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第５期第１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２６年６月１３日（金） １３時３０分～ 

 

２ 場 所   静岡市役所静岡庁舎８階 市長公室 

 

３ 出席委員  （委   員）大石委員、坂本委員、杉浦委員、緑川委員、服部委員、 

日野委員、望月委員、吉川委員 

        （事 務 局）清水区長 

               区政課：荻野参与兼区政課長、加藤課長補佐、櫻井主査 

        清水区地域総務課：海野参与兼課長、志田課長補佐、 

望月主査、柴川主任主事 

               蒲原支所：石川蒲原支所長 磯部課長補佐 

 

５ 議 事    

 （１）地域審議会のこれまでの活動内容 

 （２）合併建設計画推進状況説明 

 （３）第５期審議会の今後の進め方 

 （４）第５期（平成２６年度）のスケジュール（案）について 

 （５）その他 
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地域総務課主査   定刻になりましたので、第５期第１回静岡市蒲原地域審議会を始

めさせていただきます。 

  これからの司会進行を務めさせていただきます清水地域総務課の望月です。よろしく

お願いいたします。 

  はじめに、御報告いたします。 

  本日は、志田委員、米倉委員の２名から、欠席の御連絡をいただいております。 

  「地域審議会の設置に関する協議書」第７条３項に「審議会は、委員の半数以上が出 

席しなければ、会議を開くことができない。」と規定されておりますが、本日の出席

者は８名で、過半数を超えておりますので会議は成立することを御報告いたします。 

  開会に先立ちまして、府川清水区長より御挨拶申し上げます。 

（区長挨拶） 

区長   改めましてこんにちは。区長の府川でございます。今日は委員の皆様、御出

席誠にありがとうございます。 

  まさに今日から、第５期の審議会がスタートします。これまでにも、第１期から第４

期、事業進捗や蒲原地域の課題等々について、活発な意見交換をしていただいている

ところでございますが、今回で最終期になりますので、皆様方には最終的な取りまと

めをしていただくことになります。 

  ２年間という短い時間でございますが、また、まとめ役ということで大変な御苦労を

かけると思いますが、ぜひ皆さんのお力で最終的な方向性を定めていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。本日はありがとうございます。 

 

地域総務課主査   ありがとうございました。 

  それでは次第に沿って進めさせていただきますが、会長が決定するまでの間は、事務

局で進行を務めさせていただきます。 

  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、次第と委員名簿、次

に資料１－１「市町村の合併の特例に関する法律」 

  資料１－２「静岡市及び蒲原町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書」

と「協議により定められた事項を変更する条例」次に 

  資料２－１「蒲原地域審議会活動内容」 

  資料２－２「静岡市蒲原町合併建設計画」 
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  資料２－３「第５期蒲原地域審議会の進め方」、最後に 

  資料３「第５期平成２６年度 蒲原地域審議会スケジュール（案）」 

 でございます。お手元にございますでしょうか。 

  なお、本審議会は、地域審議会の設置に関する協議書に基づき公開となります。会議

録作成のため、録音させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは委員の改選後初めての審議会となりますので、初めに、皆様から自己紹介を

お願いしたいと思います。 

  それではまず、大石委員から起立してお願いいたします。 

大石委員   大石です。この名簿にありますとおり、元蒲原町体育協会会長として、

静岡市との合併の前からずっと町に携わってきました。蒲原地域の住民は静岡市と合

併して良かったのか悪かったのかは半々ではないかと感じていると思います。今回、

最終期の審議委員をやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

坂本委員   蒲原中に在住の坂本たか代と申します。４期目に引き続きまして２度目

となります。よろしくお願いいたします。 

杉浦委員   蒲原小金の住民であります杉浦英昭と申します。名簿によりますと、商

工会の代表という形で今回この地域審議会に参加させていただきました。最終の地域

審議会ですので、何とか蒲原地域の皆さんが、ああ合併してよかったんだなと思って

いただけるようなことにまとまればいいなと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

服部委員   蒲原地区連合自治会会長の服部でございます。よろしくお願いします。 

  私は、静岡市や関連の審議会の委員を３つほどやっておりますので、この審議会に 

も役立つことがあればいいかなと考えておりますのでどうぞよろしくお願いします。 

日野委員   蒲原の新栄町に住んでおります日野信子と申します。蒲原町時代に社会

教育委員というのをやっていたために、このような地域審議会に関わらせていただく

ようになりました。お蔭でいろいろ蒲原のことを考えるチャンスを与えていただいて

ありがたいと思っています。 

  あと２年、どこまでお役に立てるかわかりませんけれども、一生懸命考えていきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

