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平成１８年度第４回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１８年９月２２日（金） １４時０1 分～１６時１０分 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所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、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 

（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兼主幹 

             中村生涯学習課長、高野児童福祉課長、石原防災指導課参事、 

             北原市民生活課長、荒川保育課総括主幹 

             中島保育課主任主事 

             望月清水区地域総務課長、伏見参事兼区付主幹 

        （事務局）久朗津企画調整課長 

             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、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 

 （２）その他 
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蒲原支所長   皆さん、こんにちは。 

  本日は、大変皆様におかれましてはご多忙のところ、第４回の静岡市蒲原地域審議会

にご出席いただきまして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。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。本日は野村委員が欠席、三好委員、それから

片瀬委員が尐しおくれるというご連絡をいただいております。そのほかの委員方は全員

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、続きまして資料の確認をお願いしたいと思います。配付いたしました資料

は次第、それから資料の一覧表及び資料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。また、不足しているもの乱丁等ございましたらお申し出い

ただきたいと思います。すぐにお取りかえをしたいと思います。 

  いかがでしょうか、よろしいですか。 

  それでは早速入ります。次第の２、会長ごあいさつをお願いしたいと思います。 

  志田会長、よろしくお願いいたします。 

会長   皆さん、こんにちは。 

  お忙しい中、本当にご苦労さまです。審議会も第４回ということで先週も１３日に皆

さんには勉強会ということで集まっていただきまして、本日、議題の市民センターのこ

とについて、率直な意見をいろいろ出していただきました。引き続いて、今回は市民セ

ンターが恐らく主体になってくると思いますけども、忌憚のない意見を皆さん出してい

ただいて、できるだけ１０月中に我々審議会の意見としてまとめたいという、来年度予

算を確保してもらって計画に入るという意味でも、ぜひここでまとめていきたいと思い

ます。今日はそういう意味でも主体が市民センターということになりますが、皆さんの

意見をいろいろ出してもらって、できるだけ速やかにまとめていきたいと思います。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、会長に進行をお願いしたいと思います。 

  志田会長、よろしくお願いします。 

会長   それでは早速ですけども、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 
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  議事に先立ちまして、皆さんにお願いいたします。会議録作成のため発言の際にはマ

イクのスタンドのスイッチを入れて、氏名を述べてから発言をお願いしたいと思います。 

本日の終了は午後４時を予定していますので、ぜひ時間内に終わりますように、でき

るだけご協力をお願いしたいと思います。今日の議事の内容にかかる、前回委員の方か

らの質問について、何か当局が回答するものがあればよろしくお願いいたします。では、

よろしくお願いします。 

  何かありますか。 

  特にありませんね。 

  それでは、議事に入りたいと思います。 

  では、当局の方から、説明をひとつよろしくお願いします。 

広域行政室長   広域行政室長の三宅です。よろしくお願いします。 

  それでは、資料に従いまして説明をさせていただきます。 

  お手元の資料の１、市民センターの検討案を説明させていただきます。それに必要な

資料としまして、資料２の蒲原公民館、蒲原文化センターの利用率等、それから資料３

の蒲原文化センターホールの利用状況、それから資料４の、これは市内の公民館の集会

室等の一覧、それから参考としまして資料５の公民館、文化センターの見取り図と、こ

ちらの資料を使いまして資料１の説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

  それでは早速、資料１ですが、これは前回８月２３日、第３回の地域審議会におきま

して資料４として、似たような資料をお示しいたしました。それによりますと左側の旧

蒲原町の要望につきましては、基本的には前回と同じ内容になっております。また、前

回第３回におきましては追加資料としまして、旧蒲原町における要望を文章化したもの

をお分けしてあります。その内容はこちらの方に簡潔に記載されているということにな

ります。 

  それでは今回の、資料１につきましては、旧蒲原町の要望に対しまして右側にありま

すように、市の検討案という形で示させていただいております。これは前回、第３回の

資料ですと、これは検討の方向ということで、いわゆる基本的な機能について示させて

いただいたのですが、今回は市の検討案ということで多尐具体的な内容につきまして、

こちらの方に記載をしてございます。見方としましては、それぞれ旧蒲原町の要望に対

しまして個々に、その内容に対してこういう形で検討しましたという記載をしておりま
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す。 

  それともう一つ専用面積と書いてあります。平方メートルで、各施設単位で、おおよ

その専用面積を記載させてもらってあります。資料１をめくっていただきますと、各施

設の専用面積が記載されておりまして、２枚目の下から３行目ですか、そちらの方にそ

れぞれの専用面積の計が２，２６０とございます。これが専用面積のトータルでありま

して、これに共用面積というエントランス、入り口とか、階段とか機械室等こういうも

のが含まれておりませんので、これにつきましては専用面積の４割程度、これは類似の

公共施設の例によりまして４割程度という形で考えております。これを専用面積に掛け

ますと約９１０ということで、これを足しますと合計は３，１７０と、これが前回お話

をさせていただきました、合併建設計画に示されております延べ床面積を目安とした検

討案という形となっております。 

  それでは、具体的に中身をごらんいただきたいと思います。順番に説明をさせていた

だきます。 

  まず、最初の公民館、または生涯学習センターですが、会議室は、要望としまして大

きい会議室としては２００人定員から２０人定員の和室までという要望が出ておりま

す。 

  これに対する市として検討した結果が右側に示されているわけです。まず一番上の２

００人定員、これは分割可能部屋ということですね、２００人定員と１５０人定員とい

う要望がありました。ちなみにこれは今回資料の見取り図５をごらんいただきますと、

現状のそれぞれの会議室、こちらが現状ですので、現状の会議室の大きさを参考にして

いただければよろしいかと思うのですが、現状としましては現在２００人定員とか１５

０人定員という会議室はございません。これについては、そういう需要があるというこ

とで要望が出てきたと理解しております。 

  これに対する検討案ですが、右側に括弧書きで多目的ホールで対応という形で書かせ

ていただいてあります。この多目的ホールにつきまして、まず説明をさせていただきた

いと思います。公民館または生涯学習センターの下の方に多目的ホールという形で、く

くりで記載させてもらっているところがあります。これにつきましては要望が、簡潔に

申し上げますと定員２５０人から３００人、座席可動式、舞台を現在よりも広くし、客

席の後方にガラス仕切られた防音室を設置と、ガラスで仕切られた防音室というのは、

これは幼児連れの住民の方の利用ということでの配慮だと思います、という形の要望が
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ございました。 

  これに対しまして市で検討したところ、資料３と一緒に見比べていただきたいのです

が、このホールのことで、資料３の、平成１７年度の蒲原文化センターのホール、平成

１７年度合併前でございますので、いわゆる旧蒲原町の福祉センターホールの利用状況

をまとめてあります。まず資料の説明をさせていただきますと、資料３ですが２枚にな

っておりまして、ナンバーが１番から２枚目５０番まであろうかと思います。これが平

成１７年度に５０の催し物があったということであります。 

  その次のところに、使用の月、４月とか５月とか、こういう形で時期的に利用頻度に

違いがあるということがわかります。それと事業名とその用途、用途のところは（公用）

というような表現をさせてもらっているところが幾つかあります。これは旧役場が主催

した事業ということであります。それから、使用時間ですが、これは実際の申請された

使用時間を記載してありますが、区分数とも関連がありまして、この区分数というのは

何かと言いますと、次のページの、注意事項の１に書いてございますように、ホールの

貸し出しの場合に、午前、午後、夜間という区分での貸し出しをしております。それぞ

れの利用を１件としてカウントさせていただいておりまして、なぜこういう形で載せた

かというと、これから利用率の話をさせていただくものですから、区分数という形で載

せさせてもらってあります。ですから区分数１の場合には、それが午前のみか午後のみ

か夜間のみかという形になりますし、２の場合には午前から午後にかけて、それから３

の場合には終日というような使われ方がされているということです。 

  それから、一番右側の利用人数ですが、こちらの申請の利用人数という形になります。

申請時に申請書に記載された申請人数を記載させておりますので、実際の利用人数と 

は異なる場合があります。このような形の資料を用意させていただきました。 

この多目的ホールというものを考える場合に、利用状況をこういう形で整理させてい 

ただきまして、内容は１から５０までございます。さまざまな催しがされているという 

ことであります。 

  ２枚の表の下に別表という形で、それぞれの利用人数、申請に基づく利用人数で区分

した表が、小さい表がございます。旧蒲原町の要望としましては２５０から３００人の、

いわゆる定員というような形での要望がありました。こちらの表を見ますと、それぞれ

申請段階で１００、２００、２５０、３００、３５０、３５１以上と、そういう形で区

分させていただいて、それぞれの利用回数が出てまいります。仮に２５０までをとらえ
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ますと５０件の催しのうち、３０件が２５０人以下、２５０人を超えるものが２０件と

いうような形で読み取れるかと思います。この２５０人を超えるケースですが、これに

つきましても先ほど申し上げたように、この人数が、申請時の人数ということでありま

して、実際に利用された人数で、過去に利用した結果が出ておりまして、それによりま

すと、やはり２０件ではなくて１０件程度が２５０人を超えた形で利用されていたとい

うようなデータもございます、それがまず１点あります。 

  それから、もう一つ利用率ということで、先ほど申し上げましたこの５０の催し物が、

５０件ありましたと、区分で言いますと７６件というカウントになるのですが、こちら

を利用率という形で示させていただきますと、資料２にも出てくるのですが、ホール自

体の利用率は８．７％というような数字になります。そういう意味で利用率としては高

くないというような状況がございます。 

  それともう一つは、最初に申し上げました旧蒲原町の要望としまして、大きい会議室、

２００人定員とか１５０人定員とか、そういう要望がありましたので、そこのところを

総合的に勘案しまして、２５０人程度の多目的ホールという考え方でどうかというよう

なところで、右側にその多目的ホールを定員２５０人程度、座席可動式で大会議室とし

ても使用可ということで、いわゆる多目的であります。舞台袖を現状より広げる防音室

はなし、というのは、舞台袖というのはこの多目的ホールの下の方にリハーサル室とい

う形で、現状はリハーサル室はないのですが、そういうものが必要だということでピア

ノとかの収納場所も必要だというところで、広げるような考え方、それからご要望にあ

りました幼児連れのための防音室というのは、ちょっと難しいということで、なし、と

いう形で書かせてもらっています。 

  この多目的ホールの多目的便所ということで男性、女性だけではなくて障害者の方も

利用できるような形の多目的の便所を設置いたしまして、これを含めておよそ５００平

米程度という形で見込んでおります。この５００という数字は比較的余裕のある面積で

ありまして、２５０という定員も十分可能だということで、これにつきましても、後か

らまた出てきますが、例えば静岡市の中央公民館のホールと面積はほぼ同じ、定員は３

００人となっておりますがここでは２５０人程度という形で区分させてもらっていま

すが、それぐらいの大きさになっております。 

  それで、先に多目的ホールの方の話をさせていただきまして、会議室として大会議室

２００人と１５０人につきましては、多目的ホールの方で対応をということで検討案と
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してあります。 

