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平成１８年度第３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１８年８月２３日（水） １４時０３分～１６時００分 

 

２ 場 所   清水市蒲原支所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、吉田委員、片瀬委員、 

山崎委員、三好委員、佐藤委員、戸塚（正）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 

（宮田委員・野村委員欠席） 

  （関係課）稲葉中央公民館長、萩原中央公民館副参事、谷口中央公民館 

副主幹 

中村生涯学習課長、高野児童福祉課長、小林保育課長、 

小林建築総務課主幹、大橋防災指導課長、北原市民生活課長 

望月清水区地域総務課長、伏見参事兼区付主幹 

        （事務局）企画調整課広域行政室：三宅室長、天野主幹、能口主査、 

                        興津主査 

清水区蒲原支所：原支所長、宇佐美副参事、片瀬副主幹 

４ 議 事    

 （１）（仮称）蒲原地区市民センターについて 

  ①基本構想案策定に係る検討経過等について 

  ②基本構想案について 

 （２）その他 
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蒲原支所長   お待たせいたしました。皆さま、こんにちは。 

  本日は連日猛暑が続く中、また、大変お忙しい中、第３回の蒲原地域審議会にご出席

いただきまして、まことに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長の原でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

  ところで、ここで、あらかじめご報告いたします。 

  本日は、野村委員、宮田委員から欠席の届けがなされました。それ以外全員出席され

ておりますので、会議は成立いたしております。 

  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、次第、

資料一覧表及び資料１から資料２、３、４、５、６であります。 

  お手元におそろいでしょうか。不足している等、また、乱丁等ございましたら、ご連

絡いただければ、すぐお出しいたしますが。 

  それでは、次第の２でございます。会長にごあいさつをお願いいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

（会長あいさつ） 

会 長   皆さん、こんにちは。暑い中をご苦労さまです。 

  先ほど１時間の勉強会では、いろいろな意見ありがとうございました。 

  第３回目の審議会をこれから開催しますが、いよいよ市民センターの説明ということ

で、今日は重要な会議になっていくと思います。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

蒲原支所長   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前回同様、会長に進行をお

願いしたいと思います。志田会長、よろしくお願いいたします。 

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、皆さんにお願いですが、改めて議事録作成のために、発言の際

はマイクのスイッチを入れて、氏名を言ってから発言をしてもらいたいと思います。そ

れで、本日の会議は４時を終了予定していますけれども、ここで、鷲巣委員より提案が

出て、どうしても１５分ほどの説明をしたいということなものですから、２時間の会議

の中に入れば、その中でやっていただきたいと思いますけれども、２時間で終わらない

場合は、できましたら委員の皆さん、鷲巣さんの意見広告だと思いますので、１５分聞
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いていただきたいと思います。 

  それでは、式次第に従いまして、事務局からよろしくお願いします。 

広域行政室長   広域行政室の三宅です。よろしくお願いします。 

  それでは、（仮称）蒲原地区市民センターの「基本構想案策定に係る検討経過」と「基

本構想案について」一括してご説明いたします。 

  最初に、資料１をごらんください。 

  これは、前回ご説明いたしました合併建設計画の抜粋でありまして、この事業につき

ましては、中ほどの文化センターの改築のところに記載されているとおり、老朽化した

蒲原町文化センターの改築に合わせ、防災センター等を併設する複合施設として整備す

るものとし、延べ床面積は３，２００平米という形になっております。したがいまして、

これに基づきまして基本構想を策定することになります。 

  続きまして、資料２をお願いいたします。 

  「基本構想策定に係るこれまでの検討結果について」、ここでご説明をいたします。 

  まず、旧蒲原町におきましては、文化センターが昭和４５年、役場庁舎が昭和３６年

に建設されておりまして、それぞれ老朽化が進んでいること。また、利便性などについ

ても若干難があるということから、以前から、これらの公共施設の一体的整備について

検討をされてきた経緯がございますが、実現には至らなかったということでございます。 

  そして、先ほども申し上げましたとおり、合併建設計画の主要な事業として位置づけ

られましたので、それを受けまして、旧蒲原町の意向を把握するとともに早期建設を目

指すために、合併前の昨年度、平成１７年度から両市町において、基本構想の策定に向

けて検討を重ねてきたところであります。 

  具体的には記載のとおり昨年の７月から、旧蒲原町において中堅職員によりますワー

キンググループを中心に検討を進めまして、町内部での協議を経まして、９月には町の

構想案が作成されました。 

  その内容につきましては記載のとおり、①生涯学習施設、②行政窓口、③防災拠点、

④団体の活動拠点、⑤子育て支援、の五つの主な機能を柱としたものでありました。 

  この構想案は、その９月に静岡市側に提示をされまして、今、それぞれの市、町の担

当課の意見を聞くなどして、調整を図ってまいりました。 

  そして、いわゆる合併前に旧蒲原町としての最終的な意向を把握しておく必要がある

こと、また、合併後に基本構想を策定するうえで、そのたたき台となる基本的な機能を
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事前に示しておく必要があることから本年３月、合併前の本年３月には、町の構想案に

対する検討案を取りまとめまして、次のページになりますが、資料３によりまして、両

市町において確認がなされたところであります。 

  また、合併後は、この検討案をもとに担当者会議を随時行うとともに、５月以降には

関係課長会議を３回ほど開催しまして、後からご説明しますが、資料５の基本構想案を

策定したところであります。資料２の検討経過をご説明いたしました。 

  それから、今申し上げました資料３の機能の検討案につきましてご説明をさせていた

だきます。 

  これは、左側に現状と右側に検討案という形で対比をさせていただいております。 

  まず、左側の現状にありますように既存の施設の機能を中心に検討をいたしました。

すなわち、建設計画に記載されていますように、文化センターの改築ということであ 

りますので、現状、２階から４階までを公民館として使っておりまして、１階、主にホ 

ール部分という形になっております。その二つのものを右側の検討案の一番上になりま 

すが、生涯学習機能として位置づけております。 

  次に、やはり老朽化しています公共施設としまして、この庁舎の改築を検討する必要

があるということで、また、さらに住民の利便性の向上を図る必要があるという２点か

ら、２番目としまして支所機能を、右側の上から２番目に支所機能として加えておりま

す。 

  次に、町の要望がありまして、３番目には災害対策の拠点としまして、必要な機能を

備えました災害対策室を置くこと、といたしまして、これに関連しまして現状の防災備

蓄品倉庫がございますが、現在と同様に別棟として設置するような形で、右側に記載を

させていただいております。 

  それからもう一つ、現在の文化センターの方に併設されております児童室と、それ以

外にも町の強い要望であります子育て支援センター等の取り扱いについて検討を重ね

てまいりましたところ、現在の児童室は白銀の児童館とは異なりまして、規模や機能面

から児童館に準じた位置づけになっております。また、蒲原地区に二つの児童館を配置

することは、全市的な配置の状況から見て均衡を欠く形になりますので、ここに新たな

児童館を設置することは難しいという考え方に立っております。 

  また、そのほかにも要望事項でございますが児童クラブにつきましては、原則として

小学校に設置することという考え方から難しいということ。それと、地域子育て支援セ
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ンターにつきましても、既に梅花保育園に設置してあるということで難しい状況にあり

ましたが、この梅花保育園の地域子育て支援センターを移設する方向で検討が可能とい

うことになりまして、それで、右側の検討案の４番目に、子育て支援機能を盛り込むよ

うな形になっております。 

  そして、左側の下にあります要望の真ん中にあります、まちづくり関係の機能につき

ましては、右側に線を引っ張っておりますが、この市民センターのオープンスペース、

それを活用することで対応するということといたしました。 

  それと、右側の検討案の下から２番目に記載されておりますが、これは基本的な考え

方としまして、新しく公共施設を整備する場合、基本的には、その地区内の他の公共施

設との連携を図り、効率的な運用を図る必要があると考えております。ここで例としま

して、白銀の保健福祉センターや東部と西部のコミュニティセンター、それから隣接し

ます蒲原図書館などをあげておりますけれど、これらの機能を活用することも含めて検

討しているということをこちらの方に記載してございます。 

  これが資料３の本年３月におきまして基本的な機能として、こういう形でどうかとい

うことで検討をさせていただいた結果でございます。 

  続きまして、資料４を、横になりますが２枚ほどございますが、資料４は、今申し上

げました旧蒲原町の要望というのがございまして、それの具体的な内容をこちらの方で

ご説明をさせていただきます。 

  今回は基本構想策定の第一段階としまして、この複合施設の基本的な機能や用途など

について今回ご審議、ご意見をいただきまして、その方向性が固まった段階で、それを

踏まえました具体的な個々の機能や規模について、次回以降、ご審議をお願いしたいと

考えております。したがいまして、今回の資料、この資料４では、旧蒲原町の要望が左

側に記載してありますが、右側には、それに対する検討の方向のみを示させていただい

ております。 

  今後のスケジュールを考えますと、この建設事業を平成１９年度、来年度の当初予算

に反映させていくためには、本年１０月までに具体的な機能を踏まえました基本構想案

について意見集約を行っていただく必要があります。そういう意味で委員の皆様に今後、

集中的な審議をお願いすることになりますので、ご理解とご協力のほどをお願いいたし

ます。 

  また、この資料の右端側に各施設の担当課を記載してございます。この資料について
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説明をさせていただいた後、それについてご意見とかご質問等がございましたら、本日、

