向こうから来る車が見えないですよ。こっちから出ようとすると

きに。だから、それがわかるようにするにはミラーをつけるとかして、ぜひ安全性を十

分対策を講じた上でやっていただきたいと思います。 

  以上です。 

内藤委員   私の意見は今の石野先生の意見とちょっと違うんですけれども、私、児童

遊園はやはり１Ｆ－Ｂの２枚目のプランですね。この位置が一番いいと思うんです。な

ぜかといいますと、１Ｆ－Ｃの児童遊園を離れたところに置きますと、今の文化センタ

ーのあの児童遊園と大体同じような感じだと思うんですよね。現状の今の川の横にある

児童遊園というのは、余り利用されていないのが現状じゃないかと思います。児童館の

先生も遊びに来た子供たちに、あそこのところへ行って遊んできなさいということは、

やっぱり目も届きませんし、そういうことは言ってないと思うんですね。やはり図書館

との連携とか、そういうことを考えますと、この場所に児童遊園があって、それからプ

ール側の児童遊園になりますと、図書館へ子供が例えば絵本を読みに行く場合なんか、

どうしても駐車場を横切っていくという、そういう危険性も多々あると思います。 

  それから、１Ｆ－Ｂのプールの時期に、ここの駐車場のところを芝生か何かにしてい

ただいて、その時期にここを、子供たちが今使ってるような形で着替えに使わせてもら

うという、この案はすごく子供たちのことも考えていただいた、とてもいい案だと思い

ます。 

  以上です。 

石野委員   私、内藤さんの意見にちょっと反対しますけれども、外舞台の前に児童遊

園が来ますと、そこでいろいろな遊具とか何かありますよね。そうすると、そこが公共

通路のところの一角ですから必ず、いろいろな中学生とか青年とか、そこを通りますか

らね、公共通路ですから。そういう子供たちじゃなくて青年がそれを使ったり、そこの

外舞台で何か行われれば、そういう遊具の上へ高いからよく見えるなんていってね。ジ
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ャングルジムの上へ座り込んでみたり、そういうふうに若者に占領されてしまう。そう

すると若者はそういうことをやると、もうあそこ行けば遊べるよとかということで若者

の広場になってしまうという危険があるので、ちょっと遠くなるけれどもプールの方へ

寄せる方が、そういうことは起こり得ないからということで、そうすれば外舞台の前が

観覧席になるし、芝生の席ならばベンチも置けるだろうし、ちょっと夏は暑いと思えば

木なんかも植えられるだろうし、そういうことで私は尐し遠くなるけれども、今の文化

センターの遊園地だって、しょっちゅう遊んでいますよ。あそこね、私も西小学校へ行

くとき、しょっちゅう通りますけれども。 

  親がついてきて遊んでるし、中学生や小学生が遊んでいるし、だから、離れているっ

ていったって、そんなに遠くないし、今よりも近くなっているんですよね、これは、プ

ールのところはね。夏、さっき提案がありましたけど、ここは夜、駐車場にも使おうと

思えば使えるし、私はこのＢ案じゃなくてＣ案でいいと思います。 

佐藤委員   ちょっと確認なんですけれども、先ほどちょっと説明をされたかもしれな

いんですが、支所の中で１階の、これも前に、前回意見が出たと思うんですけれども、

支所の方に出入りするのは風除室の方から入ると。それでこのＡの図面ですと、支所の

中の南側の宿直室と雑庫の間に通用口があるということになっているんですけれども、

そうではなくて、例えば自転車だとか、あるいは障害者の方、障害者の方がこちらから

入るかは分かりませんが、福祉事務所のすぐ下のところの供用のスペースと言ったらい

いんですか、通路と言ったらいいですかね。その東側のところの出入り口というのは、

検討はできないのかどうなのかというところをちょっと、まずお聞きしたいと思います。 

田中設計事務所   以前そちらに宿直室を持っていった形ですと基本的には、そこは市

民の方が余り通らないんじゃないかという形で、その位置に置いていたんですけれども、

前回の話の中で、市民もそちらから行けた方がいいんじゃないかというご意見いただき

ましたので、ただ、福祉事務所の今、カウンターのところ斜めの線になっております。

ここを相談カウンター的なところで使ったらどうかというところです。それと、その脇

がちょうど相談なものですから、余りプライバシーにかかわる部分を通ってというのは

問題があるだろうという形で、ちょっとずらさせてもらいました。 

佐藤委員   これは要望ですけれども、まさにここの支所に来た方の動線を考えるので

あれば、わざわざぐるっと回って行くよりも、ここに一つ通用口があれば非常にやっぱ

り便利だというところで、ぜひともできれば検討をお願いしたいと、一つ、これは要望
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です。 