  それとそれ以下の１００人定員とか５０人定員という要望に対しましては、資料２の

方をごらんいただきたいと思います。 

  資料２は、これも平成１７年度の数字でありますが、公民館と文化センターの利用率

等をまとめさせていただきました。こういう利用状況をみましてお話をさせていただき

たいと思います。こちらの方も資料２ですが、公民館部分、これは旧蒲原町の中央公民

館でございます。大会議室から調理実習室までございます。それから蒲原文化センター、

これは旧蒲原町の福祉センターでありますが、ホールとか。こちらの方は福祉センター

というとおり老人室とか児童室とか、あと別棟でありますが青年会館とか、そういうも

のが含まれております。そういう中でこの利用率をこちらの方で示させていただきまし

た。参考までに静岡市の公民館の利用率というものを挙げさせていただいております。 

  最初に申し上げますと、静岡地区の公民館は、山間部の公民館を除きますと９館ござ

います。そちらの平均利用率は４６．４％となっております。平均対象人口は５万７０

０人です。また、清水地区の公民館は１８館でありますが、こちらの平均利用率が２０．

８％、平均対象人口が 1 万２，１３０と、これ対象人口に差がありますのは、静岡地区

の方が拠点として設置してあるのに対しまして、清水地区は主に中学校区という形での

設置と、そこら辺の違いがございます。特に平均利用率が高い、低いという基準は特に

ないと思うのですが、参考のために挙げさせていただきました。蒲原公民館、それから

文化センターもそうですが、そちらの方の利用率、平均、全体で見ますと公民館の方が

２９．４、文化センターの方が２４．４と静岡地区、清水地区の中間になるかというこ

とであります。こういう全体の利用率の中で、この公民館の会議室について検討をさせ

ていただいたところ、まず一つは大会議室、大、中、小とございますが、基本的には表

をごらんのとおり蒲原公民館の大会議室、こちらが３つございます。定員も異なります

がそれぞれ高い利用率を示しております。そこのところが１点。 

  それから中会議室と小会議室、これは区分も明確でないと思います。ただこれにつき

ましては高い利用率もございますし、低いものもございます。そういう傾向にあります。 

ということを踏まえまして、蒲原町の要望、つまり資料１の方にお戻りいただきます

と、会議室としまして２００人から１５０人は先ほど申しました多目的ホールでの対応

という形で書かせてもらいましたが、１００人定員、５０人定員のところも大きな会議

室という位置づけで考えますと、高い利用率を考えていきますと、やはり１００人定員
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とか９０人定員でどうかということです。それから５０人定員が６０人、ここの６０人

定員のところは各防音仕様という形で表現をさせてもらってあります。これは下の多目

的ホールのところで、いわゆるリハーサル室という要望がございまして、確かに音楽発

表会とかに利用されるホール、という場合にリハーサルが必要と、音が出るというとこ

ろがございますので、そこら辺の対応を考えた場合ですね、ここの６０人定員のところ

を防音仕様にして対応したらどうかいうところが１点あります。大会議室の部分は利用

率を反映した形での対応で考えております。 

  それから中会議室、小会議室ですが、要望ですと３０人定員とか２０人とか、あと和

室の部分を考えますと、先ほど申し上げたように現状の利用率を見ますと高い利用率の

ものがございますし、低いものもあります。ということで、考え方としまして比較的大

きなものについては利用率も高いものですから３０人定員２部屋の部分、２つの部分は、

そのまま設置したらどうかと。ここのところの一つは鏡等、ミラー等を設置したらどう

かという考え方です。先ほどリハーサル室のところで鏡とレッスンバーという要望があ

りますので、そういうものに対応できるような形でうち１室は鏡等を設置という形で考

えております。小さい会議室２０人定員のところは、利用率が余り高くないという状況

があります。 

  それともう１点、パソコン室という形での需要もございますので、そちらを兼ねての

利用をしたらどうかということで、パソコン室２０人程度という形で考えております。 

そちらはパソコン教室で使われない場合には通常の会議室で使うというような形の

対応を考えております。和室につきましても公民館の４階の和室が利用率としては高く

ないですが、ここも必要だということで、２０畳程度の、いわゆる和室という形で検討

を行いました。 

  それと一般の会議室以外のところで先ほど申し上げましたパソコン室を設置するとい

うことと、あと工作室、調理実習室とございます。こちらの方も現状ございまして、工

作室は別棟の青年会館の方でやっていますと。これらにつきましても利用率は、公民館

の一番下に実習室の利用率１２．３％、あと工作室が文化センターの一番下の青年会館

ところに該当しますが８．１％ということで余り高くはないのですが、やはりこれは、

後からまたごらんいただきます他の公民館の設置状況を見ますと、やはり必要だという

考え方に対しまして、工作室につきましては５０平米程度、それから調理実習室は６０

平米程度ということでどうかということで、示させてあります。 
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  続きまして、次の団体活動スペースと印刷室ですが、これは資料１の下、２の対応と

して、当初まちづくりセンターとしての要望がございまして、そのあと旧両市町で検討

を行い、最終的には活動スペースをということでありましたので、それに対応する形で

公民館部分に団体活動スペースを設けるという考え方であります。基本的にはまちづく

りセンターにつきましては、市民活動を支援する機能そのものは、清水の市民活動セン

ターでの対応をお願いしたいと、蒲原地区では実際にＮＰＯ団体等の打ち合せなどの活

動の場を提供するという考え方に立ちまして団体活動スペースというものを考えてお

ります。これは中央公民館にもそういう例がございまして、それを参考にしたものであ

ります。基本的にはオープンスペースとして利用、予約なしで利用可能ということで６

０平米程度と。そのときに当然コピーとかという部分が必要になりますので、印刷室を

別途用意しまして有料で使用できるコピー機などを設置するというような考え方でお

ります。それからその下の事務室、書庫、便所等は必要に応じて設置してまいります。 

今のこの公民館の部分をトータルしますと専用面積で７２０平米という計算になり

ます。 

  先ほど多目的ホールの方が５００ということで、資料４の方をごらんいただきたいと

思います。横長で小さくて申しわけないのですが、生涯学習機能という形で、この前基

本構想の中で話をさせてもらった部分ですから、生涯学習施設として市内の施設の設置

状況についてまとめてございます。見方としましては、ここにございますように公民館、

１から９までは静岡地区の公民館でありまして、拠点設置という形でありまして、対象

人口も多くて、また延べ床面積も広めとなっております。それから右側に建設年と、ホ

ールの定員が、こういう定員でホールを設置しております。あと右側にその集会室等、

和室、音楽室等いう形で数をカウントさせてもらっております。ただ、それぞれの部屋

の大きさというのはまちまちなものですから、個々の部分は比較が難しいということで

数だけを挙げさせてもらってあります。そういう意味では延べ床面積のところを参考に

していただきたいと思います。 

  先ほど調理実習室と工作室は他の公民館の例ということでお話をさせてもらいました

が、ごらんのとおり調理実習室についてはほとんどの公民館が設置していると。工作室

につきましても、半分程度の公民館で設置していると、そういう現状でございます。そ

ういう形で１から９が静岡地区の公民館、それから１０番から２９番、これが清水地区

の公民館であります。これは中学校区を対象とした形で設置されております。たまたま
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数も２０ございます。これは今現在建設中のものも含まれております。ということで２

０件、こちらの方には記載させてもらってあります。ここで１０番の清水の中央公民館

は、これは対象人口もごらんのように清水地区全体を対象としておりますので、広い形

になります。そういう形で考えていきますと３０番に、今お話をさせってもらっていま

す蒲原公民館、それから文化センター、比較のために公民館部分と文化センター部分を

分けて記載させております。足すと３，１７０になると思います。 

  文化センターの方は、こちら下の米印にありますように、このホールを中心として、

そのほかにも相談室とか講習室、老人室とあと児童室と、それとほかの公民館といいま

すか、ホールには当然ないようなものも含まれております。ただこの辺は切り離せない

ものですから、こういう形で表現をさせってもらってあります。３０番にありますよう

に、現在の蒲原公民館、文化センターの内容がそこに記載のとおりであります。その一

番下の白地のところにございますが、今現在検討させていただいております市民センタ

ーの案ですと、延べ床のところに１，７０８とございます。これ先ほど申し上げました

公民館とホールの部分で７２０と５００を足しまして、これに共用部分を足さなくては

ならないものですから、この分１．４掛けます、そうしますと１，７０８という数字に

なります。そういう形でいわゆる生涯学習機能というところで考えた場合に、静岡地区

の公民館、それから清水地区の公民館と、その公民館によって大きさはまちまちである

というのも事実でございますが、一応その中でも総体的に一定の規模を有しているとい

うようなことが言えるかと思います。そういうところで一度ごらんいただきたいと、資

料４を用意させていただきました。 

  それで、長くなりましたが公民館と生涯学習センター、まちづくりセンターのところ

も含めてご説明をさせていただきました。 

  次のページ資料１の２ページ目になりますが、それ以外のところで、３番、４番、５

番は、この前お話ししたんですが、福祉関係ということで要望にありました児童室、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。児童室、児童館のと