担当課の課長が出席しておりますので、こちらの方からもご説明をさせていただく予定

であります。 

  それでは、内容について、説明をさせていただきたいと思います。 

  まず最初に、資料の１ページ目左側の１番でございますが、一つは、公民館または生

涯学習センターということで、その右側になります集会室などとしまして、記載のとお

り２００人定員から２０人定員までの会議室と、パソコン室、工作室、調理実習室とい

いました専用の部屋の要望がございました。これらにつきまして右側にございますが、

会議、音楽、調理及びパソコン講習などに利用可能な部屋を設置する方向で考えており

ます。 

  その下には、団体活動スペースと印刷室ですが、下の２番のまちづくりセンターとし

ての要望がございまして、こちらのまちづくりセンターの機能につきましては、基本的

には、この１０月に新たに設置されました清水の市民活動センターでの対応ということ

になりますので、この要望に対しましては、これとは別に、公民館または生涯学習セン

ターの団体活動スペースの方で、各種団体やＮＰＯなどの市民活動団体が打ち合わせや

交流に利用できるスペースを公民館の中に設けるというような考え方に立っておりま

す。 

  それからもう一つ、多目的ホールと書いてありますが、現在の文化センターにかわり

まして、講演会や発表会のほか、可動式の座席とすることによりまして、大規模な会議

室等にも使えるホールを設けるというものでございまして、そのほかにも、こちらに記

載のリハーサル室の要望がございますので、それにつきましても先ほど集会室というこ

とでご説明いたしましたが、その中で対応することを考えております。 

  公民館、生涯学習センターの機能としましては要望と、その検討の方向として、以上

申し上げたとおりで考えております。 

  次に、２番のまちづくりセンターは、今申し上げたとおりですので、その下の３番、

４番、５番ですが、これにつきましては児童センター、子育て支援センター、ファミリ

ーサポートセンター、児童クラブという要望がございました。児童室につきましては先

ほど申しましたが、児童館が蒲原地区に二つというのは、ちょっと難しいということと、

５番にございますが児童クラブにつきましては、基本的には小学校内に設置するのが方

針となっておりますので、そういう対応をしていただくと。 
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  残りました子育て支援センターは、現在、梅花の方でやっております、そちらの方を

移設するという形で、交流サロンとか相談室等を設置することを考えております。 

  次に２ページになりますが、上の６番の防災センターにつきましては、蒲原支所には

合併後、清水区の災害対策本部の地区支部が置かれるため、その対策室として必要な設

備や機器を設置することを考えております。また、防災備蓄品倉庫につきましても先ほ

ど申し上げたとおり、実際の利用方法などを考慮しまして、これまで同様に別棟として

設置するという考え方でおります。 

  それから、最後の７番の支所等につきましては、現在の庁舎機能、四つ事務所がござ

いますが、これを前提とした要望でございまして、これに対しましては現状の機能を維

持するものとしまして、さまざまな市民サービスを提供するため必要な行政窓口を設置

するという方向で考えております。 

  一応、旧蒲原町の要望と、それに対する検討の方向についてご説明をさせていただき

ました。以上のことを取りまとめまして、総合的に作成したものが資料５の基本構想案

になります。そちらの方も引き続き説明をさせていただきます。 

  資料５が（仮称）蒲原地区市民センター基本構想（案）という形でお示しするもので

あります。 

  この基本構想につきましては、特に決まりもございませんので、いわゆる他都市の公

共施設の建設時の例を参考としまして、必要な事項を盛り込む形で今回作成いたしまし

た。その辺をご説明いたします。 

  まず、１ページ目ですが、そちらには目的と基本理念を掲載しております。 

  まず、１としまして基本構想策定の目的を記載しております。すなわち、こちらには、

地域住民の社会教育活動の拠点であります旧蒲原町文化センターは老朽化が進み、改修

の必要があることから静岡市蒲原町合併建設計画の中で、防災センター等を併設する複

合施設として整備することになりまして、これを親しみのある利便性の高い施設とする

ため、建設に当たっての基本理念や機能を示すというものが、この基本構想の策定の目

的であります。 

  下の２番の基本理念につきまして、最初、（１）から（５）まで記載してありますが、

（１）は、この複合施設の全体的な位置づけとして、（１）多くの市民が「集う」「学び

合う」「触れ合う」人づくりと交流の場とすること。これが基本的な位置づけになって

おります。 
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  それから、（２）以降が基本的な機能としまして、（２）が、自発的な学習活動を支援

し、市民主体のまちづくりを推進する生涯学習の場とすること。（３）が、子供たちの

健やかな成長を地域で育むための子育て支援の場とすること。（４）が、万が一の災害

発生時に被害を最小限に抑えるため、地域の防災活動拠点となる場とすること。（５）

が、地域の住民が利用しやすい行政窓口として支所などを置き、幅広い市民サービスの

提供の場とすること。この五つを基本理念というふうに考えております。 

  次に、２ページになりますが、こちらの方に機能について、各施設の役割と主な機能

を記載しております。 

  （１）の生涯学習を支援する機能は、公民館または生涯学習センターとして、さまざ

まな学習や文化活動、交流を支援し、蒲原地区における生涯学習の拠点と位置づけます

と、そういうことで①が集会室など、②が団体活動スペース、③が印刷室、④多目的ホ

ール、⑤事務スペースと置くような形となっております。 

  （２）の子育てを支援する機能は、役割は現在の児童室に替え、地域子育て支援セン

ターを設置し、子供と一緒に遊びながら情報交換や仲間づくりができる交流の場を提供

します。また、育児相談も行いますということで、地域子育て支援センターを置きます

ということです。 

  それから、（３）は防災活動拠点としての機能としまして、地震や風水害などの災害発

生時に、人命や財産を守るため、蒲原地区の防災活動拠点としての役割を担いますとい

うことで、蒲原地区の支部対策室、防災備蓄品倉庫を置くというものです。 

  （４）としましては、行政の窓口としての機能として、住宅密集地の中にあり老朽化

も目立つ蒲原支所を移転し、広い駐車場を備えた複合施設と一体化することで、行政サ

ービス機能の集中化が図られ、住民が利用しやすい行政窓口としての役割を担いますと

いうことで、①に蒲原支所、②に蒲原出張所、③に蒲原事務所、④に蒲原水道サービス

担当を置くというものであります。 

  それから、（５）は共用の機能としまして、こちらに記載のとおり、エントランスや階

段、エレベーター、廊下、機械室などを置くというものであります。そちらがそれぞれ

主な機能となっております。 

  続きまして、４の建設の場所ですが、現在の文化センターを取り壊しまして、その跡

地に建設する予定であります。 

  ５の施設の規模は、建築延べ床面積は、建設計画に明記されているとおり、文化セン
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ターの現状面積であります３，２００平米を基本といたします。構造は、鉄骨造りとし

まして、市の総合計画でも推進しておりますユニバーサルデザインを取り入れまして、

すべての利用者に優しい施設といたします。駐車場は、現在の駐車スペースを確保する

ようにします。 

  次に、４ページになりますが、６の工事期間中の措置としまして、期間中は公民館や

文化センターなどが使えなくなりますので、他の公共施設を活用していただくなど、で

きる限り活動に影響が出ないように努めていきます。 

  ７の建設のスケジュールは、現在、市の方で策定しております総合計画の第２期実施

計画の平成１９年度から２１年度までの３年間、第２期実施計画の計画期間内に完成さ

せることを目標といたします。 

  ８のその他としましては、この構想は、基本的な考え方や機能を示したものでありま

して、今後の実施の過程、つまり、設計や施工等の段階で、その内容に修正が生ずるこ

とを記載してございます。 

  ただいま一通り基本構想案の策定の経過、それから基本構想案そのものについて説明

をさせていただきました。説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

会 長   以上、説明が終わりましたけれども、忌憚のない意見、質問を出してもらい

たいと思います。初めて、こういう形が書面で出てきたと思いますので、具体的な質問

でも、いろいろ出してもらいたいと思います。 

稲葉委員   今、説明があったのですけれども、それに対してもうちょっと知りたいと

ころがあるのですが、最終的な面積が３，２００で出ているのですが、現在使っている

文化センター３，１７０平米、支所機能等が入る、その必要面積というのはどのくらい

なのか。と、言いますのは、この資料３の図を見ますと、蒲原支所は現況使用延べ床面

積が１，３５４平米とあるのですが、この１，３５４平米というのは、今のこの建物の

面積なのか。今、２階がほとんど空になっている、現在、合併後、支所として使ってい

る部分だけの面積なのか。もっと具体的に言えば、市民センターに支所機能として何平

米入ってくるのだろうというところの、その点についてお聞きしたいと思います。 

  それともう一つは、現在、事前に資料もいただきまして、いろいろ見ているのですけ

れども、この検討の経過の中で、１７年の７月から検討を始めてきて、昨年９月、膨大

な検討資料があるのではないかと思います。今提示されました資料だけで、本当にこれ

からの検討が審議委員としてできるのかなという、不安も感じています。例えば、現在
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の文化センターの配置図であるとか、そして、その利用状況だとか、また、個々の機能