  それから、駐車場のこういうような形で、支所等あるいは公民館の方に行くときに、

ロータリーをつくっていただいて非常にありがたいなあと思っているんですけれども、

イメージとしては２台程度、先ほどの説明ですと３台程度ということをおっしゃいまし

て、やっぱりこの２台ぐらいが精いっぱいなのか、個人的な気持ちがもう一台、せっか

くこういうふうにロータリーつくってくれたのであれば、もう一台置けるようなスペー

スのロータリーといったらいいんですか。今、２台並んでいるところをもう一台、３台

ぐらいが並べるようなスペースを持ってきていただきたいなあというのは、これも要望

です。 

  それから、児童公園のお話ですけれども、私が今ちょっとイメージで思ったんですけ

れども、スタジオが外向きでやったときにＡあるいはＢの図面ですと、蒲原祭りのとき

にもそうですけれども立入禁止のテープを張ってやっても、ここにやっぱりこういうジ

ャングルジムみたいなのがあると、必ず上へ上るんですね。一つは、そこの危険性の回

避と、もう一つは、野外のステージをやったときに、それをなくすことによって、やっ

ぱり遠くからも見えやすいというふうな利点もあると思うものですから、私は児童公園

というのはＣの方に持っていっていただきたいなあというふうに思います。 

  それから、確認ですけれども公用車駐車場、言葉として公用車というのは余り好きじ

ゃないんですけれども、公用車駐車場１２台ということで、これ、すべてここに１２台

が入ってしまうような格好になるんでしょうか。あるいは、ならなければやっぱり市民

なんかは近い方がいいものですから、南あるいは西の駐車場にとめるんじゃなくて、こ

こにとめる可能性もあると思うんですけれども、その辺は例えば、駐車場の空きスペー

スがあれば、そちらの方にとめてもいいような解釈はできるんでしょうか。ということ

で、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

会長   公用車の駐車場の問題を、その今の東側のですね。使いがね。 

佐藤委員   逆に、１２台の車がもう既に、ここに入るようになっているんですか。 

稲葉委員   今、この公用車駐車場というところの使い勝手というか、だれを対象にと

いうことの話だと思うんですけれども、やはりここに置く車は一般の人でも自由に使え

て、例えば３０分以内とかですね。そういう制限を加えてもいいから、ここに一般の人

が、ちょいの間の支所への来庁というのかな。そういうのに使えるようなスペースにし

て、公用車はほかの南側とか西側の駐車場を使うということを要望します。 
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  特に、夜になると公用車だと、ここに全部とまってしまうと思います。しかし、体育