ころと、児童クラブにつきましては、それぞれ児童館が白銀の方に１箇所個設置されて

おりますという話をさせていただきました。それから、児童クラブにつきましては基本

的には小学校に設置という形での話をさせていただきまして、考え方としましては、今

梅花保育園にあります地域子育て支援センター、そちらの方をここに移設という形で、

そこに交流サロンとか相談室を設けるというような考え方であります。この地域子育て
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支援センターは市内に１４カ所ありまして、この前申し上げましたように基本的に保育

園に設置されております。ただ、ここで大きさを１３０平米と記載させてもらっている

のは、これは一つの参考としまして、基本的には保育園ですが、昨年の６月に旧国立病

院の跡地に城東保健福祉エリアという形で整備がされまして、その中に地域子育て支援

センター城東というものが新設されました。そちらの広さが１３０平米ということで、

その数字を載せさせてもらっております。 

  それから６番の防災センターは、この前も申し上げましたように災害対策の地区支部

としまして位置づけられますので、その対策室としまして一応６０平米程度、それとも

う一つ備蓄品倉庫、今現在もございますが、そちらの方も移設するということで、これ

につきましては搬出入の容易な場所という考え方がありますので、別棟という考え方を

とっています。そちらの方は１００平米程度と、防災機能の関係ですと１６０平米程度

としております。 

  それと７番目に、支所等の機能ということで、こちらも事務スペースが当然必要です

ので、これにつきましては右側に職員数等から面積を算出と、これは庁舎としての面積

算出の基準がございます。その職員数等からこの計算をしていくわけなのですが、一応

そちらの方から算出をさせていただきます。会議室につきましても６０平米の二部屋と

いうところは、実質は６０平米程度ということで、もう一つは小会議室として下に相談

室、こちらも二部屋の福祉と戸籍の相談室ということでの要望がありましたが、主に福

祉関係での一室ということで、もう一室は必要であれば、下の会議室の小会議室を使っ

ていただくという考え方であります。書庫・雑庫は必要なスペースを確保いたします。

休憩室と更衣室につきましては、休憩室については法律上５０人以上は必置という形に

なっておりますが、こちらはそれに満たないということなものですから更衣室を設置し

ます。それから宿直室も現在ございますので、そちらの方も必要なスペースを用意しま

す。多目的便所、水道器具倉庫というのも、これも必要なものですから別棟に設置をす

ると。 

  それともう一つ、これは要望にはなかったのですが、住民の方が見えられて窓口での

対応となるわけですが、待合のロビーもないということでは困るので、ここでは待合ロ

ビーとしまして１００平米程度を考えております。その待合ロビーを含めまして７５０

平米程度と計算をしております。それと支所関係で要望がありましたエントランスです

が、こちらの方は、選挙の期日前投票とか、キャンペーン行事で使いたいということで
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の要望がありました。エントランスそのものは先ほど申し上げたのですが共用面積とし

てカウントいたしますので、そちらの方でみます。ちなみに期日前投票につきましては

会議室、先ほど申し上げた６０平米の会議室、そちらの方での対応を考えております。 

  以上、専用面積として２，２６０と、これに４割共用面積を足しますと３，１７０と

いう以上が数字の説明です。 

  説明は以上になります。よろしくご審議のほどお願いします。 

会長   説明ご苦労さまでした。 

  正直言いまして、委員の皆さんも今の説明で全部わかったどうか難しい面があるかと

思いますけれども、資料５で旧文化センター、現状の図面もありますので、ここで整理

するのは非常に難しいですが、質問を出していただきたい。 

山崎委員   山崎です。 

  一つこの中につけ加えていただきたいのは、蒲原町でも昔から、現在まで続いて日本

でも誇れるような仕事をやっているところがあると思います。そういう資料館がないと

いうか。現に小・中学生、小学校の高学年も地元の企業、加工場などを回りながら、そ

ういう職業の、どういうことをしているか勉強をしております。その中でやはり調べる

ところがないとか、そして早いうちにそういうものもつくっておかないと資料もなくな

り、ものもなくなり、職業の文化というか、そういうものがだんだんとなくなると思い

ます。できれば日本軽金属はじめ塗装業もすばらしかった。そしてまた桜海老とか、加

工場とか、そういうもろもろの職業が、すばらしい職業があると思います。中学生も体

験学習とか非常に地元企業のことに関心を持ってくれる中、子供たちが勉強するのに資

料がない。勉強と、またよそから来た場合も蒲原にはこういうことがあるとという資料

館、そういうものをできたら一つ入れてもらいたいと思います。強く要望いたします。 

会長   要望として、ですね。 

  わかりました。検討要項に入れさせてもらいます。 

石野委員   石野です。 

  ただいまのご説明で多目的ホールをなぜつくるかという説明がありましたけど、利用

率とか、その内容をいろいろ聞くと、なるほどと思うわけですけれど。過去のデータを

挙げてこれからつくる、ホール、今言いたいのはホールですけれど、多目的ホールがい

いか、この前からいろいろの方から多目的ホールではなくて、文化、芸術が、市民が楽

しめるようなホールにしてもらいたいとう意見が多数の方から、委員の方から出ました
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けれど、今までのホールの利用状況がこうだから多目的ホールしますという、そういう

検討の仕方でいいのかなという疑問を持ちます。というのは８月２３日にいただいた資

料１にですね、文化、学習の欄にこういうことが書いてあります。 

  「地域の歴史ある文化の継承、保全に努めるとともに、市民が芸術文化にふれること

のできる環境の整備を推進し、地域に根ざした独自文化の創造を目指す」と、すごく立

派なことが書いてあるわけですね。こういうことを目ざすならば、多目的ホールではな

くてきちんとした文化、芸術を高揚するような、そういうホールを考えていただけない

かというように、また今聞いていてさらに思いました。 

  旧蒲原町の要望を基にして、こういうたたき台が出てきているのですけれど、それだ

けでいいのか、ここの審議委員というのは何を言ったらいいのか、そういうものを覆す

ためにどういう意見を主張したらいいのかと、非常に考えてしまいます。今聞いていて

そういうことを思いましたので申し上げました。 

会長   稲葉さん、どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。 

  今石野委員が多目的ホールというところに対しての問題提起をされましたけど、私も

今説明を聞いていまして幾つかあるんですが。まず多目的ホールという名前が前面に出

てくる背景として、２００人定員の会議室であるとか、１５０人定員の会議室が必要だ

という旧蒲原町からの検討結果。それが一つ非常に大きく前に出てきているわけですね、

今のご説明でも。では今まで２００人とか１５０人の会議室があったかといったら、そ

れはないわけで、４階の会議室でも１００人定員で、あそがいっぱいになる会議はそん

なになかったと思いますけども。そういうことを考えると本当に２００人とか１５０人

というものが必要なのかなと思いますし、それが必要がために多目的ホールにしなくて

はならないというのは、今石野委員が言われたような方向にはちょっと障害になってく

るように思います。もし２００人くらいの大きな会議をやりたいということであるなら

ば、例えば蒲原体育館があります。過日、東部コミュニティーセンターの体育館のとこ

ろで市長のタウンミーティングをやりましたけども、あのように体育館を使った数百人

の会議というのもできるわけで。そういう意味からすると、会議室の定員というのは１

００人とかそのくらいのもので考えていけはばいいのではないか。２００人までのもの、

そのために多目的ホールにするということによって、せっかくのホールを非常に中途半

端なものにしてしまう。現にいろんな公民館、興津もそうですけども、当初、建設当時
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は多目的ホールだとか、こういうふうに使いたい、ああいうふうに使いたいと夢いっぱ