緑川委員   蒲原新栄町の緑川でございます。 

  現在、蒲原地区まちづくり推進委員会の会長をやってる関係で、この審議会の委員を
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やらせていただくことになりました。前期には自治会長の立場で委員をやらせていた

だきました。よろしくお願いいたします。 

望月委員   望月秀美でございます。よろしくお願いをいたします。 

  私は、学識経験者となっておりますけれども、現在静岡県の体育協会の理事、それか

らスキー連盟の理事長を仰せつかっております。 

  私は、３期、４期と委員をさせていただきまして、最終年ということでございますの

で、誠心誠意努めてまいりたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

吉川委員   吉川と申します。よろしくお願い申し上げます。 

  この名簿に会社役員とありますが元でありまして、何もないという立場であります。

まして蒲原には２年前に引っ越してきて、全く蒲原のことがわからない。ただし７１

歳になりますが、会社の関係でその３分の１を蒲原で過ごしています。しかしそれも

相当前の蒲原を知っているだけですので、蒲原には何の役にも立ってない人物であり

ます。本当に何にもわからないもんですから、ぜひ皆さんの力をお借りして、また教

えていただいて、審議会に参加させていただこうと思っています。よろしくお願いい

たします。 

地域総務課主査   委員の皆様、ありがとうございました。 

  続きまして、次第４の「正副会長の選出」に入ります。 

  お手元にあります資料の１－２「地域審議会の設置に関する協議書」第６条に、会長

及び副会長は、委員の互選により選出となっております。 

  皆様方に、立候補される方、あるいはどなたかを御推薦される方について伺いたいと

思います。立候補される方、あるいはどなたかを御推薦される方は、いらっしゃいま

すでしょうか。 

  坂本さん、お願いします。 

坂本委員   坂本と申します。 

  私は前回４期目に委員をさせていただきまして、その折に、副会長をされてました望

月秀美さんが適任だと思いまして、推薦をさせていただきたいと思います。御本人様

も先ほどおっしゃっていましたが、３期、４期と委員を継続され経験も長くていらっ

しゃいますし、副会長をやっていたこともあり、この審議会の運営についても慣れて

らっしゃると思います。そういうことでまた今後は望月さんにやっていただけたらと

思います。 
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（「異議なし」の声あり） 

地域総務課主査   ありがとうございます。 

  ただいま、坂本委員から望月委員の御推薦がありましたが、他の委員を推薦される方、

または立候補される方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（拍手） 

  他にいらっしゃらないようですので、推薦されました望月秀美委員を会長とすること

でお願いいたします。 

  今拍手を既にいただきましたので、異議がないということでよろしいですね。 

（「異議なし」の声あり） 

地域総務課主査   はい、ありがとうございます。 

  皆様から御賛同いただきましたので、望月秀美委員に第５期静岡市蒲原地域審議会会

長をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  続きまして副会長の選出ですが、会長と同様に互選となっております。立候補される

方、あるいはどなたかを御推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

特にいらっしゃらなければ、副会長は、会長を補佐する立場でもありますので、会

長さんの指名ということでもよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

地域総務課主査   よろしいですか。 

  それでは、会長の指名で異議なしとの声をいただきましたので、望月会長からどなた

か御指名をいただけたらと思いますが。 

会長   ただいま会長の指名をいただきましたが、私も副会長の候補を用意してきて

いるところがございません。それで、急に指名して失礼に当たるかと思うんです。そ

んなことでちょっとお時間いただくというわけにはいかないでしょうか。 

地域総務課主査   今から少し皆様で御審議されるということですか。 

会長   その、私がお願いをしたいと思ってる方が、打診をしても何の準備もされて

なかったりすることが考えられて、それが本当にいいかどうか私も自問してるところ

なんです。 

地域総務課主査   委員の互選で決定ということになりますので、もしよろしければ、

今から皆さんで御歓談をしていただいて、決定していただいても結構なんですが。 

会長   よろしゅうございますか。 
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地域総務課主査   わかりました。それでは、一旦休会とさせていただきますので、