館は夜でも非常に利用者が多いし、ここに公用車がとまっていなければ、ここに体育館

利用の人たちの車もとめられるわけで、ぜひその辺は１Ｆ－Ａの案ではなくて、前回も

要望しましたけど、公用車は例えば２台とか最低限の確保にして、一般に開放していた

だきたいなというふうに思います。 

  それから、先ほど出ましたけれども車寄せにつきましては、戸塚委員の意見のように

県道側に二、三台、そして県道から入った西側のところ、ホールの横のところに１台と

いうＡ、Ｂを合わせたような駐車場確保をよろしくお願いしたいなと思います。 

  以上です。 

佐藤委員   もう一点、イメージで結構です。舞台の方でいろんなイベントをやります

よね。そうすると、いわゆる出演者、そういう人たちの例えば楽器だとか太鼓だとか、

あるいは大道具だとか、そういうものの搬入というのは、イメージとしてはどういうふ

うに受けとめたらよろしいですか。 

  あっわかりました、ごめんなさい。じゃあ確認です。舞台の左の方に扉があって、⑥

と⑤の間に観音開きのこういうふうな扉があるということで、こちらの方から入るとい

うことでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。 

鈴木委員   前回というか、この建築を考え始めた当初から、建物に現状の文化センタ

ーが徒歩で安全にアプローチできないということを最初から問題にしていたと思うん

ですよ。それで、徒歩によって建物に安全にアプローチできることを確保するために、

人と車の動線の分離というのをコンセプトの一つとして要望書にも確か載せていたと

思うんですけれども、前回、私は文化センターに車で行ったことがありませんという話

はしたんですけど、逆に、徒歩でしか行ったことがない人間の身になりますと、あと子

供連れでここに行きたい人間の身になりますとですね。車寄せが２箇所というのは、ど

うなんだろうか。しかも、歩道を２回横断するというところ、右上の方はですね。ここ

の安全を担保する方法というのは、どういう方法があるんだろう。 

  確かに、蒲原のように公共交通機関が全くないところにおいては皆さん車で、ほとん

どの方が見えますし、これが必要なのはわかるんですけれども、一方で車が運転できな

い子供ももちろんいるわけですし、徒歩でしか来れないお年よりもいるはずですし、車

に乗る必要のない私のような立場の人間もおります。その人たちがここに侵入する車に

よって不快な思いをしないような配慮をぜひ、もしどうしてもここに車寄せを設けるの
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であれば、していただく必要があろうかと思います。 

  建物全体のコンセプトの重要な一部を私としては崩す形になるというふうに理解せざ

るを得ないものですから、この車寄せがどういう交通状況を、特にイベントがあった場

合ですね。引き起こすかというのは予想もできませんし、どのぐらいの人がこれを使う

かというところにかかってくるかと思いますけれども、どういう方法で具体的に安全を

担保するのかというのは、ぜひ事前にご検討をいただきたいと。ですから、私としては

でき得れば、西側の車寄せ１箇所にしていただければ大変ありがたいところだというの

は自分の意見であります。 

  それと、児童遊園の位置なんですけれども、２案両方いい点はあると思うんですが、

恐らく設計の方の意図としては、公共通路を中心として世代間交流の舞台として、ここ

に子供を集わせたいと。先ほど石野先生から、若い人間が、悪い言葉ですけど、たむろ

ってしまうのではないかというようなご指摘があったんですけど、逆に自分なんかは、

ぜひ文化センターに若い人間が何もなくても集まってきてくれるくらいの施設であっ

てほしいと自分は思うものですから、その混然とした世代間交流が今、蒲原には欠けて

いると私は思っているものですから、だからといって児童遊園がここでなければいけな

いという結論には、ちょっと私は至っていませんけれども、ここの公共通路の意図とい

うのは恐らく、そういうところにあるんだろうと。それで、児童遊園をここに置いて、

交流サロンがここにあるというのは、お年寄りから小さな子供までが、この文化センタ

ーで交流してほしいという意図が設計者のお考えだろうということは想像がつくもの

ですから、一言申し上げたいと思いました。 

  ぜひ車寄せの件に関しては２箇所歩道を横断しますし、そのままでしたら右折で侵入

する方も出てしまうでしょうし、左折で入って、またすぐ抜けていく人もいるでしょう

し、目の前に住んでいることもありますので、ぜひ安全を担保する方策をきちっとやっ

ていただきたいなあと思います。 

  以上です。 

内藤委員   私も今、鈴木委員がおっしゃってくださった意見ですね。この公共通路、

ここは本当にお年寄りから子供から、それから若い人から全員がこういうところを通る。

そこのところで子供たちが遊んでいるというのはすごく三世代交流とか、今すごくそう

いうのが言われていますよね。そういう意味合いからでも子供たちに目も手もかけられ

るということで、私はここに児童遊園があるということは、すごく子供たちにとっても
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いいことだと思っています。それに、蒲原祭りのときには確かに使い勝手がいいかもし