に対してのいろいろなワーキングで検討した考え方とかあるかと思うのですが、その辺

の資料というのは提示していただけるのでしょうか。できれば提示して、これからの審

議の参考にさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

広域行政室長   今、ご質問のあった件ですが、確かに、説明でも申し上げましたとお

り、今回の市民センターの規模３，２００平米ということでご説明をさせていただきま

した。資料１でもご説明したとおり、建設計画の段階で３，２００という数字が出てお

ります。この３，２００というものが、この合併建設計画の全体をご覧いただければわ

かるのですが、こういう形で数値を明確に示しているものは、これだけだと思います。 

３，２００というのが、考え方としましては現在の文化センターの延べ床面積を基準

として設けたものという考え方が一般的ではあると思います。 

  先ほども、これに支所等を入れることによって、当然３，２００というものが収まら

ないのではないか、というような話もあるかと思うのですが、ご存じのとおり、建設計

画を策定したのは平成１６年度、合併協議会において策定をさせていただいて、こうい

う形で規定をさせてもらったわけであります。その時点で、ここにありますように、文

化センターの改築というのは当然、これははっきりしていますけれど、防災センター等

を併設するということで、具体的に防災センター等という「等」の部分が、まだこの合

併協議の段階では、出張所を設置することも決まっておりません。その出張所もどのく

らいの規模かということも決まっておりませんでした。そういう中で検討させていただ

いた経緯がございますので、そういう意味で不明な部分があります。そういうことも含

めまして、この建設計画においては延べ床面積３，２００と現状の面積を基準に、こう

いう形で規定をしたというふうに理解しております。そういう意味では、この３，２０

０というのが、ひとつの、一定の規模として考えたというように理解しております。 

  それで、今言いました旧蒲原町文化センター３，１７０平米ということで、資料３に

も書いてあります。それから、蒲原支所も現況使用延べ床面積で約１，３５４平米とい

う形で記載されておりますように、その下の図に書いてありますように、１階部分を四

つの事務所として使っておりますし、２階にも、こちらの会議室、隣にもありますし、

書庫とか食堂もございますので、そういうものを含めまして現況として、これだけあり

ますということをお示ししたものであります。 
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  ですから、単純に言いますと、この３，２００に支所機能が入るというような形にな

ります。今回は具体的に、それぞれの機能とか用途とかを説明させていただきましたの

で、それぞれがどのぐらいの規模になるのかというのは、この機能とか用途を決めてい

ただいた後、次回以降になりますけれど、そのあたりのところをご審議いただきたいと

考えておりますので、今回はまだ、機能を決めていただいたうえで、そこのところは、

また次回お示ししたいというふうに考えております。 

  それと検討の経過ですが、確かに昨年９月に、先ほど申し上げましたように、旧蒲原

町の方から一応要望として出てまいりまして、その後、先ほど申し上げたように、両市

町の間で担当課を含めまして検討をさせていただきまして、旧蒲原町の要望も当初、９

月に出された要望が３回ほど改定されております。今回、資料４で出させてもらったも

のは３回目に出されたものを一応ベースに。ですから、最初に出されたものとは変わっ

ております。その間になくなったものもございますし、修正されたものもございます。 

  そういう意味で、最終的に旧蒲原町としての要望というものが資料４の左側に記載さ

れているものでありまして、その検討、細かい部分につきましては資料３でも申し上げ

ましたように、これでは十分理解できないという部分もございますので、資料的にはこ

の要望に対する考え方を述べたものはありますが、最終的に何回か打合せ会議を行いま

して、集約した結果をこちらの方に書かせていただいておりますので、その検討の経過

と細かい部分は、ちょっと難しいかなと思います。 

  以上であります。 

稲葉委員   後段の今までの検討結果のことですが、前からの検討結果をすべてという

ことではなくて、ことしの３月の段階ですか。最終、第３番目か４番目くらいの案で、

まとまったような資料、実は今は持っていないのですが、社会教育委員という立場でち

らっと見せてもらったことがあるものですから、それを見たときには、それぞれの考え

方について、こういう利用状況の中で、こういう広さがいいとか、こういうことをした

いのだとか、非常に現状だとか、背景だとか、考え方だとかというものを丁寧に書き込

んだ、その構想というか個々にあったような記憶がしているものですから、それがいい

か悪いかは別として、そういうたたき台があると、非常に幅広く丁寧な審議というか検

討ができるのではないのか。それもかつ効率的にできるのではないかと感じたものです

から、できれば可能な範囲での一番新しい、簡単でも結構ですので見せていただけたら、

それを共有化して非常にいい検討ができるのではないかと思ったのですけれども。資料
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４のこれだけでは･･･非常に･･･。 

広域行政室長   今のご質問につきまして、確かにここの部分を、今、委員さんがおっ

しゃいましたように、各施設ごとに検討した経過はそれぞれありまして、それをこと細

かに残したものは、手元にございません。それを集約して、お示ししておりますので。 

ただ、今おっしゃられたような形で、検討経過があるものについては、こちらの方で

調べまして、用意はさせていただきます。 

石野委員   基本計画の案について、先ほどご説明がありましたように、確かに昭和４

５年から蒲原文化センターは生涯学習の拠点として大変機能を果たしてきました。私も

ちょっと勤めたことがあるもので、よくわかりますけれども。そして、こういう「もの」

をつくるときには理念が大事ですけど、理念の（１）、先ほど説明に、基本的なものと

して位置づけるというお話でしたけど、「多くの市民が集う、学び合う、触れ合う、人

づくりと交流の場とする」と、これだけだと何か手段のようにとれるのですけど、その

後に、目的、基本理念ですから、どういう市民を育てるのかという、そういうものが書

かれていないと、何か理念にならないような、ただ手段に終わってしまうような、その

箱物を利用する、ね。 

  私は、こう考えました。「市民が集い、学び合い」、静岡市の基本構想にも書いてあり

ますけど、「つながり合い、人づくりと交流の場とし、自発的、自主的市民活動を支援

することにより、市民の手により、あるいは行政と協働して、蒲原地区の構築を目指す」

と、こういうところまで入れないと、何のためにつくるのかと。ただ古くなったから改

築するのではなくて、これから５年後、１０年後、将来の蒲原市民を育てる、拠点とし

て位置づけるということが非常に大事ではないかなと思います。それによって内容がい

ろいろ考えられると思うわけです。 

  そして、基本構想案３の施設の機能のですけど、（１）生涯学習を支援する機能として

①から⑤まで書かれていますけれども、その②のところに、「団体スペース（ＮＰＯな

どの市民活動団体）が打ち合わせや交流のため、気軽に印刷できるオープンスペースを

設置する」というところは、これは生涯学習ではなくて、私は「市民活動を支援する機

能」ということをここに入れた方がいいと思うのです。 

  これからの蒲原のまちづくりをしていく人たちを育てる、例えば、蒲原には昭和５５

年ごろからボランティア活動団体ができてきました。平成に入ってどんどんその数は増

えて、現在は、そのボランティア団体だけで５０以上になっています。そして、ＮＰＯ
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法人は、ことしの４月になって、この小さな蒲原にＮＰＯ法人が１１団体あります。そ

ういう人たちは自発的に自分たちで、この蒲原の将来を、地域をどうしたらいいかとい

うことで理念を考えて取り組んでいるわけですね。自前で。行政とうまく連携しながら

やっているわけです。これからはそういう時代だと思うわけです。ただ、生涯学習だけ、

自分だけ趣味でやっている時代ではないのです。自分で学んだことを地域へどんどん返

して、これからの将来の子供を育てていくと、そういう市民にならなければいけないの

です。そういう場所にするために、新しくつくる文化センターを私はつくってもらいた

いと思うわけです。そういう理念をきちんと位置づけることが非常に大事ではないかと

思います。どういうものを入れるとか、どういう面積にするとかということは、その後

です。私はそういう考えです。 

  以上です。 

会 長   ありがとうございました。 

  また、どなたか質問あれば。はい、どうぞ。 

戸塚（正）委員   最初に一点聞きたいのですけれど、１７年７月からワーキンググル

ープ、蒲原町の役場内で立ち上げた中で、民間人というか住民が入っていないようです

が、これは役場の中堅職員が事務担当者で設置と、説明がありましたけれども、何名で

構成されていましたか。できましたら、課別で教えてもらいたいのですけれど。後の質

問で関係しますから。 

  もう一点ですけど、今後、このワーキンググループというか、そういう中で進めてい

くと思うのですけれど、この地域審議会とは別に、一般住民代表を加えた検討委員会と

いうか、ワーキンググループをしていく計画はあるかどうか、その辺もお聞きします。 

広域行政室長   ただいまのご質問でありますが、先ほどお示ししました基本構想案は

旧蒲原町のワーキンググループ、また資料を示せると思いますが、そちらの方で作成さ

れたものを静岡市と旧蒲原町で一応検討しまして、今お示ししたような内容で、今進め

ているところであります。 

  一応、旧蒲原町のワーキンググループは、合併に伴いなくなりましたし、それを受け

まして、合併後、静岡市において担当者の会議とか、関係課長会議を経まして、現段階

でこういう形になっております。今後、市民の方を含めた検討をしていくのかというこ

とですが、この基本構想を今、地域審議会でご意見をいただいて、来年度以降、それを

実施に向けてという形で考えておりますので、今ご審議いただく基本構想をまた市民の
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方の意見を聞くということは考えておりません。 