委員の皆様でお話し合いをしていただけたらと思います。 

会長   はい、ありがとうございます。 

                          （休会） 

地域総務課主査   それでは再会をさせていただきます。 

  では改めまして、会長さんから副会長の御指名をお願いいたします。 

会長   それでは、副会長について御指名させていただきます。 

  緑川委員にお願いをしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

（拍手） 

地域総務課主査    今、皆様から拍手をいただきまして、異議なしということですので、

副会長は緑川委員にお願いいたします。 

  第５期静岡市蒲原地域審議会の正副会長が、これで選出されました。御協力ありがと

うございました。 

  ここで、正副会長から就任の御挨拶をいただきたいと思います。席を移動いただきま

して、初めに望月会長から皆様に御挨拶をお願いいたします。 

会長   会長に御推挙いただきまして、一言御挨拶を述べさせていただきます。 

  先輩方が、居並ぶ中で大役をお引き受けすることになり身の引き締まる思いです。そ

の中で、３期、４期とさせていただき、第４期には副会長をさせていただいたわけで

すけども、当審議会については、平成１８年に審議会がスタートし、これまで４期が

終了しました。その間、先輩諸氏にいろいろ審議をしていただいて、建設計画も順調

に推進しておるわけですけれども、何と申しましても、蒲原町が編入合併して静岡市

になり、合併前には町を２分する住民投票をして静岡市に編入になったという経緯が

あります中で、１０年たってどうだったのか、住民の満足度が上がってるのかという

検証を、この２年間にどこまでできるかということを私も自問自答してるわけでござ

います。住民の中には、まだ今もって合併を反対されている方がおるわけです。その

方たちをどのようにしてこちらに向けて、住民の満足度を上げていけるかを審議して、

無事に総括ができるようにぜひ協力をしていただきたいと思います。私もできる限り

身命を尽くして、皆さんと一緒に審議会にあたっていきたいと思ってる次第です。よ

ろしくお願いをいたします。 

地域総務課主査   ありがとうございました。 
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  それでは次に、緑川副会長からお願いいたします。 

副会長   会長からご推薦いただきました。最後のところで、何と言いますか、一番

大事みたいな派手なところはないんですけども、いかにこれを取り上げて、後に送っ

ていくかということが大切だと思いますので、そんなところを留意してやっていきた

いと思います。 

  物すごく小さな例なんですけども、実は区民大会の背番号が蒲原は一つ間違えば、２

１番になったんです。それを諸先輩がえらい努力をして、蒲原に２０番をもってきた

んです。孫や子に自信をもって、審議会ではこうやったんだよと言えるような形で、

最終的にまとめたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

地域総務課主査   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。 

  「地域審議会の設置に関する協議書」第６条に、「会長は、審議会の会議の議長とな

る」と規定されておりますので、ここからの議事につきましては、望月秀美会長に進

行をお願いいたします。 

  よろしくお願いいたします。 

 

会長   それでは御指名いただきましたので、この後進めさせていただきます。 

  次第に従いまして議事を進めさせていただくわけですけども、委員の皆様にお願いが

ございます。会議録作成のため、発言の際にはお手元にあるマイクのスイッチを押し

ていただいて、氏名を述べていただいた後、発言をお願いいたします。 

  それでは、議事の進行に入らせていただきます。 

  （１）蒲原地域審議会のこれまでの活動内容及び（２）合併建設計画推進状況、それ

から、（３）第５期蒲原地域審議会の今後の進め方については、関連があるために一

括で、事務局から説明をお願いいたします。 

地域総務課長   はい。それではよろしくお願いいたします。 

  清水区地域総務課の海野と申します。よろしくお願いいたします。 

  今、会長からお話ございましたように、（１）「地域審議会のこれまでの活動内容」か

ら、（３）「第５期審議会の今後の進め方」まで、皆様にお配りいたしました資料に基

づきまして、一括で説明をさせていただきます。 

  それでは、地域審議会のこれまでの活動内容について説明させていただきます。 
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  市長また会長の御挨拶にもございましたが、本審議会は、平成１８年に設置されまし 