れませんけれども、年に一度行われるかどうかの蒲原祭りも大事でせれども、私が前々

回、今のこの文化センターの児童館の子供の利用状況を表にして皆様にお渡ししました

けれども、あれだけの数の子供たちが毎日のように文化センターの児童館を利用して、

学校が終わった後楽しんで、ここで遊んでいるんです。やっぱりその現状を考えますと、

毎日の子供たちのことをやはり優先的に考えていただけたらなあと思います。 

辻委員   幼児公園と児童公園というの、１Ｆ－Ｃの案ですけれど、これ分けるのは、

とてもいいことだと思うんですね。よく私なんかも小さな孫がいますけれど、遊ばせて

いても、ほんのちょっと大きい子が来ると、もうやっぱり危なくて、例えばブランコな

りお滑りなんかでもやらせられないし、ちょっと立ってるだけでも大きい子が走り回る

と倒されてしまうので、もう公園なんかに連れていっても大きい子が来ると、もう本当

にちょっとつかまえているぐらいの目が必要なんですよね。ですから、やっぱりこの幼

児公園というね。本当に小さな乳幼児から一、二歳ぐらいまでが遊べるところと児童遊

園が分かれているのは、とてもいい案だと私は思いました。 

会長   ちょっとあれしてください。１時間経過したんですけれども、きょうの予定は、

最初申し上げた１時間ですけれども、この辺でちょっと整理させていただいてよろしい

ですか。今までの意見を。 

  車寄せの問題はＡ案、Ｂ案。一番意見の多かったのは、あるいは、これ両方を欲しい

という方、それから、Ａ案の通り面は、その車の出入り、非常に安全対策をどうするか

という案、それと今度は、児童公園はＢ、Ｃ案２箇所に分けるか、１箇所のスタジオ前

でやる。どちらの意見も非常にあれだと思うんですけれども、どういう方法で、きょう

の結論へ持っていくかということですよね。皆さんそれぞれが信じるところで議論して

いると一晩中やっても結論出ないと思うんです。今の車寄せにしても。審議会の意見を

どこでまとめるかというのをどういうふうに決めましょうか。今の意見聞いていると、

何回やっても恐らく結論は出ないと思うんです。 

  そのほかの細かな要望がいろいろありましたよね。こういうものは設計者と駐車場の

問題とか、そういうものは後でいろいろできると思うんですけど、大きなところをきょ

うは決めて、大体皆さんの総意がこれでどうだろうというのを、きょう短時間ですけど

出したいと思うんですけれども。 

  挙手で決めますか、最後は。 
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  はい、意見がありましたら。はい、中島委員、きょうは初めてだね。 

中島委員   私初めてですけど、皆さんの意見は非常によかったと思います。やっぱり

この案を決めるには、例えば、車寄せのやつはどれがいいかというのを決めて、児童公

園のはどれがいいかというのを決めていった方がいいんじゃないかと私は思います。 

会長   最後は挙手でもよろしいですか。 

中島委員   挙手でも結構ですね。 

会長   審議会の委員という、どうですか。ほかに意見ありますか。 

宮田委員   実は、その車寄せ、左側の市道の方の車寄せありますよね。今までは、こ

の下に防火水槽埋っていますよね、大きなもの２つ。その場合、これ、車寄せも何もな

くなってしまったときに、ここへ消防車とめたときに、通れるだけのスペースできます

でしょうかね。防火用水つぶすんですか。ちょっとそれお伺いします。市道のところに

二つありますよね。だから、車寄せとかそういうのがない場合には、その真ん前へ市道

のところへ車とめなければならないですよね。車寄せがあれば、その中へ入って通路で

きますけどね。防火水槽つぶすんだったら別ですよ。市道になってしまうと、そこを通

行してしまうと、緊急時にあそこにとめますよね。通れなくなってしまいますよね。 

公共建築課総括主幹   防火用水の件につきましては、開けてちょっと調査したんです

けど、かなり深くて、どの位置までいっているかというのはまだ未定なものですから、

ちょっと消防の方と相談しまして水を抜いて、どの程度まで行けるものか。それで、今

の防火用水を残した状態で、今回の建物が建てられるかどうか。あと、例えば、つぶさ

なければならないといったときに、どこに移設するか。それは今、ちょっと検討中でご

ざいます。ただ、防火用水が残ったとしても災害時には、車寄せの車はどいてもらわな

ければならないものですから。 

宮田委員   駐車場の方へマンホールだけ取り口があれば、また別なんですけどね。車

寄せいらないとか何とかとなるんですけど、検討してみてください。 

公共建築課総括主幹   ちょっと防火用水の件についてはちょっと微妙な問題で、建物

の位置の絡みもちょっと出てくるものですから、それで残したまま今のこの計画ができ

るということであれば、そのまま行きたいとは思っているんですけど、多尐東側に動く

可能性はございます。反対に今の位置だと、この計画自体がだめだということになれば

防火用水をつぶして、例えば建物の下のピットに入れるであるとか、どこかまた新たに、

その位置をつくるとかということは、ちょっと今後の検討ということで今考えておりま
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すので。 