いあってやるのですけどれも、結果的には、その多目的ホールというものを非常に有効

に使っているという実態は余りないようで、結局は音響も何もかも非常に環境の悪い中

での会議、いろいろなホールとしての役割を使っている中途半端な状況というのを多く

耳にしています。ということからぜひこのホールについては、多目的ホールということ

ではなくて、きちっとした音響も質的にもいい固定式のテーブルで、このエリアの中で

も、例えば東へ行けば富士のロゼシアター、西を見れば清水の文化会館くらいしかない

わけで、この東の玄関のところにもきちっとした、小粒であってもいいホールを設置す

るという考えで、子供のための情操教育にもつながるようなホールということで皆さん

に主張したいと思います。 

  以上です。 

会長   どうぞ、寺門さん。 

寺門委員   寺門です。 

  今、三宅さんのお話を、縷々説明を聞いていたわけですが、前回もお話ししましたけ

れど資料１の一番最後の合計が３，１７０になっているわけですね。ということは前回

のお話ですと３，２００に支所事務部門の１，３００でしたか、そういうものが考慮さ

れていないような話のような気がしていたのですがね。やはり３，１００、２００とい

う中に当て込んでしまったために、こういうふうな形になったかと思うのです。前回の

勉強会でも、委員の方からいろいろ出ましたけど、今石野さん、また稲葉さんからも出

ましたが、やはり一つのホールとしては、この２００、１５０という会議室はもう必要

ないと思うのですよ。しかし、多目的ホールを利用しなさいという中で、このホールの

大きさが、数字がはじき出されているような気がするのですね、５００という形で。 

ですから、この辺を本当の蒲原に、この施設を使ってみたい、ホールを使いたいとい

う形で、文化が栄えると言いましょうか、いろいろな情操教育の一つの過程の中、すば

らしい施設にしていただいて、みんなが利用しやすくなるような形していただくとあり

がたいなと思います。 

  結論としては、やはり３，２００の中に全部当て込んできてしまったのではないのか

なというのは、私はそういうふうな感覚を持ったわけですが、ぜひこの辺をいま一度３，

２００プラス支所という形の、組み合わせのご検討をお願いしたいと思います。 

会長   内藤さん。 
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内藤委員   内藤です。 

  私もやはりホールは多目的ホールではなくて、本当に音響とか、それこそ小粒でもい

いですのでオンリーワンのホールをつくってもらいたいと思います。やはりあれにも、

これにも利用できるとなると、二兎を追うものは一兎をも得ずというような形で、中途

半端な形になってしまうのではないでしょうか。 

  私たちの「Ｋウエーブ」というグループが、今度「ミネハハ」を呼んでコンサートを

計画しているのですが、蒲原でコンサートをやる会場、文化センターを最初考えたので

すが、やはり音響の問題とか考えたら、やっぱりよくないのですよね。今度はお寺の本

堂を借りてやるということに決まったのですけれども、以前から明大のマンドリンとか

あとアンサンブル金沢のオーケストラを呼んでのコンサートなどをいろいろ催してき

ましたけれども、本当に文化センターのホールは音響設備もよくないし、はっきり言っ

て使いにくいホールでした。ですので、これからつくるものには本当にどこにもないと

いうような、どうせつくっていただくのでしたら、そういうような専門性のある機能を

備えたホールをぜひお願いしたいと思います。 

会長   どうぞ、鈴木委員。 

鈴木委員   １点お聞きしたいのですけど、確認なのですが、今の説明の中にあったか

もしれないのですが、資料４の一番下の方の３０番を見ますと、そこの蒲原公民館と蒲

原文化センターの延べ床面積の合計が２，０９２足す１，０７８で３，１７０になると

思うのですが。その下の１，７０８が新しい市民センターの延べ床面積だとしますと、

純粋な、我々が文化センターと呼んでいた部分は３，１７０から１，７０８に縮小され

てしまうというふうに読めるのですが、それで間違いございませんでしょうか。 

会長   どうですか。 

広域行政室長   三宅です。 

  ただいまのご質問ですが、資料４の一番下の１，７０８のところは、これは一番下に

ありますが生涯学習機能部分のみという形でことわらせていただいています。つまり市

民センターのうちの、先ほど資料１で申し上げました１番ですか、公民館または生涯学

習センターというところで、公民館部分の７２０とホールの５００と合わせた数字に共

用面積を掛け合わせまして１，７０８ということでありますので、逆に言いますと、子

育て支援センターとか防災センター、あと支所の部分、それに対する共用面積もそうな

のですが、そちらの方は入っておりません。 
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鈴木委員   ありがとうございます。 

  そうしますと、表の資料１の６番までを合計した数字に共用面積を掛け合わせますと

単純な比較対象ができるという理解でよろしいのでしょうか。 

広域行政室長   三宅です。 

  資料１の６番、つまり防災センターまでということですか。支所を除いてということ

ですね。現状の３，２００というところが、子育て支援センターは内容がちょっと違う

ものですから、児童室とは。広さも違います。ですからそこら辺が純粋に違うというこ

とと、あと防災センターの災害対策室というのも現状はないものですから、単純な比較

は難しいと思います。ここのところも新たに加わっている部分、ふえている部分という

ようなとらえ方ができるかと思います。 

  以上です。 

会長   どうぞ、辻さん。 

辻委員   辻です。 

  資料１を見ながら、資料５を見ながら、この資料２の利用の状況も見たりしているの

ですけれども、この資料１には会議室の大きさなんかも具体的にはまだ出てないってお

っしゃっていましたので、出でないのでしょうけれども。人数も、市が検討した方では

人数も減って、会議室の場合、人数も減ったり、それから数も減ったり、それから例え

ば具体的に調理室を見ても小さくなっていますよね。全体に、つかみどころがないので

すけれども、何となくイメージとしては、会議室とかいろいろなもの、住民が使うスペ

ースというのが今現在より狭くなっているのではないでしょうか。その辺ちょっとお聞

きしたいと思いますけど。 

会長   補足して私も、今それにちょっと言わせていただくと。さっきの説明を聞くと

一番重要なのは資料２の大会議室３階、４階ですね、これが一番利用度が高いわけです

よね、１００人の、今現状の文化センターの。これが多目的ホールで、ホールに全部合

体してしまうということですね、この説明は。一番使用しているところが。その辺もあ

わせて説明していただければ。 

広域行政室長   三宅です。 

  最初にですね、確かに現状と比べますと、今回お示しした検討案の公民館の会議室の

数とか広さの部分が、若干今よりもっている部分があります。それは先ほど申し上げた

ように利用率とかも勘案して、このぐらいの大きさでどうかということでお示ししたも
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のであります。 

  それからもう１点、会長の方からお話ありました大会議室の方は、これは確かに多目

的ホールという考え方でそちらの方の活用もしていただくのと同時に、やはり直接的に

９０人定員とかという部分も当然１００人規模の会議には、当然使われるのかなという

ふうに考えておりますので。比較的大きな会議室としては多目的ホールを使っていただ

くか、９０人定員、または６０人定員というところを使っていただくという考え方に立

っております。以上です。 

会長   はい、どうぞ戸塚さん。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。 

  三宅さんちょっと聞きたいのですけれど。合併協定書ですね、ちょっとわからないも

ので聞くのですけれど。ここに文化センターの改築がありますね、建設計画、「老朽化

した文化センターの改築にあわせ防災センター等を併設する複合施設として整備、床面

積３，２００」とありますね。これがどうして支所機能まで入れてしまったのかという

ことなんですよ。これはうそを言っていることになるでしょう。このときにこのように

うたっていながら、裏では支所機能まであわせて入れているということでしょう。ここ

までくれば、この資料１を見れば。それが７２０平米ですか、最初からその合併協定書

の中に、そのようにうたってあればいいですよ、うたっていないじゃないですか。どう

いうふうなことでこうなったのですか。説明してください。 

広域行政室長   三宅です。 

  ただいまのご質問ですが、建設計画には確かに、これにつきましては前から申し上げ

ていますように、文化センターの改築という形で老朽化した蒲原町文化センターの改築

にあわせ防災センター等を併設する複合施設として整備と、延べ床３，２００平米とい

う形で記載されておりますと。確かに今言いました防災センター等を併設するという形

で、「等」の部分もあるかと思うのですが、ここのところで合併建設計画を策定した時

点、これが最終的に平成１７年の１月に、この建設計画が策定をされております。当然

その前の段階から合併協議会において検討をされてきたところであります。 

  今申し上げました今回の資料１というか、前回も出ておりますが、支所等につきまし

ては、まだ合併協議会において、まだ設置することが決定をされておりませんでした。 

そういうことでここのところに、まだ決定していないものを盛り込むことは難しいと

いうことの理解であります。そこのところが一つあります。、ただ、「等」ということな
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ものですから、それ以外のものというのも当然あると思いますので。 

戸塚（善）委員   それは理解できないですよ。 

広域行政室長   ただ出張所という形の取り扱いが、この時点ではまだ決まっておりま

せんでしたということで、ここには記載できないということです。 

戸塚（善）委員   戸塚です。 

  合併がもう決まる、決まらない、合併の話が出たときには、もう支所機能がどうなる

こうなるという話まである程度進んでいたではないですか。それでいて、ここで載せな

いで隠しているということではないですか、これだと。そうじゃないですか。 

広域行政室長   今お話ししたのは確かに合併協議の中で議題として取り上げられたこ

とは事実でございます。ただ、それらを設置するかどうかというのはまだ決まってなか

った状態でありますので、そういう意味でこちらに記載されていないと、協議の議題と

はなっていたことは事実であります。 

戸塚（善）委員   でしたら別に考えてもらったらどうか、この７８０平米を。そうで

しょう。７５０ですか、これを。だからこの前も僕は言ってあるけど３，２００プラス

８００なら８００で、４０００になればまあまあ町民にも理解はしてもらえるじゃない

かと、そういう話を僕は何回も言っているでしょう。だからちょうどこれをそのように

あてがえば、僕の言うことが認めてもらえれば、町民にだってある程度ここまでやりま

したよと、頑張りましたよということで、我々だって顔が立ちますよ。町民に対して。 

だけどこのままの状態でいけば、何しろ合併したからこちらの言うことを聞けや、ど

うだどうだって来るような感じにとれてしょうがないですよ、これだと。それでなくて

も、結局何をやるにも支所へ行けば本所と連絡しないと何もできないということ言われ

るでしょう。そうすると町民は「何だやい」ということになるですよ。だからやっぱり

この際ですから、皆さん、頑張って、ここのところで今の文化センターより小さくなる

んだったら、やっぱり考えなきゃならないと思うんですよ。しっかりしたホールをつく

るとか何とかって、それだったってもう一つの枠の中から決められてくれば、必ず小さ

く小さくまとまってしまうと思うんですよ。僕はそこを言いたいです。 

会長   ここで１０分ばかり休憩させてもらいましょうか。 

  ３時１０分になったら再開しましょう。ありがとうございました。 

休憩 午後３時００分 

再開 午後３時１０分 
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会長   会議を再開したいと思います。はい。稲葉さん。 

稲葉委員   稲葉です。今の面積の話ですが、戸塚委員のおっしゃるとおりで、その前

にもいろいろ全体をながめても、何となくいろいろなものが小さく小さく、一言で言え

ば建設計画の防災センター等を含めて現状の３，２００という中での、もう絵になって

いるので、必ずそうなってしまうと思います。でき上がってから何だというふうなこと

にもなりかねないと思います。そういう意味で、ぜひ皆さんと一緒に一つの要望という

ことで、現状の文化センター機能を維持しながら、またそれよりいいものにしていくと

いう中で、面積的には３，２００プラス支所機能の７５０ですか、というふうな考え方

で、要望をみんなで出していくということでまとめた方がいいのではないかなと、私は

思います。 

会長   どうぞ、中島さん。 

中島委員   中島ですが、前回の勉強会等でも、３，１７０よりも、それへプラスと、

お願いしてあると思うのですよ。それについてですね、３，１７０だけの割り当のよう

に、設計のようになってきたようですから、なぜそうなったのか、どのように検討され

たのか、お聞きしたいです。 

会長   前回、当は来ていませんからね、我々の勉強会だったわけですから。 

中島委員   だから、その報告はされてないわけですね。 

会長   その報告はしていません。 

中島委員   ああそうですか。 

会長   うちうちの話ということでやっていますから。 

中島委員   いずれにしても、そういう意見が勉強会で多かったものですから、ぜひと

もそれを検討していただきたいと思います。 

会長   宮田さん。 

宮田委員   先ほどから２００人定員、１５０人定員の会議室については多目的ホール

で対応という形になっておりますけど、やっぱりホールとしての機能と、会議室として

の機能とは、また別なものだと思うのですよ。例えばホール４００人なら４００人のホ

ールでやる催しについては、文化とか芸能とかそういうものが行われると、その中で会

議といっても備えつけの椅子でやる会議については、支障があるのではないかと私は思

います。 

  それにつきましては、やっぱりホール的な機能を４００人なら４００人の席を設けて、
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ホールはホールで設けると、それとさっき言った３，２００ですか、３，２００プラス