た。本年で９年目となります。２年を１期としての任期でありますので、この審議会 

は、平成２６、２７年度 第５期となり、最終期となります。 

  それでは資料１－１をご覧ください。 

  市町村合併の特例に関する法律、抜粋でございます。 

  中段の、地域審議会でございます。 

  第５条の４の規定に基づく審議会として、蒲原地域審議会が設置されております。 

  それでは、資料１－２をご覧ください。よろしいでしょうか。 

  静岡市及び蒲原町の廃置分合に伴う、地域審議会の設置に関する協議書でございます。 

第１条の設置から、第１１条までの規定に基づき、審議会の運営を今後行ってまいりた 

いと思います。 

  また、この全文については、後ほど御一読いただければと思います。 

  次に、蒲原地域審議会活動内容抜粋（第１期から４期まで）でございます。資料２

－１でございます。この資料は、第１期から第４期までの期間、開催数、委員数、正

副会長、それから活動内容を記載してございます。 

  それでは各期の主な内容について御説明いたします。 

  第１期につきましては、活動内容といたしまして、蒲原市民センター建設について

の説明と審議を主体に審議を行っていただきました。 

  第２期は、蒲原市民センターの開設に伴う活用についての審議。統廃合される庵原

高校の利活用についての意見交換を行いました。 

  第３期につきましては、東日本大震災発生に伴う蒲原地域の防災について、説明審

議をいたしました。 

  第４期でございます。蒲原由比地域の下水道について審議を行いました。 

  また、全期にわたり、本市にある合併建設計画の進捗状況の説明及び検証を行い、

活発な審議を行ってまいりました。 

  なお、詳細につきましては、次ページ以降に記載をさせていただいておりますので

ご覧いただきたいと思います。 

  地域審議会のこれまでの活動内容についての説明は以上でございます。 

  次に（２）「合併建設計画進捗状況」を説明いたします。 

  恐れ入ります、資料の２－２をご覧ください。 



 

 ―９― 

  合併建設計画（静岡蒲原進捗状況）でございます。 

  まず、事業費でございますが、平成１８年度から平成２５年度の決算額、平成２５

年度、平成２６年度の予算額までの総額は、２８３億９,０００万円でございます。内

訳でございますが、子育て支援、保健福祉センター、老人福祉センターなどの整備充

実などの健康福祉部門に、９億３,６０２万３,０００円。市民センターの改築、教育

施設の整備充実などの文化学習部門に、２５億２,７８４万２,０００円。公園整備、

上下水道事業、河川事業などの生活環境部門に、２１９億５,６７４万６,０００円。

商工業活性化支援などの産業経済部門に、２億７,７９４万７,０００円。主要幹線及

び生活道路整備などの都市基盤部門に、２５億２,９９０万９,０００円。行財政部門

に、１億６,２２１万２,０００円。以上の総計が、２８３億９,０００万円となってお

ります。 

  次に、皆様にこれから審議いただきます、７４全事業の７２．９％に当たる５４事

業が推進中または完了をしているところでございます。実施状況の内訳につきまして

は、未着手が７、内部検討中が１３、推進中が３３、完了が２１となっております。 

  合併建設計画登載項目につきましては、詳細については、次ページ以降のＡ３の用

紙に一括説明をさせていただいておりますので後ほどご覧ください。 

  合併計画進捗状況についての説明は以上でございます。 

  続きまして、（４）「第５期蒲原地域審議会の進め方」について説明をいたします。

資料の２－３をお願いいたします。これは最終期、今後皆様で御審議いただく内容に

ついての案でございます。蒲原地域における合併後、１０年間の経過を市長へ報告す

るとの見出しがございます。これは、先ほども申し上げました平成１８年度第１期か

ら第５期までの総括を委員の皆様にお願いをしたいと思っております。 

  ただいまから説明する内容につきましては、事務局の案ということでお聞きいただ

ければと思っております。 

  中段、１．報告書の内容検討、作成についてでございます。これは建設計画登載事

業のまとめを行っていく上での検討方法についてお示しをさせていただいておるもの

でございます。 

  例えば、分野別に、下に生活環境、都市基盤、行財政を１グループ、健康福祉、文

化学習、産業経済を１グループ、といった分野別にグループ分けを行い、報告書を作

成していく方法など、こういった方法などは、次回、この審議会でよりよい方法がご
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ざいましたら、皆様で御検討いただければと思っております。 