宮田委員   実は私、消防をやってるんですけど、この前に二分団があるんですよね、

車庫が。それで点検なんかやるに、このプールの水を出して消防車を動かしているんで

すよね。児童遊園がここにあって、ここまで届けばいいんですけどね。ここ入れるよう

になっていて。そうすると、そのどっちか使わなければならないんですけど、そっちの

防火水槽の方を使えればいいんですけど、そっちがだめだとなって児童遊園がここにで

きちゃうと消防車は入れませんよね、ここね。そうすると、我々、ここが一番近いとこ

ろで点検なんかやっているですけど、その点について、どっちかを、遊園の方がこっち

へできるんだったら、こっちを生かしてくれないとちょっと。別に出さなければなんて

言えば、それまでなんですけどね。決まりなものですからね。そういうことやってるん

ですけど、そこら辺考慮していただきたいなと思うんですけど。 

会長   もう大分時間も経過しているようなものですから、まず、それでは大きな問題、

車寄せをどうするかという問題と児童公園という問題を絞って、まず、賛否で、多数決

で決めていいかどうかについて皆さんの意見聞きたいと思いますけれども、決めてよろ

しいでしょうか。どうですか。じゃあ挙手をちょっとお願いします。決めていいという

方は。そういう方法で。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   よろしいですか。大多数と認めて。何回やっても結論は出ないと思います。今

の状況じゃあ。じゃあ、それで決めましょうか。児童公園もそうですね。２点ね。 

鈴木   若干、もし挙手で決めるのであれば、ちょっと休憩させていただけませんでし

ょうか。 

会長   ちょっと５分か１０分、休憩とりましょうか。 

  はい、それで結論を出してもらって、今のＡ案、Ｂ案のそのロータリーと児童公園の

位置ということで絞って、あとの細かい要望は、設計者にできるだけ反映してもらうと

いうことで結論にしたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃあ、ちょっとここで５分、１０分、休憩したいと思います。始まりは４５

分からにしましょう。遅いですから。 

休憩 午後 ７時４０分 

再開 午後 ７時４６分 
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会長   それでは何か。決に入りたいと思いますが、まだその前に何かありますか。は