アルファということで７５０という支所機能、その中にもエントランスとは別に、期日

前投票は会議室等を使用とそういう形になっておりますけど、そういう形のスペースに、

先ほど山崎氏がおっしゃったように蒲原の歴史の資料館などを、そういうスペースに盛

り込んで７５０というのにこだわらないで、３，２００の公民館とか生涯学習センター、

プラス支所機能１，０００幾つですか、そこまでいかないとしても７５０プラスアルフ

ァとして、資料館もプラスした上での考え方を要望していきたいと思いますけど、私は

そういう意見です。 

会長   石野さん。 

石野委員   石野です。 

  いろいろなところで公民館の文化センターの機能が縮小されてきていますけど、現状

をお話しますけど、私、「どろん子」という学童保育をやっているのですけど、毎年夏

休みに４６人から５０人くらい子供は来ます｡「どろん子」を支援するボランティアの

会の人たちが、例えば「ななくさ会」の方が料理教室をやってくれるのです、文化セン

ターの実習室を使って。今あそこに６つの調理台があります。一つに子供が７人か８人

ぐらい、もうそれであふれてしまう。子供だけでなくて「ななくさ会」の人が１５人ぐ

らい来たり、大人の人が手伝ってくれますから。今日の資料を見ますと４台設置となっ

ていますね、調理台が。これではとても私たち使えません。これからの時代は親と子供

が一緒にお料理を作ったり、一緒に何かをすると、それで親子のつながりを強くすると、

それでないと子育てがうまくいかないということがよく言われているでしょう。皆さん

聞いていると思いますけど。ただそういう数であわせて、現状がこうだから４台にしま

したと、これでは、理念が何もないつくり方だと思います。その辺をぜひ行政の人たち

はもっと現実、これからの将来の子供たちをどういうふうに育てていいか、地域はどう

あったらいいか、そういうことをしっかり考えてこういう案をつくってもらいたいと思

います。以上です。 

会長   どうぞ。 

片瀬委員   片瀬です。 

  今面積の問題が出ていると同時に、ホールの問題について言えば、３５０人、４００

人はもう切り捨てという考え方になってしまうような気がします。確かに体育館とかそ

ういう部分を使えば、そういう会議はできるじゃないかというふうな意見もあるようで
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すけれども。農協の団体で言えば、あそこで必ず総大会を開かせてもらいますし、総代

の人数４５０人以上いるわけで、全員来るとは思いませんけれども、そういった意味で、

もう３５０人、４００人というのはもうすべて切り捨て、この中で、では多く人が集ま

るのはどういう行事かというと、いろいろな発表会とか、音楽関係の話でいろいろな形

で今意見が出ていますけれども、あれば使うという要素も大変大きな要素の一つかなと

いうふうに考えています。 

  そういった意味で、今、文化とか教育とかという話があるのですけれども、この建物

自体が今の面積とか、先ほど三宅さんが言われたような内容だと、どこに行ってもある

市民センター、どこにあっても平均的な、という部分でコンセプトとか、特色とかポリ

シーとかいうような話が出ていますけれど、何もない、ただ普通の市民センターができ

上がってしまうというような気がしています。そこら辺のことも含めて、やはりこの中

にはホールだったらすごいよ、あそこは。教育の分野だったら、あそこが充実している

ねとか、そういう部分をもうすこし色濃く出してほしいなというふうに考えています。 

会長   どうぞ。 

佐藤委員   佐藤です。 

  ８月の２３日でしたか、前の地域審議会の中に静岡市の出された基本構想案というの

がありますよね。ここの中の部分を再度、今私確認しているのですが、目的だとか、基

本理念が明確に示されています。施設の機能も示されています。そこの中で、それを踏

まえて、今お示しになっている市の検討案というのは具体的には出てきています。しか

し、この基本構想の中で、今の皆さんの議論にもふれるのですけれども、施設の規模の

中に建築延べ面積、旧蒲原町文化センターの現状面積を基本とします、と書いてあるの

ですね、ということはどうとらえるのかなということです。旧蒲原町文化センターの現

状面積を基本とします、という中に、支所機能を設けます、と言っているわけですよ。 

そこの部分については基本構想ですので、こういうものを我々審議会として受け入れ

ていくのかどうなのかということだと思うのですね。私の意見としては受け入れられな

いと。基本構想の中にも現状面積を基本とします、と言っているわけですよ。 

我々のとらえ方としては、旧蒲原町文化センターの現状面積ということは、この基本

理念の中の１から５の部分に含まれているのだよということを我々はとらえなければ

ならないのかなと思うわけですね。基本理念の中にいろいろきれいに書いていただいて

あるのですけども、現実的にはホールは可動式にしますとか。今の蒲原の文化センター
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の質はいいとは言いませんけども、それよりも狭くなったり、あるいは尐なくなったり

するということで、私は基本理念のとおりに本当に、今日出されている検討案がマッチ

しているのかなと、非常に疑問に思っています。ですからここの３，１７０ですか、３，

１７０の専用面積の部分については、ちょっと理解しがたいと思っています。 

  なお、資料１の専用面積の中では、今足してみたのですけども、確かに数字は平米数

で出ても足せば２，２６０あるわけですよ。しかしハイフォンをつけてあるところ、こ

れは、共用面積として４割程度が必要ということの算出で９１０というのが出てきてい

るのですね。現状の文化センターの資料５と比べると、比べてはいけないのかもしれな

いのですけども。比べるのはできない感じがします。 

  もう一つは、８月のときに出されたこの資料、先ほど説明のときに言われましたけど

も、旧蒲原町の要望の部分がベースになって、やはり出てきているのだなというふうに

感じています。基本構想の部分をどう具体化するかについて、何もない中でやるわけに

いかないでしょうから、旧蒲原町の要望のところをベースにしてきていると、では、私

は旧蒲原町が、こういう要望を出したということ自体を、情報として知り得なかったと。 

 そういうものをベースにしてくると、やはり、理解、あるいは受け入れられないとい

うふうに思います。 

  要はこの審議会の中で、この８月に出された基本構想を受け入れることがどうなのか

というのを慎重に審議していく必要があると思っています。 

会長   どうぞ、戸塚さん。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦です。 

  今日の資料の資料４ですけれど、ここに静岡市の公民館集会室等の一覧表があります

が、今回の旧蒲原町の市民センターは、これらの公民館とはちょっと違うと思うのです

よ。静岡市と合併して合併特例債が使用できる施設だと思います。対象人口もここに１

万２，９００と書いてありますけれど、これらの公民館とは私はちょっと違うと思うの

です、今回の建物は。それで基本中の基本であります延べ面積、これを第一に考え直し

ていただけないと話が進んでいかないと思うのですよ。現在の文化センターは４階です

けれど、今の敷地で上へ延ばすことは十分可能だと思います。静岡市との合併で一番の

目玉というか、住民も一番注目しているし関心を持っている施設です。この辺を十分理

解していただきたいと思います。以上です。 

会長   どうですか、ほかに。 
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  どうぞ。 

鈴木委員   鈴木です。 

  私も同じ意見ですが、今までの合併協議からの経緯を見ますと、前回も私申し上げた

のですけれども、１７年１月の合併建設計画の中で３，２００ですか、３，１７０とう

たってあると思うのですが。この中の防災センター等の中に支所が入っていたというこ

とはあり得ないことでして、その後出てきた支所機能を３，１７０の中に入れてという

形では納得はちょっとできないことだと。理屈的に言って時系列で事実を並べていけば、

これはプラスアルファで処理していただくしかないだろうというのが私の意見です。 

  当然このときには「等」というもの中に支所を含んでいたという理解はだれもできな

いことだろうというふうに、私は思います。それが１点。 

  それから、先ほどの資料２の利用率表を見ていますと、蒲原公民館の利用率というの

は全体で２９．４％となっておりますが、実際に使っていて、実感としては、決して取

りやすい状況ではなかったと思うのです。特に大会議室関係は泣く泣く予定を変えると

いうことが頻繁に行われていたと理解しています。それで実際に新しくできる市民セン

ターの、仮にホールを専用のものにするとなりますと、計画にある会議室の数は４つに

なってしまいます。今この資料１で出していただいているものを見ますと。仮にホール

を、我々の主張を認めていただいて専用にしますと、会議室は最大のもので９０人、そ

れを筆頭に４つということなりまして、そこの表を見ていただくとＰＣの会議室とか、

和室とか調理実習室を除いた会議室が８個過去にあった中で、この稼働率でしたから、

仮にこれが半分になってしまうというと、ちょっと現実的な稼働率とはかけ離れてしま

うのかな、６０％、７０％という、ちょっと考えにくい稼働率になってくるのかなとも

思いますし、仮にホールを専用にしますと会議室の数もふやしていかなければならない、

そうやってまた積み上げていっても、文化センターのみで３，１７０という数字という

のは適正であろうと、蒲原の文化センターの利用度から考えて。そのように私は思いま

すので、皆さんと同様に支所機能は別に３，１７０を確保していただきたいという要望

を地域審議会として出すべきだと、そのように思います。 

会長   だいぶ意見が出てきたと思いますけども、この辺でちょっと整理してみますと、

１３日の勉強会を含めて今回で３回目ですか、市民センターに関して。その中で今の意

見を聞きますと３，２００という数字にとらわれないでプラス支所機能という意見、そ

れと、要は今までの文化センターの利用度というものをもうちょっと細部にわたって考
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慮した上で確保していきたいという意見が多いように感じましたけれど、何かそれに対