原支所長   ワーキンググループの名簿が届きましたのでご説明いたします。 

  役場の中堅職員で当時構成しておりまして、委員としては１８人、それに事務局、総

務課でございますけれども３人が入りまして合計２１名と、こういう内訳でございます。

当時、総務課で若手が２人、まちづくり課で２人、建設課で１人、健康福祉課で３人、

住民生活課で２人、水道課で１人、税務課で１人、出納室で１人、生涯学習課で５人と、

こういう内容でございます。 

吉田委員   資料３についてお伺いします。 

  私の記憶違いでなければ、旧の蒲原文化センターには老人室というのがあったと思う

のですけれども、これからの時代、尐子高齢化の時代、特に高齢者が多くなる時代に、

子育て支援の機能も本当に大切でありますけれども、高齢者と老人に対する機能という

のは兼ね備えないのでしょうか。質問です。 

石野委員   関連して。私も、その老人室がこの中に書いてないものだから、どうなる

のかなと非常に心配。これからは老人は老人、子供は子供で育てる時代ではないです。

分けて育てるのではなくて一緒になって、老人は子供のエネルギーをもらう、子供は老

人の知恵をもらうとか考え方をもらう、一緒に、さっき触れ合うとかとありましたけど、

そういう場所をぜひつくってもらいたい。そういうコーナーを新しい文化センターの中

に入れてほしいと思います。 

  以上です。 

広域行政室長   ただいまのご質問ですが、確かに現在の文化センターには、１階に老

人室というのがございます。和室だと思うのですが、ございます。こちらの資料３とか

資料４に特に、そちらの方をお示ししなかったのは、具体的に機能としての和室という

考え方で、多分、その要望としてまとめられたのかなと思います。つまり、多目的に使

えるという、当然老人の方も使われるということで、そういうことで資料４の集会室の

会議室の中に２０人定員の和室が２部屋という要望が旧蒲原町から出ております。老人

室という名称は確かにないですけれど、そういうものとしての機能を考えていると理解

しておりまして、確かに老人室というものがあって、それがこの中では特に明記されて

いないということは、こちらに記載のとおりであります。 

中島委員   今、老人室等が出ましたけれども、公民館は政治団体の会議ができないわ

けですよね。それで以前、文化センターの老人室を利用して、政治団体の会議等をやら
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せていただいているのですが、これを見ますと、やっぱり老人室等があれば、そういう

関係も入れるのではないかと感じておりますけれども、どのように考えていますか。政

治団体の会議室、以前は文化センターの老人室で利用していたわけです。そこらあたり

はどこで。 

須藤委員   関連でいいですか。その「旧蒲原町要望」というのが、旧蒲原町から出し

た要望を静岡市の人たちと二、三回話し合った中で、こういう内容が出てきたというこ

とだと思うのですけれども、この要望の内容をある程度説明してもらわないと。今、例

えば２０人定員の和室が２部屋になっていますが、今の文化センターは１部屋しかない

とか。いろいろ調べてみたのですけど、１５０人定員の部屋なんてないとか。会議室と

かないとか、５０人定員の会議室はないとか。では、なぜこういう会議室をつくるよう

になったのか。あるいは、多目的ホールが今、固定式が４１８人座れて、補助椅子３２

人入れると４５０人になっているわけです。それが２５０人から３００人で座席を可動

式にするという、その最終的な要望案にまとまったということだけど、では、なぜこう

いう人数にまとまったのか。あるいは、座席を可動式にしなければいけないのか。それ

ぞれの内容がわからないと、その人たちの考え方、この後、ワーキンググループでやら

ないと言っているから、ある程度これが基本的になって設計されたり、あるいは、予算

がつけられたりすると思うのです。だから、そういう考えがわからないと、私たちとし

ては前に進めないのではないかなという気がするのですけれども。この内容をある程度

詳しく説明できないのでしょうか。 

  多目的ホール、２５０人から３００人という、どういう考えで、こういう数字が、蒲

原町の要望と静岡市の人たちとの話し合いの中でまとまったのか、そういうものが出て

こないと、なかなか私たちが今後、これでいいよとか、あるいは、いや、これではだめ

だと、もっとこうしなければいけないのではないかという要望・意見が出せないと思う

のですけど。そういうものは説明ができないのでしょうか。 

寺門委員   今のに関連するのですが、「旧蒲原町の要望」が項目的に載っているわけで

すが、これは要するに、３，２００平米の面積の中へ入れるという前提の中で、これを

つくったと思うのです。だから、先ほどの三宅さんのお話でいくと、合併協議会の中で

３，２００という数字が出ているというのが事実だよと。確かにそうですよね、載って

いるわけですから。しかし、ここで審議をしていく中で、３，１７０平米の文化センタ

ーと、さっき稲葉さんが言った庁舎の１，３５４を足すと４，５００近くになるわけで
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すよね。そういう中で、審議会でもっともっと揉んでいく中で、３，２００ありきでは

ないよと。 

  目的がしっかりした、利用価値があるという目的を持っているならば、もっと増やす

ことも可能だよ、ということができるのかどうなのか。その辺も今の関連でお願いした

いと思います。 

広域行政室長   先ほどの「旧蒲原町の要望」について、これについての真意といいま

すか詳細といいますか、そこら辺の経緯までは、ワーキンググループで検討された結果

を受けておりますので、ちょっとわかりかねる部分がございます。ですから、そこのと

ころはまた、今説明ができないということでありますので、また内部で検討をさせてい

ただきます。 

  それと、資料３で言いますと、確かにこれを足すと、３，２００と１，３００で４，

０００何ぼという形になります。これは、あくまでも蒲原支所の方は現況、今使ってい

るものの数字を示させていただいたものですから、これが実際に先ほど支所等の機能は

維持し、という話をさせていただきましたので、この機能は、基本的にはこの市民セン

ターの方に持ってくる考え方に立っておりますが、具体的に、ほかの会議室とか食堂と

か、そういう機能、個別の話は、また次回あたりの話になると思うのですが、そういう

ものについては、またほかの施設との均衡とか考えておりますので、必ずしも、この１，

３５４がそのままというわけではございません。それがどのぐらいになるかというのは、

この機能とか用途についてご了承いただければ、それに沿った形で、内容についてお話

ししていきたいものですから。 

  それで、最終的に３，２００になるかどうかという話ですが、それもちょっと今の段

階では何とも申し上げられません。一つの目安というふうに考えておりますので。 

会 長   それと、今のその多目的ホールの定員問題についての考え方とかは。 

広域行政室長   それは、まだちょっと･･･。 

辻委員   関連かどうかわかりませんけれども、審議委員の人たちは私も含めて、文化

センターに対して夢がいっぱいあると思うのですね。そのことをここで話し合うという

つもりで来ているのですけれども、その夢というのも現実的なことを言えば、予算とい

うものも限られているのではないかと思うのですね。ですので、私たちは、どの辺まで

夢を語っていいのかというのが、すごくわからない部分ですね。 

  もし、予算を考えないで私たちの要望を聞いていただけるのでしたらば、私は駐車場
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の問題も今は地下の駐車場とか、今現在でも駐車場が狭いですよね。また、コンクリー

トということで景観もよくないですし、あの辺を、グリーンをたくさん持ってきて、駐

車場はまた地下へ入れるとか、そういう夢の部分まで語っていいものやらどうやら、当

局の方の３，０００何ぼというのよりも、もう尐し出てもいいんだよみたいな今ニュア

ンスですけれども、それが７階になるのか８階になるのか建物の高さとか。面積を広げ

るとなると、上に広げるのかなという感じにはなるのですけれども、そんな点を考えて

います。 

寺門委員   ちょっとイメージがわかないのだけど、こっちに文化センターありますよ

ね。そして、こっち側に事務所から何から全部あって、大ホールがこっちにあって、そ

の裏に、さっき言った老人センターから児童クラブからあるわけで、そこに中庭ありま

すよね。そうすると、あれが全部なくなってしまうのですか。そこへぽっと建つのです

か、構想的には。どうでしょう。イメージわかないですね。 

広域行政室長   先ほど申し上げましたように、建設の場所は今の文化センター、確か

に、つくるとしまして、中庭があったり、児童室とか老人室という形でありますが、そ

このところを壊しまして、その跡地にどういう形でというのもこれからになります。あ

くまでも、あそこのところを基本として、そこに建設予定です。 

  今回、文化センターの改築という形で検討させていただいております。 

  先ほど、駐車場の話もいただきましたが、基本的には、この文化センターを壊して、

そこのところに、先ほど、案として機能を示させてもらったものを入れていくという考

え方で進めております。 

会 長   ちょうど３時になりますので、５分ほど休憩をとりたいと思いますが、よろ

しいですか。３時５分から再開します。 

（休憩） 

会 長   では、委員会を再開させていただきます。 

  ざっくばらんに、まだ意見ある方は。要望その他。 

片瀬委員   先ほど寺門委員から、まだイメージわかないよという話が出ました。私も

ずっと疑問でいたのですけれども、蒲原町文化センターの敷地は、旧小学校であったた

めに大変地なりはいいと思います。ところが、南側にはＪＲが走っている。東側には水

路というか川があると。そういう地形の中で、どのようなレイアウトをするのかという

のが、気にはなっているところなんです。 
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  それで、あそこには体育館もありプールもあって、全面的な形のレイアウトを考えて