い、石野委員。手短にお願いします。 

石野委員   児童遊園ですけどね。児童遊園というのは子供だけの遊び場なんですよ。

そこで大人とか何か交流する目的じゃないんです。子供のためにつくってやってくださ

い。子供のために。ほかは、みんな大人のものじゃないですか。ここだけ何で交流する

場にしてしまうんですか。外舞台というのはね、何も蒲原祭りのためにつくったんじゃ

ないですよ。ふだんいろんなことをやるですよ、ここで。そうしたら青年がここで、い

っぱい交流できるんじゃないですか。そのためにそこの前にね、そんな児童遊園あった

ら、そんな広場通れないですよ。だから、私はＣ案と言ってるんです。わかってやって

ください、子供のために。 

会長   はい、わかりました。じゃあ、これをもってきょうの、際限ないものですから

一応決をとりたいと思います。 

宮田委員   先ほど、最初に佐藤委員の方から聞いた、例えばＡとＣとか。 

会長   それも入れましょう。今も意見ありましたけど、このＡの案でいいという方。

１枚目のＡですね。駐車場の問題です。ロータリーの問題だけです。Ａのロータリーだ

け、車寄せだけの問題です。 

  それからＢ、西側ですね。この入ったところ。これでよろしいという方。 

（挙手 ２名） 

会長   ２名ですね。 

  そうすると、もうあと残っているのはＡ、Ｂ両方欲しいという方は。 

（挙手 １２名） 

会長   １２ですか。残り全部ということですね。 

  一応、審議会の結論としては２名の方が、そのＢ案の西側１カ所でいいという案があ

りましたけれども、残り１２名の方が、きょう出席の私を除いて１２名の方がＡ、Ｂ両

方に欲しいということで意見としたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

  それでは、もう一つ、児童公園の問題ですけれども、いろんな意見が出まして、確か

に一長一短あると思いますけれども、これについてはＡ、Ｂ、Ｃ、全部違うんだ、これ。

じゃあ、Ａ案でいいという方は、挙手願います。 

  ゼロですか。 

  じゃあ、Ｂ案でいいという方は。 
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（挙手 ２名） 

会長   ２名ですか。 

  じゃあ、Ｃ案でいいという方は。 

（挙手 １１名） 

会長   １１名ですか。鈴木さんは、どちらでもということですか。保留ですね。 

会長   はい、わかりました。 

  児童公園についてはＡ、Ｂ、Ｃ、あるんですけれども、Ａ案は、なしと。それからＢ

案で２名の方が賛成と。それから、プールの方に児童公園を移すというＣ案で、１１名

の大多数の方がよろしいということで一応手を挙げていただきました。これをもって審

議会の意見という形にさせてもらいたいと思いますけれども。 

  それから、きょう出たいろいろな細かい要望については、できるだけ設計者の方と調

整していくということ。例えば公用駐車場、この辺は、できてからでも看板書きかえる

ことで使い方は変えられると思います。そういうことでいきたいと思いますけど、これ

でよろしいですか。きょうの意見。何かありますか。 

（「なし」の声あり） 

会長   じゃあ、これをもって審議会意見と。何か。 

鈴木委員   また出来た時まででいいんですけど、県道側の車寄せに関しての歩行者の

安全と、あと渋滞対策みたいな関係で、どういう方策をとられるかということを具体的

に、ぜひご教授いただきたいなと思います。いつでも結構ですので、できるまでの間に。 

会長   この審議会の中でも、もし説明いただければということですね。 

鈴木委員   はい、また次回以降で。 

会長   はい、じゃあ、これもそういうなかでさせてもらいたいと思います。 

  きょうは、この件だけで終わりたいと思いますので、これで結審したいと思います。

きょうの議事録署名人は、佐藤委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第５回静岡市地域審議会を閉会いたします。何かあります。 

蒲原支所参事   次回の審議会についてご報告したいと思います。 

会長   それと、あれがあったね。要望書が出ていたね。その辺も触れてください。 

蒲原支所参事   はい。本日の審議会におきまして、蒲原地区市民センターの審議につ

いては一区切りついたということにしたいと思います。 

  次回からは、合併建設計画などについて審議したいと思います。具体的な審議内容に
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ついては現在調整しております。日時については１０月末から１１月上旬を予定してお

ります。日程を調整し、決まり次第、皆様にご報告したいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、去る１２月２日に、堰沢地区の宮原氏から静岡市長あてに要望書が提出されま

した。要望書の内容は、新しく建てる市民センターに目の不自由な方が一人で歩ける音

声誘導装置、静岡庁舎とか清水庁舎、それから興津の公民館などにもついている装置で

すけれども、正門から事務所までエコカードというのを持っていまして、そのエコカー

ドをスイッチを入れると、ここが事務所ですよ、ここがトイレですよ、エレベーターで

すという、そういう誘導装置ですけれども、この装置と点字ブロックを取り入れていた

だきたいというような内容の要望書が提出されましたので、このことについては関係各

課と調整し、進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

会長   よろしいですか、それで。あと何かありますか。いいですか。 

  じゃあ、これで閉めたいと思います。今触れました、私、その控えを持っているんで

すけれども音声誘導装置の設置についての要望というのは、これ、本当に、今言った障

害者に対しては我々としても要望を入れていきたいと思います。うっかりして申しわけ

ありません。これ、市長あてに出ているものですから、ぜひ設計の方でも考慮してもら

いたいと思います。 

  以上をもちまして、きょうの審議会を終わらせていただきます。本当に夜分、急きょ

来ていただきましてありがとうございました。 

                         （午後 ７時５５分 閉会） 

 

 

                  会     長 

                  会議録署名委員 