してほかの意見を持っている方は出していただきたいと思うのですけれども。 

  どうぞ。 

鷲巣委員   鷲巣です。 

  すみません、とても申し上げにくくて、ぜひ合併してよかったと言われたいというこ

とで、どなたもすばらしいものを用意してほしいという気持ちは重々とてもよくわかる

もので、とても申し上げにくいのですけれども、結論として私が思いますのは、利用率

が続くかなということと、あと東海地震のこと、避難地として使いたいということもあ

りますし、今まではこれだけ利用度というのが出てきたと思うのですが、これから高齢

化、人口がどんどん減尐していきます、そのことと、やはり可動式の椅子の方が、東海

地震のことを考えますとやはり合っているかなと。個人的にはそのように思います。 

  あともう一つ、個人的な、ちょっと話がそれるかもしれないですけど、例えば前回い

ただきました「構想についての解説及び修正」という資料で、３ページに防災センター

のあり方というところにあるのですが、飛び地であるということで防災の面から孤立す

るのではないかという意識が働いていまして、どうしても蒲原を守らなければという意

識が住民に強いと思うのですね。ただでさえ飛び地である防災面で孤立するかもという

ことであるので、余計に生活環境やインフラ整備とか道路建設計画も同様ですけれど優

先順位がついてきて、放っておかれるのではないかという不安が住民にはあります。そ

ういった住民の不安を一掃するために、ぜひ合併に反対された方もいいものをつくりた

いという、すばらしいものを欲しいという気持ちはわかるのですが、やはり過去の利用

度とこれからの利用度の差を、頭にポイントとしておかないといけないかなと思うこと

です。 

  あともう一つこれ余談ですけど、注意しなければならないのはそのあたりで、庵原郡

であったときに、それぞれの３町の町議会の議員さん方もいらっしゃるわけですが、元

議員さん方もいらっしゃるのですが、町議会の体質というのが町の町民の体質になって

いたと思うのですね。やはり地域審議会においても同様のことが予想されますので、地

域審議会の体質が住民の体質になるかなということも思われますので、大変言いにくい

のですけれども、合併特例以上の例外の連続というのは、ちょっとまた考えて、本当に

必要なものは何かということを考えていただく方が大事ではないかなと思います。すみ

ません、ちょっと言葉不足ですけれども、思いがあることを言ってみました。 
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会長   どうぞ。 

望月委員   望月でございます。 

  私はこういう施設というのは、大きくあればいいというものではなくて、またあれば

使うというものではないと思うのですよ。だれが使うかということは、これは、この地

域の人はもちろん、静岡市民全員が扱うべきもので、その利用率がいかに高いかという

ところにやはり税金を投入しただけの価値があって、本格的ホールが望ましいというこ

とは確かにだれもがそう思うと思うのですが、現実論として、今よりあの音響ではどう

しようもないもので、いいものをつくってもらいたいのだけど、前回も言いましたが私

は。本当に本格的なホールをつくるのだったら、やはり静岡市民が遠くは井川の方から

用宗、蒲原からも行って、いいホールで本当のものを聞くのが文化性であり、いいと思

うのですよ。そういうものはやはり静岡市民が集まりやすいところに、やっぱり市の中

心部といったら中心にいいものがいってしまうということになるのですが、それが必要

ではないかと思います。何しろ今のホールではちょっとよくないのではないかなという

気持ちがしますが。そしてあと必要なものと不必要なものを決めていった数字が当局は

大体３分の２で、それに支所機能を入れて３，２００となるのですが、まずホールの座

席数が何席かを決めていかないと、その数量が出てこないと思います。支所機能は今し

っかり出ていますが。ですから座席数をすぐ出せといって出せる話じゃないですが、現

状でいいのか、それとも２５０が尐ないのか、もっと大きいものがいいのか、それを決

めていって支所機能をプラスされて、全体の、ここの地域に必要なものが出るというよ

うに感じますが、以上でございます。 

会長   今お二方の意見を聞きましたけれども、それに対する何か意見ありましたら。 

  どうぞ。 

石野委員   石野です。 

  今、日本はいろいろな面で格差の時代になっていますよね。文化もそうだと思います。 

東京大都市に文化が集中している。静岡県だと静岡市。そういうように、ますますこ

れから格差が広がる時代に我々は今生きて、大人は次世代の子供に何をしてあげられる

か考えると、やはりこういう小さな田舎の蒲原でも静岡市の中央に負けないようなホー

ルがあるとか、文化施設があるとか、そういうようなことを考えてつくるべきだと思う

のですよ。尐子高齢化の時代だからこそ子供も大人も老人も、あの市民センターへ集ま

って文化をやりながら楽しもうと、人生を楽しもうと、そういうものであるべきだと思
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うのですよ、これからつくる文化施設というものは。ただ、人数がどうだとか、こうだ

とかじゃなくて、やはりそういうきちんとしたビジョンを持ったものをやっていかない

と。作ったら、何だこんなものつくったと、後世の人たちに笑われるようなものでは困

るわけですね。しっかり考えなくてはいけないと思います。以上です。 

会長   どなたか。どうぞ吉田さん。 

吉田委員   吉田です。 

  石野先生のお話も大変わかります。でも私はちょっと現実的に考えたいと思います。 

ここに示されている利用率は昨年度のものでございますけれども、実際に合併して今

年度、私ども活動をしているところで利用状況を見ていますと、明らかに落ちていると

思います。その原因の一つには各会議室等、利用者によっては有料化されたということ

が背景にあると思います。有料化されたことが本当にいいことか、悪いことかそれはわ

かりません。しかし現に利用率は減っております。私の私見ですけれども減っていると

思います。蒲原の住民として大きいものを、それからホールも立派なものを、そういう

ものを望むのは本当に自分、個人としても望みたいところでございますけれども。例え

ばホールを、すばらしいホールを音響効果の立派なすばらしいホールをつくった場合に、

それがまた現実的に有料化された使用料というのでかかってくるとすれば、一体どれだ

けの人が利用するだろうと考えると、ちょっと疑問に感じるところがあります。 

  鈴木さんの言われるようにホールとして一つをキープした場合に、会議室の数がなく

なってしまう、そういうことを考えるとやはり、ホールは欲しいというのは背景にあっ

ても、多目的ホールで抑えなければならないのかなというのが現実的な思考だと思いま

す。 

本当に住民としては大きいもの、立派なものとは言いたいのですけれども、現実的な

考え方で述べたいと思います。 

会長   どうぞ、稲葉さん。 

稲葉委員   稲葉です。 

  今、吉田さんと、先ほど二、三の方のいろいろな意見を聞いていたのですけれども、

現実、では今までの、今ある場所でどういうふうなことが行われているのだろうか。先

ほどもちょっと出ましたけれど、会議室も連日連夜、もうスケジュールがいっぱいです

よね。すごく多くの人が使っていると思います。 

  ホールにしても、やはりここに４００人規模の、１７年度４００人規模の会合という
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のも１０から１４件ぐらいですか、現にあるわけで、中にはもう尐し、やりたいけれど

もここではかなわないからってやめている場合もあるわけですね。これから尐子高齢化

とかでだんだん利用率が下がるだろうとか、何か非常にマイナスの気持ちの発言がある

のですけれども。もう私たちからしたら、もっともっとあそこを使って、また使えるよ

うな活動を住民がしていくという、そっちのパワーの方が大事じゃないかなと私は思っ

ています。その一つの起爆剤となるのがすばらしいホール、すばらしい、もう尐し会議

室をふやして、要は面積をふやすということです。用意することが、蒲原の住民、市民

の、まずそれを使った別の動きになっていくのではないか、それを期待しながらある程

度夢を持ち、新しいものをつくっていくということの方がより現実的ではないかなとい

うふうに私は思います。 

  面積とかいろいろなものの制約があるから取り合いっこになって、そんなことではな

くて何が必要かということで、その積み上げで、あるぎりぎり許される制限の中でやっ

ていくということで、そういうふうな見方をした方がいいのではないかなと私は思いま

す。 

会長   どうぞ。 

吉田委員   吉田です。 

  何も希望がないような意見を述べたわけではなくて、実質、本当にどの部屋も有効利

用できるような形にしていくにはどうかと考えた場合のお話を私はしております。した

がって、例えば先ほど調理室のお話がありましたけれども、個々に見ていきますと調理

室などは４台の調理台ではなく、現在のように６台プラス先生のデモンストレーション

用の調理台があったり、それぐらいの規模がないとやはり子供と、指導していく、一緒

に活動していく大人たちのスペースは確保できないとか。個々に見ていくとそれなりに

スペースを確保しなければならないもの。それからそのものによっては、ホールは、本

当はあれば、立派なものがあればいいのだけれども、その立派なものをつくったあとに

どれぐらい利用されるだろうと考えた場合のことを考えて、やはり本当は多目的の可動

式は嫌だけれども、そういうのでも仕方がないのかなという話で、何も希望がないよう

な意見を述べたわけではございません。 

会長   どうぞ、辻さん。 

辻委員   何か時間がたったのでちょっと自分の考えも、吉田さんのお考えもなるほど

なというふうに聞いていたのですけれども。規模とかそういうのも、ここではなかなか
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では２５０人にしようかとか、４００人にしようかというふうな難しい問題で、その辺

をどこまで私たちが決め、意見が通るのかということもいろいろ疑問ですし、立派なホ

ールをつくったらどのくらい利用されるかと言われてしまうと今の段階ではなかなか

蒲原の地域には崇高な文化も育ってないかもしれないですよね。だからこそこれからの

ことを考えると、やっぱり今より悪いということになるわけでしょう、可動式というと。 

そんなの要らないなという感じはするのです。だから予算とかもあるのかもしれない

ですけど、そこまで私たち考えないでやっぱり希望を述べていきたいと思いますので、

規模は尐し小さくなってもきちんとしたホールとか、それから調理室も、それから一つ

一つをそういうふうに意見が述べられる範囲で述べていきたいと思います。以上です。 

会長   どうぞ、鷲巣さん。 

鷲巣委員   鷲巣です。 

  私もいいホールとか市民センターは欲しいです。正直言って欲しいです。ですから皆

さんのお気持ちがすごくよくわかるのですけれども。例えば蒲原地域のこれから、地域

全体としての目指す大きなテーマ、方向性ですね、町が進む道ですね、合併しましたが。 

それを住民に提示する、打ち出す必要が地域審議会であるのではないかなと思うので

す。 

理念とか地区ごとのマスタープランとかではなくて、地域全体で、みんなで一緒にや

っていく、町をどういう方向に持っていくかという方向性です。それがある程度の計画

があればこれだけの面積、これだけの平米数が欲しいなということは、私も強く出した

いのですが、今の時点でそれがまだちょっとつまびらかになっていないということなも

のですから、どうしても理想よりは、まず現実でというふうなルートを考えざるを得な

いという形になります。 

  あと資料２のところで文化センターのホールは８．７利用率ですけれども、舞台のみ

３１．２、それから講習室３７．１とあるのですけども、これを見ますと生涯学習を学

ぼうという意欲がすごく大きいし、きっと舞台のみというのは、ホールはそれほどでも

ないのですが、リハーサルとかそういったのに使われると思うのですが、そういった舞

台とか講習室は、利用されているところというのは本当に見捨てられないなと思って今

見ていたのですけれども、学習意欲がすごくあると思うので、そういうこれから見込ま

れるところに、これはというものに力を入れてというか、エネルギーをかけて淘汰社会

とも言われます、何でもかんでも拾い上げるのではなくて、本当に必要なものを拾い上
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げて、要らないものは多尐目をつむっていく、そんなことが必要ではないかなと思いま