いくのか、あるいは、耐震的にもつから、もう尐し置いておくとか、そういう部分も多

尐聞かないと、ＪＲから多尐離したいよねとか、いろんなことがあると思うのですよね。

そういう部分のものがあったら、お聞きしたいと思って。耐震的には問題があるか、な

いかということも含めて。 

石野委員   関連して。体育館、あそこの体育館は昭和５６年、２５年ぐらいたってい

ますか。プールは昭和４５年だから３６年ぐらい、経っています。皆、いずれにしても

老朽化しています。私は、あそこの体育館、プール、文化センター、駐車場、全部を含

めた構想で建築をしているのかなと思うのです。そうしてもらいたいです。そうしない

と、さっきから出ている３，２００平米だとかというものが、全体の広場の中で考えて

いけば何か解消できるような。今の文化センターの敷地だけで考えるから非常に、いろ

いろな無理が出てくる。そうすると将来に禍根を残すのではないかなと思います。そう

いうところをどのようにお考えでしょうか。これからの体育館、プールのことを含めて

お聞きしたいと思います。 

広域行政室長   先ほどの隣接する体育館、プールの考え方と今のご質問ですが、先ほ

ども申し上げましたけれど、今回、この建設計画に基づきまして文化センターの改築と

いうことで検討を進めておりまして、確か、体育館、プール、老朽化してということで

は伺っております。ただ、それについて耐震ということを今後検討していくと、それは

それで。今回の文化センターの改築とあわせて一体的に整備するという考え方ではあり

ません。あくまでも文化センターの改築という形で進めていくというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

片瀬委員   それは、例えば予算的な部分なのか、まだ企画的に、そういうものがつく

られていないという部分で言っているのか、どちらなのでしょうか。 

広域行政室長   今の話は、この建設計画についての検討をしていただいておりまして、

この次の順番としては、これが総合計画に盛り込まれていくという形で考えております。

この建設計画はあくまでも、文化センターの改築ということで、そこに複合施設として

建て替えるという考え方に立って検討をしておりますので、隣の体育館、プールについ

て、それを含めてという議論は今まで出ておりません。旧蒲原町の方で、そういう要望

が当初あったことは事実であります。そういうお考えがあるということは聞いておりま
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す。ただ、その後の検討の中で、それはまだ、別途検討するということでお話をして、

調整を図ってきたというような経緯がございます。 

片瀬委員   それを例えば、今これを建てるについて、いろいろな、先ほどもありまし

たけれども夢があると。蒲原の地域をこうしたいという部分の中で、この審議会の中で、

やっぱり一緒にやってもらおうよというような話になったときには、可能なのかどうな

のか。その辺はどうなのですか。 

広域行政室長   それについては難しいのではないかと考えております。つまり、建設

計画は合併協議会において、県等の協議をした上で、いわゆる県・国に出した法定の計

画でありまして、それを見ますと、現文化センターの改築という形であります。それが

体育館とかプールとか、そこら辺までを含めた一体的な整備というふうには、どうして

も読み取れませんので、そこのところは、もしそういう形で持っていくのであれば、建

設計画の変更という形になります。となりますと、議会の議決とかが必要になりますの

で、ちょっとそこのところは難しいのではないかというふうに考えております。 

片瀬委員   わかりました。今度、市民センターをつくるについて、次はそういうもの

があるということを前提とした建物、構想にしてほしいということを要望としてあげて

おきます。以上です。 

三好委員   資料５の３番、「施設の機能の（３）防災活動点としての機能」、こちらの

３行目、「災害対策室として通信機器を常備」とございますけれども、災害対策室長は

だれがやるのか。それから、通信機器とありますが、それをわかりやすく教えていただ

けますか。 

防災指導課長   私の方から、そのことについてお答えします。 

  実際の災害対策室は、清水区の蒲原地区支部がここへ置かれることになります。現在

のところは災害対策の室長といいますか支部長になりますが、それは原さんです。それ

で、実際に３０名程度の地区支部員がおりますので、ただ、学校とか、そういうところ

へ避難場所がありますので、そこへ行く方もいますので、ここでは１６名程度の地区支

部会議を行うような、それは蒲原として地区として、どういった状況にあるとか状況の

把握だとか、それを清水区の本部へ行くような形。 

  それには通信機器、今あるもの、行政無線とかアマチュア無線、それと主として区本

部へ行く通信機器になりますが、あと、通信の衛星携帯電話、それぞれが今の現状では

入っています。今は放送室がございますが、これは旧蒲原町時代の放送室、それは同報
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無線ということで流したわけですが、今、清水区、あるいは市の方で防災指導課という

のがありますが、そこで一斉に情報が出ていきますので、放送室を今回は整備をしない

ような形になっております。ですから、今ついているものはほとんどつけるような形に

なっています。そういう状況です。 

  以上です。 

望月委員   前回、市長さんが来たとき、１８年から２７年から１０年間で３５０億ぐ

らいの金は使うよ、と約束したわけですね。ですが、この文化センター、仮称ですが市

民センターを、もしつくるとしても、そこへ集中して、ほかのものができなくても仕方

ない話だし、どこまでが最大公約数でいいかというのを審議会で決めていくということ

が大事で、３，２００、これというのも今ある中でやると、これぐらいになるよという

こと。では、そのとき、もとの役場がここへ入ってくるとか、防災室が入ってくるとか

というものを加味して入れてあったかどうかと。そうなると４，０００平米ぐらいにな

ってしまうと。平米２００万ぐらいかかってくると、６２億ぐらいの金がかかるよと。

それもちょっと豪華過ぎてしまうなと私は直観的に思うですが、どれぐらいのものを、

枠を、金と大きさを決めていかないで、個々の話をしたって最大公約数は出てこないわ

けですね。 

  だから、先ほど副会長さんが言っているように、どれぐらいの人を入れる、例えば座

席数ですね。そういうものから入っていかないと幾らやったって、全部をつぶしてやれ

ば一番いいのだけど、そんなことしたらとてもできない。それは理想、そうやっていき

たいですが。耐震性だって、もう４５年使ったというものが、もつはずがないわけです

よ。そういうものからやっていくと、だんだん積み上げていかざるを得ない。だけど、

前回も私が言ったように、当局側で、こういう案がいいのではないか、または、ほかの

市町村の、こういうものがある、こういうのが理想的だよという形のものを提示してい

ただければありがたいですね。 

  例えば、佐久間町なんて席が５４０もあるわけですよ。そして、舞台だけでも、今の

蒲原のホールと同じぐらいになってしまうわけ。そんなものをどうしてつくったのかと、

今、浜松市に大分おしかりを受けているというけど、そんなものまでつくることはない

が、せっかくつくる以上はいいものをつくると。つくる中で、どこまでが限界かという

のを、無制限にやっていったって、しようがない話だと思うのです。 

  以上でございます。 
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戸塚（善）委員   この問題は尐なくとも１０月までに結論出さなくてはならないです 

ね。そうしますと、この時間内で、あと９月、１０月とやっても議論が出ないと思いま

す。ですから、先ほどの懇談会のような形の時間を設けて、皆さんに忌憚のない意見

を出してもらって、その中から、ある程度方向性を見出すのも一つの方法だと思うの

ですが。今の状態だと、ちょっとイメージがわかないです。今の文化センターの中へ

これだけのものを入れて、こうするのか、ああするのかということで議論しても、ち

ょっとわからないような感じがするものですから、それぞれ金銭的な面もありますけ

ど。こうしてもらいたい、ああしてもらいたいということが、お互いに出てくるので

はないかと思いますから早急に時間調整をしてもらいたいと思いますけど、どうでし

ょうか。 

内藤委員   資料４の「旧蒲原町要望」というのは多分、これは蒲原町のワーキンググ

ループ会議で出された蒲原町の方の要望だと思うのですけど、資料２の方の「平成１８

年の５月から蒲原支所を含めた市役所内部における関係課長会議を３回開き、基本構想

（案）を策定」というので、この資料５の「基本構想（案）」をいただいたと思うので

すけれども、この「基本構想（案）」は、理念とかそういう感じで、すごく大きいこと

しか書いていないのですけれども、この「基本構想（案）」の中で、蒲原町のワーキン

ググループで出したような、細かい数字とか、そういうふうなことが出なかったでしょ

うか。 

戸塚（善）委員   役場内のワーキンググループですね。それがどういうふうな活動を

して、どういうふうな結果を出したかということも、我々知りたいと思うのですよ。そ

れが基準になって物事が進んでいくような感じがするものですから。だから、どうして

も勉強会のような形を早急にとった方がいいような感じがするのですけれど。 

原支所長   ８月から私、総務課長だったのですけれども、７月から出発したワーキン

ググループについては途中から参入しました。それで、このいきさつ的には、５月の段

階から静岡市との本格的な合併のすり合わせが始まりまして、その段階で特に、合併を

象徴するという考え方の中に文化センターの建て替えというのがございました。この文

化センターの建て替えにつきましては、蒲原町においても必ず、これは静岡市になって

もやっていただける内容だという形で、これが第一義の形で進んでまいってきたわけで

ございます。 

  ただ、そういう形の中においても、先ほど戸塚委員の方にご説明しましたけれども、
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複数課にまたがった、それぞれの部署で若手の、これから夢を考え、そして、住民と直