  ２番の建設計画の進捗状況でございます。まとめをする最終期でございますが、当

然建設計画は、平成２６年、平成２７年と動いてまいります。また平成２６年につい

ては予算化されておりますが、平成２７年度については、まだ予算化されてない部分

がございます。こういった部分につきまして、皆様には随時こういった進捗状況につ

いてお示しをしながら、今後の報告書の部分において、御意見をちょうだいしていき

たいということで思っております。 

  なお、次回以降の審議会で、下水道計画及び蒲原の汚水処理方法についての報告を

させていただきたいというふうに考えております。 

  ３番のスケジュールでございます。①から⑥まで案として、これをお示しさせてい

ただきました。皆様が取りまとめをする報告のお手伝いとして、事務局といたしまし

ては、建設計画の概要の説明、関係各課との連絡調整と報告書レイアウトの提案、担

当別ワークの進行や必要なデータの提供、完成版報告書の作成などをやってまいりた

いと思っております。なお、第５期の全体スケジュールについては、記載のとおりで

ございます。 

  簡単ではございますが、第５期蒲原地域審議会の進め方については以上です。 

（１）から（３）まで一括で説明をさせていただきました。よろしくお願いいたし

ます。 

会長   ただいま地域総務課長から活動内容の報告、それから合併建設計画の進捗等

の状況、それから第５期地域審議会の今後の進め方について、一括で報告をしていた

だきました。 

  このことについて、質問がある方がいらっしゃればお受けしたいと思います。 

  よろしゅうございますか。 

  質問がなければ、次の議事、第５期のスケジュールについて、事務局から説明をお

願いします。 

地域総務課課長補佐   それでは、議事の(４)、第５期平成２６年度のスケジュール

（案）について説明させていただきます。 

  先ほど課長から、第５期地域審議会の進め方（案）について説明をいたしまして了

承をしていただいたところでございますが、それに基づく平成２６年度の地域審議会

のスケジュール(案)については、資料３をご覧いただきたいと思います。 
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  本日の第１回は静岡庁舎で開催をさせていただいておりますが、第２回以降につい

ては、蒲原支所において開催を予定しております。 

  第２回目は、皆様方の御都合がよろしければ、８月６日の水曜日を予定させていた

だきたいと思います。なお内容につきましては、先ほど課長が申し上げたとおり、進

捗状況の確認、それからグループでの報告方法の策定、それから下水道建設課からの

説明ということで考えております。 

  それから、平成２６年度については６回の審議会を予定しておりますが、基本的に

は２カ月に１回程度、第３回については９月の下旬、４回については１１月の上旬、

５回目につきましては１２月の中旬、６回目につきましては１月に予定をさせていた

だきたいと思います。なお、第３回以降の具体的な日程につきましては、その都度、

決定をしていただくということでよろしくお願いしたいと思います。以上でございま

す。 

会長   御苦労さまでございます。 

  それでは、第５期スケジュールにつきまして御質問がございましたら、お受けをし

たいと思います。御質問ございませんか。 

 (挙手) 

 服部委員。 

服部委員   各事業については、いろいろまだ未着手のものがあるようですね。私も

今日初めて聞きまして、未着手のもの、推進中もあったり、内容検討中とかっていう

ものはありますが、こういう中の重要なものから取り上げていくってことですね。具

体的にはまだわかっていないということで。 

地域総務課長   はい、お答えします。 

  未着手、それから内部検討中、推進中。全事業について、皆様に取りまとめをして

いただきたいというふうに思っておりますので、どちらからやっていくかというのは、

また皆様の審議の中でお決めいただければと思っております。以上でございます。 

会長   服部委員いかがですか。 

服部委員   これから委員の中で決めていくと、それはそれでいいと思います。 

会長   他にございませんでしょうか。 

  はい、大石委員。 

大石委員   大石です。第１期から第４期まで、今、服部委員も言いましたし、過去
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の議事録も広報等で示されている中、これを私たちはもう１回勉強し直す必要がある