す。以上です。 

会長   どうぞ。 

戸塚（善）委員   時間がないから、もうあと１５分しかないですけれど、とにかく現

状のままでいいのか、この当局の方で出してきた、この案で進めるのか、そこのところ

を、一度確認して、あとのホールがどうのこうのということは外の器が決まらないこと

には中もだいぶまた変わってくるのではないかと思うのですよ。そこのところを今のま

までいいのか、それとも僕は８月の２３日のときに３，２００プラス８００という数字

が、これピシャリですよね、防災設備とあれを出すと。そういうふうな要望を出してあ

りますけど、それでは要望が大き過ぎるのではないか、皆さんでやっぱり一度考えても

らいたいと思うのですよ。とにかく箱をつくらないことには、箱の大きさが決まらない

ことには中のつくりが違ってくると思うのですよ。小さければ小さいなりにやらなけれ

ばならないし、だから小さいなら小さいでいいということだったらそれでやればいいで

すから。 

会長   どうぞ。 

広域行政室長   三宅です。 

  先ほども３，２００平米の中に、支所機能が入っていたのかどうかという話をさせて

いただいて、先ほど申し上げたとおり建設計画は「等」の中にそこら辺が入っているか

どうかというのは公にされていない部分でありますので、それは確かに事実です。 

  ただそのあと、昨年の９月に蒲原町の要望が出てまいりまして、その中で支所機能、

出張所機能という形で入ってきました。これにつきましては合併協議会のときにも建設

計画を策定する段階で、いわゆる事務局レベルでその原案を検討した中では、やはり出

張所とかあと市民センター、ＮＰＯセンターというような形での要望が出ておりました。 

ただこれはあくまで公にはされてないものですから、特にそれが「等」に入って云々

という話ではないのですが、ただそれを受けまして静岡市が昨年９月に蒲原町の要望を

受けておりますので、特にそれがいわゆる……。 

戸塚（善）委員   蒲原町の要望というのはワーキンググループの……。 

広域行政室長  そうです。前回出していただいたものが出ておりますので、それを受け

て、その「等」の中にそういうものが含まれていると、そういう理解でおります。以上

です。 
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会長   どうぞ。 

戸塚（善）委員   結局はこの協定書の中にしっかりとうたってあることを実行する分

ならいいです、しょうがないですよ。確かに。このときにうやむやにしておいて、その

あとワーキンググループの中から出てきたから、今まで霞の中にいたのが表へ出てきた

ということになるのですよね。玉虫色であれしたものが結局表に出てきたと言うことで

しょう、今回は。だからここのところではっきりと、そういうふうなことで３，２００

平米の中に、防災センターも支所機能も整備するというふうにしっかりとうたってくれ

ればよかったのですよ。そうすればこういう問題が出てこなかったのですね。それをう

やむやにするからこれでは納得いかないじゃないかなということなのです。それでとに

かく箱の大きさができている、さあ中をどうする、こうする、で、いじる。そういうこ

とでしょう、要するに。私はそういうふうに解釈しますけどね。 

  ですから結局３，２００を最低でも、今の文化センターの施設はそのままにして、防

災センター、それから支所機能を、この前言ったとおり８００と、それで４，０００ぐ

らいの規模にしたら今までのホールにしろ何にしろ悠々とできるじゃないかなと思う

でのですよ。だから今までの利用者の利用人数を基準にしないで、これからそういうふ

うなものをつくって、もうちょっと大きく利用率をふやすということに、やっぱり主眼

を置いていった方がいいような感じがするのですけどね。 

会長   では、ここで、議長として、議論もかなりいろいろ出ましたけれども、前提と

して１０月中に審議会としてある程度意見をまとめたいと、それが大前提にあります。

それが今最短で市民センターをつくる方法だと私も思います。その中で今日も前回の１

３日もいろんな意見を出してもらいました。今日ここで今のいろんな意見を一本化にま

とめられるか、残った時間で。あるいは１０月６日でよろしいですか、大体時間的には。 

広域行政室長   はい。 

会長   次回１０月６日ですね。その時点で、皆さん持って帰って１０月６日で結論に

するかということもあると思いますけども。 

戸塚（善）委員   その前にある程度こういう要望があるということ静岡市の方へ、市

の方へはっきりと要望するなら、しておかないと。答えをもらわなければならないでし

ょう。１０月の６日の日に答えをもらっても、またやらければならないでしょう。 

会長   答えは。 

戸塚（善）委員   ……だけどね、答えをもらわないことには。 
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副会長   答えをもらうではなくて、審議会として、この市民センターを建てるに当た

って皆さんの意見を聞いてくださいと、それをまとめてくださいという話だから。皆さ

んの意見を最終的には市長のところに出すわけですね。蒲原地区の審議会の意向として。 

あとは当局の方でそれをどう判断するかというのは、当局の方の判断なのですよ。だ

からどっちかというと、諮問はされてないけども、市長がこの審議会に市民センターを

つくるに当たって、やはり審議会の意見を聞きたいと、そういうことなのですよね。そ

れで皆さんの意見をいろいろ出してもらって、それを最終的にまとめて市長のところに。 

戸塚（善）委員   それは言っていることはわかりますよ。百もわかりますよ。しかし、

そうすると今副会長の話を聞くと、要望は出したけど静岡がどのような判断をするかは

わからないと。そうするとこの場は何、ただ要望を出すだけ。 

副会長   だからね、地域審議会……。 

戸塚（善）委員   だけどそれが、こちらの要望が答えとして出てこなければ意味がな

いじゃないですか。それこそガス抜きですよ、ただ。 

副会長   いや、ガス抜きじゃないですよ。 

戸塚（善）委員   そうじゃないですか。 

会長   寺門さん。 

寺門委員   今、戸塚さんの言うこともわからないことはないですよ。だから１０月６

日に、三宅さん、答え出しますよね、答申をうちの方で。 

副会長   答申じゃないけどね。 

寺門委員   結論出しますよ。 

広域行政室長   結論というのはまだ。 

寺門委員   うちの方の考え方が、審議会の考え方を出します。予算という関係が１９

年度の予算に反映するということは、こちらから要望を出して、静岡市長さん、要する

に市の方の当局がどういう受け入れをしますよという返事はどういうふうな形で来る

んですか。 

会長   どうぞ。 

広域行政室長   三宅です。 

  今後の予定、この後それをご確認いただくわけなのですが、次回は１０月６日という

のはまず決まっております。そこのところで地域審議会としてこの市民センターの建設

について意見集約がなされまして、なされるかどうかそこら辺も審議していただくしか
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ないのですけれども。それを受けて。ただその時に意見集約ができなければ、また１０

月中に、開催をしていただくということも考えられますので、それによってスケジュー

ル的にも変わってまいります。 

  ですから、どうしても１０月６日にすべてまとめていただくということができるか、

できないかというところがまた一つ。 

副会長   要するに、今言っているのは私たちがまとめた内容がどういうふうに反映さ

れたかというのがわかるかどうか、どういう形でわかるのかということをお聞きしたい。 

寺門委員  意見集約が、市の方の対応がどういう形で、この審議会の方へ返事をもらう

ことがいつできるのか。 

広域行政室長   そこのところはこちらの方で、今日もいろいろなご意見をいただいて

いますので、そちらの方、こちらの方、当然それに対しての検討を再度させていただい

て、また次回その話もさせていただきます。 

  ある程度そこのところがまとまり次第、それに対して最終的にどうするかというとこ

ろをまた次回、お話をさせていただきたいと思っています。 

戸塚（善）委員   戸塚善久ですが、結局今そういうふうにして、今日の雰囲気を大体、

三宅さんもわかっていると思うのですよ。それをだれかに一応報告しますね。すると思

うのです。蒲原の地域審議会の状態は今こういう状態ですよ、ということで言ってもら

いたいと思うのですよ。市長に言うかだれに言うか知らないですけどね。そうなったと

きにある程度の具体的な例が、もう出してありますからね、そうなると、言った時点で

蒲原の気持ちというのはこうかというのが市長に通じるか、だれに通じるか知らないで

すけどね。ある程度、三宅さん自体も把握できると思うのですよね、この次のときまで

に、それは大変かな。 

寺門委員   寺門です。 

  ６日、間に合うならば６日にここの審議会の答えと言いましょうか、まとめを出して

結論をもらうという形にしたらいかがですか、皆さんどうでしょう。 

副会長   ただ、こういう提案されているでしょう、静岡の案が提案されていますよね。

例えば今話を聞いていると静岡の案であると、この当局の案では不満だと、こういうふ

うにしたいと言ったときに、それではそれに対して会議室はこうだとか、具体的に出し

ていかないと今度は実施計画の予算を組まなければならないのですよね。基本計画と実

施計画の予算を組むのにある程度具体的なものを出しておかないと、基本計画に予算は
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組めないのですよね。だから出すに当たっては、例えば先ほども言っているように 