接接触して、いろいろな意見を聞き、職員からいろいろな意見のものを出してもらおう

と、こういうことでワーキンググループの席上いろいろな意見を出していただきました。 

  その内容というのは、イメージとしては、これ誤解のないように申し上げますけれど

も、いろいろなイメージを出してくれという形の中で、全体構想的なものが実はイメー

ジとしてありました。ですから、プールとか体育館とか、今は市営住宅になっておりま

すが、あの部分とか、当時、消防署がなくなりまして今駐車場になっておりますが、あ

の部分の活用をどうするとか、西側の、人の土地のことを言うと失礼ですけれども、漁

協さんの土地を含めた一体的なものはどうかとか、いろいろな話がございました。 

  しかしながら、静岡市へ移る段階で、では、とにかく絞り込んでほしいという話にな

ったら何になるかというと、やっぱり文化センターの建て替えでございます。したがっ

て、文化センターの建て替えというものを基本に、その話をかなり整理してきたという

のが事実でございます。 

  これから印刷してお示ししますけれども、これは誤解のないように、くどく申し上げ

ますけれども、全体のイメージにとらわれないような最初のイメージという形でござい

ますので、それを文化センターの建て替えという考え方の一つに、ある程度情報を収斂

してきたという状況があるという点は、どうぞご理解いただきたいと思います。 

  印刷は、すぐいたしますので、皆様のお感じで結構でございますが見てください。た

だ、職員等を通じて、職員がとにかく静岡市とのすり合わせの段階で、静岡市につない

でいくという作業をやらなければいけないと、こういう形でやってきたと、こういうこ

とでございます。 

戸塚（善）委員   先ほど、文化センターの建て替えだということですけれど、全体的

に新規ということは考えられないのですか。ただ文化センターを建て替えるだけが、そ

の基本構想の中に入ってくるだけですか。あそこの近辺を全体的に整備し直して、それ

で、どうするか、こうするかという話ではないのですか。そこのところをはっきり。 

広域行政室長   資料１の「建設計画の抜粋」にございますように、ここに書いてある

とおりでございまして、文化センターの改築という事業名で、「老朽化した蒲原町文化

センターの改築にあわせて、防災センター等を併設する複合施設として整備」なもので

すから、ほかの公共施設を含めて一体的に整備というものではございませんので、ここ

のところは、そういうふうにしか読み取れないというふうに考えております。 
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戸塚（善）委員   そうしますと、もう限られたスペースの中へ無理無体に入れてしま

うということになるのですよね。これ、３，２００ですか、その中へ。こっちの機能か

ら何からそっくり入れてしまうということになると、いや、これが４，０００平米にな

ると多尐増えているから、ああ入るかなあということになると、今までに比べますと、

市民が活動する、利用する空間が減ってくることになりますね。そうではないですか。

支所が入った場合は。 

広域行政室長   先ほどから、その３，２００の中でというところで、いろんなご質問

をいただいております。先ほど申し上げたように、この合併協議会でこの建設計画を策

定する際に、現有の３，２００という数字が明記されていると。そのときにも基本的に

は、今もそうなのですけれど公民館、そのときは福祉センターという、ホールだと思う

のですが、あと児童室とか老人室とかという機能があったことは存じております。それ

をトータルして３，１７０という形になっておりまして、そのときにも防災センター以

外の部分でも、案としましては出張所が、設置するかはまだわからない状況ではありま

したけれども出張所とか、あと、今回出ておりますまちづくりセンターとかというお話

はありまして、ただ、そこのところも例えば出張所でありますと、政令市に移行する直

前のやはり合併協議ではありましたが、例えば今動いております長田支所ですと、あそ

こですと結局２００平米程度です。 

  ただ、現実、先ほどから申し上げているとおり、蒲原町との合併によりまして支所機

能は１，３５４、これ、全部ではありませんけれど、そういう形でそこからもう差が出

ているというような現状があります。ただ、その時点では、例えば出張所でしたら、そ

の２００平米を基準に考えるとかという議論もありましたので、そこら辺も含めて、ま

た、もう一つは旧蒲原町の中央公民館というものが静岡市の清水区の地区公民館という

位置づけになりますので、そこのところでやはり多尐相殺される部分があるのではない

かというところで、最終的には３，２００というような理解でおります。 

  だから、そこのところが今言いましたように、支所の機能自体がその当時想定したも

のよりも大きいということも事実でありますので、そこのところをまた議論もしていか

なければならないかなと思います。 

戸塚（善）委員   大きくなる、多尐の、３，２００が４，０００ぐらいになってもい

いよという可能性は持てるのですか。いや、そこのところを結局しっかりしてもらわな

いと。ただ、清水区の蒲原支部みたいな形になってくると、だんだん規模を縮小される
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ですよね、興津みたいに、いろいろと。それが目に見えているじゃないですか、今ここ

で。これだと旧町民サイドでは納得いかなくなるですよ。ですから、もう一遍ご破算で

文化センター建て替えだけでなしに、あそこのところ全体像で物事を考えてもらうよう

な何か方法をとりたいと思いますけど、会長、どうですか。 

会 長   私の一存では。 

鈴木委員   今、戸塚さんのご意見にもあったとおりですけど、実質的に今の文化セン

ターの延べ床面積を新しい建物が下回るということは、恐らく我々の立場で認められる

ことではないですね。支所機能というのは後から追加されたものであれば、それは尐な

くとも別途プラスアルファで用意していただく必要はある、というのは私個人の意見な

のです。 

  それと、皆さんもおっしゃっているとおり、一部ここを整備しておいて、また後でこ

っちをというのは、長い目で見ればお金もかかることですし、後でいろいろな不都合も

出てくることでしょうから、市町村建設計画とはいえ、変えられないものではないわけ

ですから、その辺も含めて考えたいというのは、私の気持ちです。先ほど片瀬委員もそ

ういうお気持ちでご発言されたと思うのですけれども。 

  お聞きしたいのが、現状では、この施設に関して拘束力のある決定事項というのはほ

とんどないという理解でいいと思うのですね。さっきからのご説明を聞いていますと。 

その中で１０月までに来年の予算措置をいただくために必ず決めなくてはいけない

事項を明示していただいて、来年、前に進むために最低限必要なことを絞り込んでやる

必要があるかと思うのですよ。仔細にわたってやると、それこそ時間がないでしょうし、

と思います。 

  それで、具体的に１０月までに何を決めなくてはならないのか。このつくっていただ

いた基本構想を承認すればいいのか、そのレベルでいいのか、それともレイアウトを含

めたところまで、ある程度は考えて予算に反映させていただかなくてはならないのか、

その辺をお聞きしたいと思います。 

広域行政室長   今のご質問ですが、最後にお話がありました、地域審議会として１０

月までにまとめていただきたいものは、資料５にございますような基本構想案、これも

先ほど説明の中でも申し上げたとおり、内容的には、そんな具体的なものは示しており

ません。これは他市の例も四つ五つ見まして、やはりいろんなつくり方がございます。 

ただ、事細かに、基本構想ですので示したものはございません。やはりこういうよう
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な形でまとめているものがございます。 

  基本的には、ここで細かい部分は決めておりませんが、やはり実際に来年度、いわゆ

る次の段階で当然、設計という段階になりますので、そうなりますとこの基本構想に書

かれているような内容だけですと、どうしても予算要求が難しい部分がありますので、

具体的なイメージを持って、イメージといいますか、持ったものをちょっと踏まえた形

で、この基本構想案として了承していただくというような考えでおりますので、今言い

ました具体的なものにつきましては今回ではなくて、次回以降にお示しさせていただき

たいと考えております。 

  それを見ていただいて、今言いました３，２００とかという話とか、そこら辺を見て

いただかないと、今お分けしたのは多分、旧蒲原町の要望だと思うのですが、それをま

た見ていただきながら、それを踏まえて今、一応基本的な機能についてお話をさせても

らっております。具体的な機能、つまり部屋数とか、その大きさとかいう部分も今回は

お示ししてありませんが、そこのところもこの基本構想に沿った形でご了解いただけれ

ば、またお示しして、それについてまたご意見いただくというようなことを考えており

ます。ですから、基本的に、この基本構想案を審議会として一応了承していただくとい

う形を１０月までにお願いしたいと。 

  この基本構想案そのものには盛り込みませんけれど、その基本的な機能、具体的機能

については、こういう形ですよということを一応踏まえて、この基本構想案を了承して

いただくというようなことを考えております。以上です。 

会  長   今の、この資料５の基本構想案と、それから、そうなると附属して、この

資料４に、これに近いものまでも検討しようということですか。 

広域行政室長   今お渡しした資料４は、今回は、その検討の方向ということでお示し

させていただいたものですから、まだ具体的なものがございません。それをもう尐し具

体化したもので見ていただくと、そうしますとある程度、イメージがある程度とらえら

れるのではないかなと思います。ですから資料４というわけではございません。また別

途資料を考えます。 

鷲巣委員   質問ですけれども、前に聞いたのですけど、警察署の横からの道路があり

ますね。あそこから浜の堤防まで道路が通るのでしょうか。図書館の西側を、背中を通

って、堤防まで一括して行けるということを聞いたのですが、そういった道路はだめな

のですか。ないのですか。何か聞いたのですけど。 
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原支所長   旧蒲原時代についての考え方については、ここで情報提供という形はでき

るのですけれども、新しい、例えば道路政策とか、そういうプランについては、今後の

静岡市としての道路整備の例えば順番とか事業の決定とか、そういうようなものになり

ます。確かに、都市計画道路としては「蛭沢通線」という呼び名のものがございます。 

それはＪＲをまたいで、バイパスへと直結するというようなプランでございました。 

ただし、旧蒲原時代については、その資金手当的なものについては、大きなゼネコン

に依頼をして、例えば、山間地開発に出た砂利の搬送というようなものとかの事業等で

すね。そういう組み合わせにおいて可能になるのかなということは、前に話し合われた

ことはございます。しかし、現時点においては、そういうものとは別に、都市計画道路

としての事業の一つの考え方というものは確かにございます。今はそういうことしか言

えませんし、私がこの立場で口幅ったいことは、それ以上は言えないものですからご理

解いただきたいと思います。 

稲葉委員   資料１の大前提になる合併建設計画に基づいて、今検討していることは文

化センターの改築、建て替えという、あくまでもそこだという話があったのですが、こ

れはこれとして、先ほど出ましたプールとか体育館について、今議論した合併建設計画

ということから離した、現在の蒲原のあそこにあるプールとか体育館というのは、管轄

しているのは多分スポーツ振興課だと思うのですが、そちらのところで市民センターの

建て替えとは全然別個の見方で、そろそろやらなければいけないなと思っておられるの

か。そういう現状の動きはわかるのでしょうか。もしそれが、今、議論を我々がしてい

ることとは全然別個のところで、何かの構想があるのであるならば、それが結果として

二、三年か、そのくらいの違いで何かが動こうとしているのであるならば、また見方も

違うのではないかなと感ずるのですが。 

広域行政室長   ただいまのご質問ですが、隣接する体育館、プールにつきましては、

建設計画には、ここには登載されていない事業という位置づけになります。ただ、耐震

とか、老朽化という部分がございますので、それは所管がスポーツ振興課になりますの

で、そちらの方で検討をしていきますので、それが具体的に今後の総合計画とかに位置

づけた形でまた検討していかなければならないと思います。建設計画とは別ですね。と

いう形になりますので、そういう計画があるかどうか、今この場ではお答えできないも

のですから言いませんが、そういう形での対応になるかと思います。 

戸塚（善）委員   この「（仮称）蒲原地区市民センター基本構想」、これ、案ですね。
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私は、４番の「建設場所、旧蒲原文化センターを取り壊し、その跡地に建設する予定」、

これを削除か変更しない限りは、もう最初からこの案は反対します。だから、大きく、

あの地域を全体的に見直してやるというふうな一項を加えてもらえるかどうか。この案

で決まったら、もう文化センターだけでいってしまいますよ、潰して。あと２カ月しか、

ない。２回しかないですよ。１０月には、「案」を削ってもらいたいということでしょ。 

そうなりますと、最初から文化センターを取り壊すことを前提に、この案はできてる

のですよ。だったら最初から、だめだよと言った方がいいじゃない。全体的に見直して

もらわないことには、テーブルへ乗れませんという形の方がいいのではないですか。 

会 長   では、それは戸塚さんの意見として聞いておきます。 

佐藤委員   ちょっとダブルかもしれませんけれども、再度確認をお願いしたいと思い

ます。今日の地域審議会のこの議題について、当局の方としては基本構想の案、これを

１０月末までに承認をしていただくと。それを踏まえて今回のこの地域審議会の中での

議論がありますよと。地域審議会のスケジュールから見ると、今日の地域審議会の位置

づけというのは、地域要望の市民センターの意見交換だという位置づけになっているわ

けですね。そうすると、これは後で会長さんにお願いしたいと思うのですけれども、で

は、その意見交換としての部分で、とりあえずは意見交換だけで済ましてしまうのかと。 

ではなくて、意見交換の中で、ある程度そのポイント的なものについて地域審議会と

してまとめて、その審議の状態を静岡市の方に伝えるのかというようなところも、検討

しておく必要があるのではないかと。 

  というのは、９月２２日に、もう第４回のこの市民センターの、今度は意見集約とい

う格好になっているわけですね。今日は、だから、意見を交換して、いろんな意見はあ

るねと。その中で、では来月の審議会の中で集約していきましょうと。では、その集約

するに当たっては、２時間で足りるかどうかという疑問があるにしても、いずれにして

もそれをまとめて、今度は１０月に基本構想として報告するのだと、審議会としてです

ね。と、いうふうなことを踏まえるならば、今日の当局からの地域審議会の中で今いろ

いろご意見を交わされている中では、この基本構想の部分で受けとめられる、我々が受

けとめることができるかどうかというところがポイントではないだろうかと思います。 

  先ほど鈴木委員の方からも質問があったのですけれども、どこまでそれでは今日やれ

ばいいの、というようなところ。どうしてもこの資料４のところで、旧の蒲原町の要望

というところにすぐ目が行くわけですね。私のとらえ方を当局の方に、考え方を確認し
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たいのですけれども、ここで資料４の「旧の蒲原町の要望は、蒲原町の要望として静岡

市が受けとめましたよ」と。静岡市としては、「検討の方向として右に書いてあるよう

な方向で、進んでいったうえで資料の５ができているのだよ」という受けとめ方でよろ

しいかどうか。 

  要するに、旧蒲原町の要望はすべて、もうコンクリートされているものではないよと。

あくまでもそれを一つの素案として、固まっていないけれども素案として検討を、今度

は静岡市として検討している部分が右の部分であるのだというところを、確認をさせて

いただきたい。それがひいては、平米数にもなるわけですよね。３，１７０というもの

がコンクリートされているのかどうなのか、というようなところにもあるものですから、

その辺のところの確認を当局の方にしておきたいなあと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

広域行政室長   ただいまのご質問ですが、資料４の「旧蒲原町の要望」というのがご

ざいます。その右側に「検討の方向」という形で記載をさせてもらってありますが、旧

蒲原町の要望につきましては、この要望に対し検討をいたしまして、なるべく旧蒲原町

の要望が取り入れられる形での検討を行いました。 

  例えば、このリハーサル室というものが必要だという要望がございましたので、集会

室などで対応できないかという検討をさせてもらっております。あと、まちづくりセン

ターというものは、この蒲原地区に設けることは難しい。ただ、その活動スペースとい

うものを公民館の団体活動スペースとかを新たに設けまして、そちらの方で活動してい

ただいたらどうかとか。あと、子育て支援センターにつきましても基本的には既設のも

のをこちらの方に移すことによって、利便性の高いものにしていくというような考え方、

そういうものを取り入れた形で、一応右側の「検討の方向」というものをつくっており

ます。 

  以上であります。 

佐藤委員   再度、ちょっとくどくて恐縮ですけれども、したがって旧の蒲原町の要望

を受けとめたいと。受けとめてはいくのだけれども、例えば多目的ホールが定員の２５

０から３００で、静岡市としては、それをベースに行きますよということではないでし

ょうね、ということを聞きたいのです。要するに、ここで旧の蒲原町から、２５０から

３００がここのときは出てきましたよね。でも私は、これでは狭いと。ましてや座席を

可動式にするということになると、今の蒲原のセンターのホールよりも座席は尐ない、



 

 ―２９― 

スペースは狭くなる、そういうイメージがあるわけですよ。だから、素案は、蒲原町の

要望は要望としていいのだけれども、それがすべてのベースになっていません、ならな

いですよね、というところをちょっと再度聞きたいのですよ。回りくどくて恐縮ですけ

れども、わかっていただけますでしょうか。 

広域行政室長   はい、ご質問のご趣旨はわかりました。ただ、静岡市の方でも、この

「旧蒲原町の要望」に対しまして、先ほど申し上げたような形で、なるべく取り入れる

ような形での検討をさせていただいたのですが、ただ、それは、現状を踏まえた旧蒲原

町の要望というものに対しての検討でありますので、現状、４１８席の固定式のいすを

前提ではなくて、旧蒲原町から出されました２５０から３００人の可動式の多目的ホー

ルというものがどうかということでの検討をしたところであります。 

  以上です。 

戸塚（正）委員   合併協議で合意された今回の市民センターの事業費、これは新市建

設計画で２５億２，７００万となっていると思います。平成１６年、２年前に完成した

清水区の興津公民館、こちらが図書館と多目的ホール、それを併せて床面積が３，６５

３平米ですか。そして、総費用が１３億６，５００万ほどと聞いております。単純比較

しますと、今回の市民センターはかなり、それと比較しますと充実した建物が可能だと

思われます。地域の顔とも思われる市民センターですから、例えば、ホールの定員は最

低現状維持か、できれば５００、６００人の収容できる計画でお願いしたいと思います。 

というのも、今回の静岡市との合併に対し反対した住民も多くおります。その人たち

も一体となって納得、理解してもらえるような市民センターとなるよう、当局の方は十

分考慮していただきたいと思います。 

  以上です。 

石野委員   文化センターを市民センターとして建て替えるということは、もう決まっ

ていることですから、審議委員がいいアイデアをどんどん出さない限り、いいものはで

きません。そして、資料４の左の児童室についてですけど、「検討の方向」のところに

「蒲原地区に二つの児童館を設置するのは困難」と書いてありますけど、この「困難」

を「可能」にしたいのですけど、そういうのが夢だと思うのです。あそこの児童室、今

年から児童室になったけど、児童館としてできたのは確か昭和６１年ごろです。 

  それ以来ずっと、午前中はお母さんが小さな子供を、小さな部屋ですけど、あそこで

午前中ぐらい遊んで、午後２時か３時ごろになると小学生が遊びに来ます。あの近所の
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子供が。これがなくなってしまうと、新蒲原の方にある児童センターの方には児童室が