３，２００プラス７５０だという形の中で、では、こういうものとこういうものと、会

議室はこうしていただきたい、こうしてほしいとか、いろいろ具体的な内容が出てこな

いとなかなか最終的な案ができないのではないかなという気がするわけですよ。ただ面

積だけではなくて。そういうことだと思うのですよ。 

会長   どうぞ。 

寺門委員   今副委員長のお話わかりましたけど、そうすると資料１の蒲原町要望です

が、これに対して市の検討案が書いてあるわけですね、比較表が。そうすると、この比

較表を一つずつあたっていって、これは必要だよ、これ必要ないよとか、もっとふやす

べきだとかというものを、それではもう一度１０月６日までの間に一回集まって、これ

を全部消し込んでいってやっていけば、一つの大きなあれが出るのではないですか。 

副会長   先ほど戸塚善久委員が話をしたのは、要するに３，２００は今の文化センタ

ーと同じ内容を残すんだよと、それにプラス蒲原支所分の７５０を入れるんだよという

話が皆さんの中で、例えばそれが、もう審議会の案としてそういう要望をしておこうと

いうことなら、では今の蒲原文化センター、今度は市民センターなるのですけど、その

内容で全部いこうかとか、そういう話を今度はして、それでいいじゃないですかと言っ

たら、そしたらその現状とプラス支所でオーケーよと、要望出そうよ、というようなこ

とを６日の日に。６日の日にまとまらなかったら、その１０月の末までにもう一回ぐら

いは会が持てるというから、そこまでにそういうことをやらないと、具体的な基本計画

の予算が立てられないですよね。そういうことまで考えてやっていかないとまずいなと

いう話です。 

寺門委員   三宅さんいいですか。寺門です。 

  各部屋が決まってかないと、予算はどうなる？概略設計とかそういうのは。ただ３，

１００、それじゃ７０でよろしいでしょうという場合にはどうですか。 

広域行政室長   三宅です。 

  今日資料１で各部屋を細かくではないのですけれど、示させていただいて、先ほど副

会長からもお話がありましたように、基本的にはそれについてご検討をいただきたいと

いうことでお示しをさせてもらいました。 

  ただﾞ個々の、これを細かく出さなくて、施設ごとに７２０平米とかという形で記載さ

れておりますように、個々の部屋がどれぐらいのという部分の細かい部分までは、そこ
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までは考えてないです。 

会長   はい、どうぞ。 

宮田委員   私は最初のときにいなかったものですから、ワーキンググループが市と話

をしたこと自体が決定事項なのですか、これは。ちょっとわからないのですけれど。あ

くまでもこういうことが載っているのは、決定事項であって、その当時に、まだ議会が

あったと思うのですけれど、議会の方にも、私の方も全然見ていなかったのですけれど、

これはどういうあれでこういう決定事項が、ここまでの強い要望としての中に入って、

それと静岡市との検討の課題になったのか、そこら辺ちょっと私わからないのですけど、

そんなに決定するような諮問機関なのですか、このワーキンググループというのは。 

会長   今やっと出させていただきましたけど、私も一番ここを疑問に思っているとこ

ろです。旧蒲原町要望となっていますね、１案の。これがどの程度のものなのかという

ところが、皆さんが、最初に出してくれると思っていたのですけれど、一番最初に。 

会長   どうぞ。 

宮田委員   だからワーキンググループの、この話し合いが、市との話し合いがこれだ

けの強い要望としての中で挙がってきていて、我々がそれを検討するような、果たして

それだけの組織だったのか。それを私ちょっと疑問に思います。そこら辺が挙がってき

たものが審議会で検討するような内容になっていたのか、それだけのものがあったのか、

それがちょっと私はわからなかったのですけれども。あくまでもそれに沿って、今この

話し合い、審議会を行っているのですけどね。これがどこまでいって承認されてきたも

のなのか、ワーキンググループがただ提出したものなのか、そこら辺がちょっとわから

ないのですけど。そこら辺はどういうあれになっているか、いきさつをちょっと説明し

ていただけますでしょうか。 

会長   どうぞ。 

佐藤委員   今、宮田委員の関係ですけれども、今この審議会でそれやっても、私はわ

かる人はいないと思います。だから残念なのですよ。静岡市の方は一つのベースにする

ために旧蒲原町の要望というものを出してきているわけですよ。それをベースにつくっ

てきているわけですね。私はそういうふうに捉えています。だから、要は静岡市の方と

しては検討するものがないから、材料がないから旧蒲原町の、それはワーキンググルー

プという、どういう位置づけのものか僕はわかりませんよ、そのものをベースにせざる

を得なかったということだと私は感じています。だから宮田委員の言われることもよく
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わかるのですよ。それをベースにつくられたものを、この地域審議会のメンバーの中で

やって、本当にいいのだろうかと素朴な疑問もありますけれども。しかし、それを言っ

ていては、前に進まないというふうに私は理解しているものですから、それを受けとめ

ながらやっているのですけれどもね。だからどういうものだったのか、経過を示せと言

われても多分説明できる人はいないと私は思います。 

会長   はい、どうぞ。 

鈴木委員  私は、あえて質問しなかったのですが、ワーキンググループに関しては。こ

れは当然、当局の事務レベルの協議でありまして、尊重されるべきだとは思うのですけ

れども、拘束力は何もないものだというふうに当然に思っていましたので、あえて質問

はしなかったのです。その理解で間違いなかろうかと私は思っていますが、はい。 

会長   ４時、時間になりましたので、一応まとめさせていただきます。 

  今日はいろいろな意見が出まして、結論というところまではなかなかいかないと思い

ます。次回が１０月６日を予定していますけれども、できればここで審議会の意見とい

うことをまとめられたらなと、最悪、もう一度その間に、この予定表でも１０月はもう

１回入っていますから。ここであとの日程を今日決めるかどうかの問題がありますよね。 

  あとの「その他」のところでやりましょうか。 

  もう一つ、では、ちょっと時間いただいて、時間がきていますけれども、前回総合計

画ということで問題になりました体育館とプールの問題。できたらここでちょっと市の

考え方を、基本的な考え方をちょっとここで聞かせていただければ参考になるのですけ

れども。 

企画調整課長   企画調整課長の久朗津です。 

  総合計画上は、体育館とプールですか、それについては新市建設計画上は載っており

ませんけれども基本的に、例えば修繕が必要であるだとか、耐震が必要であるだとか、

建替えが必要だというような部分があれば、それは各所管課、その事例でいきますとス

ポーツ振興課になりますけれども、そちらの方から予算要求というか、事業をしたいと

いうことで要求が挙がってきます。基本的には旧蒲原町の体育館、現蒲原体育館ですけ

れども、これについては耐震補強が必要だということでスポーツ振興課の方から、その

耐震補強の予算要求は挙がってきております。ただ、それを建替えるというのには、要

するに耐震補強上の０．３以下ではありませんし、まだ年数的にもたっておりませんの

で補強計画を立てて、順次直していくというふうな形になろうかと思います。 
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  プールの方につきましては、まだちょっとスポーツ振興課の方には聞いておりません

けれども、今あるのが子供用のプールということで、大人の方は小・中学校の方のプー

ルを利用しているということから、本当にプールをどうしても建替えなければならない

という必要性が住民の方から、また体育協会だとか、そういうところから要望があって

検討をされて、どうしても必要だということで判断がされればそれでまた改修なり改築

なりの計画が挙がってこようかと思います。そんなような状況になっております。以上

です。 

会長   よろしいでしょうか。 

  それではほかに、その他何か事務局からありますか。 

事務局   ただいま、これからのスケジュールについてもいろいろ出ておりまして、 

１０月の６日予定がもう既に組まれております。これは午後２時から、この地区の市民

センターの地域要望についての意見集約と、意見集約の流れとしては、これが最後にな

るのかなとは思いますけれども、お手元に開催通知をお分けしてありますのでご確認を

お願いいたします。 

  それでその後の展開ですけれども、さらに市民センターについてのご意見をまとめ報

告ということがどうしても必要な作業となります。したがいまして、１０月下旬に、も

う１回予定をしなければならないのかなと考えておりますけれども、この日程をあらか

じめ事務方でちょっと調整させていただこうかなという形、ちょっと作業をいたしまし

た。 

  具体的な候補として、１０月の２７日の金曜日、これでまとめられた意見を報告する

という形のスケジュールを今お手元にお渡してございますけれども、報告するというこ

とでやったらどうかなということでございます。 

  １０月２７日は金曜日でございますけれども、いかがでございますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

稲葉委員   ２７日は清水のＮＰＯセンターのオープンなんですね。 

事務局    時間的にも。 

稲葉委員   そうですね。それと県の公民館大会もありますね。 

事務局   １０月は、５週ありまして、２７日というところは２７日というのは、これ

２３日から２７日までの間でございますけど、これが第４週目に当たります。５週目が

３０日と３１日しかないということで。もう一つ市の財政関係の締めがスケジュール的
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に制約という形でございますので、いずれにしても第５週にぎりぎりずれ込むか４週ぐ

らいの間にですね、お願いしたいと思いますけれども。 

  ２７日も２時からですけれどね。 

  ２７日、いろいろご都合の悪い方もいらっしゃいますけれども、ぜひ非常に重要なま

とめの時期ということでご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

  よろしいでしょうか。ではよろしくお願いいたします。 

  開催時刻は午後２時から、場所は今日のこの場所です、ということでございます。 

  今後のスケジュールについては以上でございます。あとは議長の方に、またよろしく

お願いします。 

会長   今、６日の後が２７日ということで一応決まりましたけど、稲葉さん、何とか。 

  それと６日でまとめるために、いきなり６日でいいかどうかという問題がありますけ

れども、どうですか。ぜひこの６日の日に、ある程度まで意見を集約したいと思います。

今日の内容を聞いていまして、いいものをつくりたいということは皆さん一致したとこ

ろだと思いますので、まとまるのではないかと思いますけれども。その方向で６日の日

ということでやらせてもらいましょうか。その段階でどうしてもあれだったら、その次

に、２７日までの間にもう一回開催するかどうかということになると思いますけれど、

それでよろしいでしょうか。そうさせてください。 

  では、尐し時間が過ぎましたけれども議事がすべて終わりました。本日の会議録の署

名は名簿順に山崎委員にお願いしたいと思います。 

  それではこれをもちまして、第４回の地域審議会を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

 

      （午後４時１０分閉会） 
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