あるから二つは無理だというかもしれませんけれど、東学区の子供はいいかもしれない

けれど、こっちの昭和６１年と最初にできたものがなくなってしまうというのは、非常

に地域にとっては、子育てにとって、これからの将来の子供をよく育てるにはマイナス

になりますよね。だれでも、それはわかると思いますけど。それは親、私たち今生きて

いる親がつくってあげないと、だれがつくるのですか。子供はつくれませんよね。 

  だから、ぜひこれは撤回していただいて、子育て支援センターの中に入れるというこ

とは可能ではないでしょうか。今日来ているこちらの市役所の方がいらっしゃいますけ

ど、どういうお考えですか。これ、「困難」でいいですかね。 

児童福祉課長   児童福祉課の高野と申します。よろしくお願いします。 

  児童館については、私どもの課で所管しております。それで、ここに「困難」という

ふうな表現をさせていただいたのですけれども、厳密に言いますと、現在の規模の児童

室ですと児童館という位置づけには、ちょっと施設設備的に無理があります。面積的な

面も含めまして。それで、私どもでも正確な意味での児童館というのは、蒲原地区には

白銀児童館が、かなり大きなものがあるということで、今度、文化センターの改築に当

たりましては、子育て支援機能をどのようにここに位置づけるかということで、最初に

児童館ありきということではなくて、あくまで子育て支援機能をどのように、ここに位

置づけていくかということで検討いたしました。 

  その結果、ここに書いてありますように地域子育て支援センターというものを設置し

まして、そこで全体的な子育て支援機能をその中に持たせたいと考えております。地域

子育て支援センターは、主には、その乳幼児を持つ親御さんが自由にいらっしゃって、

いろいろな子育て相談を受けたり、あるいは、ちょっとした幼児教室的なものを企画し

て、それに参加していただいたりするのですけれども、決して、今、学校帰りに寄って

いる子供さんを排除するということではなくて、地域子育て支援センターは大体午前中

の利用等も多いものですから、今、石野委員がおっしゃったように時間で使い分けて、

子供さんにも立ち寄っていただけるような居場所を確保するというような方向で、子育

て支援センターの運用というものを考えていきたいと考えております。 

石野委員   再度質問ですけど、小学生が、居場所がない子供がたくさんいるのですよ。

両親が働いていて、うちへ帰っても一人っ子。学童保育は、預けられる資金力がある家

庭の方はいいですよ。そうでない家庭が現実にいるわけです。そういう子供は学校が終
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わると行き場所がない。そういう中学生、高校生もいると思います。今、青尐年にとっ

て一番危機的な状況は、そういう子供たちをほったらかしているということですよね。 

だから、いろんな事件が起きるわけですよ。人と人とのつながりができない、社会性

が育たない、マナーがわからない。だから、そういう触れ合う、つながり合う場所を、

青尐年のための居場所をつくってあげられないでしょうか。その文化センターの中に。

そういうコーナーでもいいですよ。そこに本がある、何かちょっと遊ぶものがあるとか

ね。あるいは近くにお年寄りがいれば、一緒になって話し合うとか、そういう構想とい

うのは、国とか県にはないのですかね。 

稲葉委員   石野委員は石野委員のお考えがあるかと思うのですが、私、建て替えに伴

って、現状、いろいろ享受しているというか、幼児だとか小学生だとかが今あそこを使

って、いろいろ活動している。その機能が建て替えた後も、きちんと同じレベルで残っ

てくれるのかな、どうなのかなというところが心配なのですね。 

  児童館という名前がつこうがつくまいが、蒲原で児童館が一つであるなら、私は一つ

でいいと思う。ただ、建て替えた後も子供たちが、幼児が親御さんと一緒にあそこで毎

日生活している、そのレベルのものが新しい建屋で維持できるのかどうか。この建て替

えに伴って、今の現状やっているシステムを大きく変えてしまうということでなければ

と思っているのですが。どう考えていらっしゃいますか。 

保育課長   保育課の小林と申します。 

  今、保育課の方で静岡市の地域子育て支援センターという事業はやっていて、先ほど

高野の方から申し上げましたとおり、乳幼児を対象にした事業で、事業としてはそうい

う事業ですけれども、ただ、蒲原の文化センターの今、児童室として呼ばれているとこ

ろは、小学生とか中学生の利用も今までずっとあったわけですよね。これはやはり地域

性がありますので、できればやはり今までどおり小中の子供さんたちも立ち寄って、そ

こにいるような形の機能を持たせたいというふうに考えております。 

稲葉委員   わかりました。よろしくお願いします。 

会 長   まだ意見ございますか。 

鈴木委員   先ほどから事務局の方のご説明とかを伺いますと、やっぱり市内他地区と

の均衡を保たなければならないとか、あと、なかなかほかの例を引き合いに出すと難し

いとかというお話が、当然事務局の方からすると出てきがちになるとは思うのですが、

そういうことがもろもろあったうえでも、なぜ蒲原町が特例法内に頑張って、合併特例
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法を生かすために合併したかということを、もう一度よく皆さんにも考えていただいて、

あまり他地域の例を持ち出さずに、蒲原町の特例法を使った心意気の部分をもっと評価

していただいて、例外、例外の連続でも何の問題もないと思いますので、ぜひ、すばら

しいものをまず用意していただきたいなあというのが私の気持ちです。 

  それと、プールとか体育館も含めて一体で開発するというのがベストだというのは、

もう皆さんもおわかりのとおりで私もそう思うので、その辺のことをさっきのその他の

話ではないですけれども、審議会として何か可能性がないものかという部分を検討して

いくということを議題に加えていただければ、この場で立ち消えになってしまうことも

ないのではないかと。仮に、同時にやるのが無理だったとしても、次の事業として事項

に、もう頭に入れておいていただければ、また建て替えの方向性も変わるものだと思い

ますし、せっかくその他の事項がありますので、その辺を会長にお考えいただいて、も

し現状の建設計画の中で処理するのが無理であれば、その枠をはみ出した部分で、審議

会の意見として市長に上げるという形を、ぜひとっていただきたいというのが私の意見

です。 

会 長   時間も４時、定刻を過ぎましたが、今日は意見交換ということで、いろいろ

な意見を出していただきました。戸塚委員の意見もありまして、その前に、もう一度こ

の１０月までに別個に審議会でやるか、先ほど１時間やったような自由討論で、今のよ

うな問題を集約するかということもあると思いますけれども、最後としてどうでしょう

か、まず、それを決めたいと思うのですけれど。 

寺門委員   やはりここまで議論が集中していますから総意をまとめないと。全員の意

見を総括して、一番いいものを提案するという形にするには、やはり９月の前に１回や

らないと、ちょっとまずいのではないかなと思います。 

会 長   私も二、三日前に、この資料４ですか、見せられ、非常にショックを受けて

います、正直言いまして。どういうわけで、この２３０から３００になったとかという、

説明がどうも納得いかないですね、これが。こういうものが出ているということもショ

ック受けています。 

  それと今、ここでもらった資料なもので全然読み切れません。こういうものも検討し

たうえで、もう一度我々、いろんな意見を出し合う場が必要ではないかと思うのですよ

ね、これからのことで。皆さんの思いをもう一度、この９月２２日の前にやりますか。

それは正規の審議会でやりますか。それとも別個で、どうでしょう。 



 

 ―３３― 

（「フリーで」の声多数） 

会 長   フリーでやりましょうか。２時間ぐらいの会合を。そうした中で、これを 

２２日へと、ある程度まとめて持っていくと。でないと、なかなかまとまらないと思う

のですよね。どうでしょう。そういうことでどうでしょう。 

原支所長   ２２日より前ですね。 

会 長   前で、審議会ではなしに、という意向で。今日の１時間前のような具合で。 

原支所長  会長、その場合に、当局の説明は今日させてもらいました。当局の説明はも

う要らないということでしょうか。 

会 長   当局の説明は２２日でいいでしょう。我々のフリートーキングですから。 

原支所長  この会場を使える日なら、いつでもいいとは思うのですけれども。 

会 長   この会場使わせてもらって、そうしましょうか。勉強会ということで。 

  何日がよろしいですか、皆さん。 

  ２時からでよろしいですか。それまでに、それぞれいろいろな意見をある程度そこで

出して、ある程度まとめるということでお願いしたいと思います。 

  どうですか、１３日でよろしいでしょうか。１３日の１４時から。 

  予備会ということで９月１３日水曜日の１４時から約２時間ということで、今日１時

からやったような予備会をやりたいと思います。まとめの会を。勉強会ということでも

結構です。これには当局は、説明はいいですね。ということで、ここで次回はやらせて

いただきます。 

  時間にもなりましたので、これで審議を終わりたいと思います。「その他」の件でよろ

しいですか。 

原支所長   それでは「その他」の日について。 

  それでは、先ほど、予備会または勉強会という形でフリートークの懇談会を９月１３

日水曜日、２時からということのお話になりましたが、今後の正式な会議の予定につい

て説明をさせていただきたいと思います。 

  次回は９月２２日、正式な会議ですね。２２日金曜日、午後２時から、「蒲原地区市民

センターなどの地域要望について」という形で、意見集約を行いたいということで考え

ております。それで、お示ししました資料６に日程が具体的に入っておりますから、ご

確認をお願いします。 

  次の１０月の日程でございます。市民センターについての集中的な審議が必要と、今
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日の会議の状況から考えてもそういうことでございますが、１０月４日の水曜日から６

日の金曜日までの間で開催したいなと思っております。必要であれば、このフリートー

クの勉強会ももちろん影響のある話でございますけれども、１０月下旪にもう一度開催

したらどうかと、そういう考えも持っております。この点いかがでございましょうか。 

  １０月４日は水曜日です。５日が木曜、６日金曜という日程でございますが、この３

日間ぐらいの間で。 

  資料６の１０月開催予定の第５回の予定でございます。 

  では、１０月６日ということで、よろしくお願いいたします。 

  それで、１０月中のもう一回はいいですか。 

会 長   それは、それまでにやるかどうか、状況によって。 

原支所長   そうですね。それでは、会長と事務局でまた話し合いをさせていただきた

いと思います。 

  あと、議長の方で、ほかの委員さんから何かあるかどうか聞いていただければ。 

会 長   どうですか、ほかに。 

（「なし」の声あり） 

会 長   これで、第３回の審議会を終わらせていただきます。ご苦労さまでした。 

 

        （午後４時００分閉会） 
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