んじゃないかなと思います。事務局がただまとめって言ってますけども、１期から４

期までどうやってきたかというのをちゃんと責任もって勉強していかなければならな

いのではないかと思います。中には答えも出てないものもかなりあると思うんですよ。

私の地元のことでいうならば、海岸に砂を入れる事業を蒲原町当時からずーっとやっ

てきていただきました。それを今度は、離岸堤の設置というようなことで変えました。

ですけども、まだ途中の段階。連合自治会、まちづくり委員会というのが中心にあり、

意見がみんな分かれて止まっていると。そういう点についても、事務局は私がこれま

での８年間を見てる中で、連合自治会とまちづくり委員会のほうの意見ばっかり聞い

て、地域審議会を粗末にしているような、私は、そういう感覚を受けています。です

から、法令で設置されてるこの地域審議会であるなら、我々の意見をもっと尊重し、

意見を聞いてほしいと。 

  これらの点については、答弁はいいです。私は、そういうふうに感じてますので、

ぜひ清水区役所の地域総務課の皆さんには、ぜひ御協力をお願いしたいなと思います。 

会長   よろしいですか。 

  ただいま大石委員から、要望事項がございました。このことについては、回答は特

にしませんけども、事務局に質問事項を投げかけられたというようなところではない

かと思います。このことについて、それから服部委員からありました建設計画の検証

についても検討させていただいていきたいと思っておりますので、事務局もそれでよ

ろしゅうございますでしょうか。 

地域総務課長   今のお話は理解させていただきました。やっぱり自治会、それから

まちづくり推進委員会、それから審議会ということで、いろいろ役目、分担がいろい

ろあろうかと思います。この審議会については、先ほどの資料１－２につけさせてい

ただきましたが、合併建設計画の７４事業についての審議でございますので、新たな

意見を吸い上げる場として、御意見としてはお伺いを今までもしてきたつもりなんで

すが、今の大石委員のお話含めながら、今後お話をさせていただきたいと、審議会の

方向づけをしながら、またお話させていただきたいと思っております。以上です。 

会長   ありがとうございました。 

  日野委員、どうぞ。 

日野委員   日野です。結局この地域審議会というのは、あくまでも合併協議のとき
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の建設計画に沿って地域審議会として状況を見ていく。その行政でどの程度までこれ

を進めてくれたのか。これはどういうふうにしたらいいのかっていうことを、申し上

げるような立場だと思うんですよね。その中で、場合によっては、連合自治会のお話

があがってきたり、それからまちづくり推進委員会のお話があがってきたり、それは

あくまでも参考として、そしてこの中の進捗状況の中で、これはこういうふうに進め

てほしいとか、これはどうなってるのかっていうようなことをお尋ねしていくってい

うのが、この地域審議会のあり方だと思うんです。 

  この未着手っていうのは、やはり地域審議会の中でも、これはもしかしたらやらな

くてもいいことかもしれないという意見にはなっています。最初の合併協議の中では

出てきていることだけれども、今はもう別に問題にすることもないんじゃないかとい

うことで地域審議会の中でも了承した上で、未着手になっているものもあります。 

  それから、内部検討中というのも半分ぐらいあって、もしもどうしてもこの部分は

どうなんだっていう御意見がおありだったら、それは地域審議会の中でお尋ねしてい

って答えを出していただければいいものだと思うんですよね。 

  先ほど大石さんおっしゃったことはわからなくはないんですけれども、これまでの

審議会でも、どこまで事業が進んでるのですか、もっと早くしてくださいっていうよ

うな申し入れはしてきています。 

  あくまで、連合自治会とかまちづくり推進委員会などとはまた違った立場でこの審

議会はあるので、地域審議会の意見が通りにくいとかそういうことではないような気

もしています。 

大石委員   日野委員のおっしゃっていることは十分承知しています。承知している

中で、今まで行政が、連合自治会、まちづくり委員会が主流であるというような形で

進めてきたと感じています。 

  私は過去の人たちがやってきたことをもう一度検証して進めていくべきで、この後、

どういうふうに継いでいってもらうかということを考えなければならない。建設計画

が７０何％、文化センターを建て直して生涯学習センターができて、ああもうよかっ

たというような人がかなり多いんだと感じています。それ以外にもまだ細かいところ

がいっぱいあると思います。本当の意味のまちづくりっていうのは、どういうふうに

していったらいいのか。日野さんのおっしゃることも理解できますけれども、ただ建

設計画の進捗を審議するとか、それだけじゃないと私は思うんです。意見するところ
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は意見していかなければならないと思います。 

日野委員   日野です。それは確かにそうです。ですから、２年前の３月11日のこと

があったときに、この合併建設計画の中には入っていませんでしたけれども、防災と

いう点で、審議会の中で重点的に審議をしたことがあります。それで、蒲原をどう守

っていくのかということで、それで橋の強度とかいろいろなものを行政で調べていた

だいたり回答いただいたりして、建設計画には載っていませんでしたけれども、我々

も現地に行って調べたりっていうそういうことは実際にはやってきています。 

  建設計画の進捗状況の審議が基本なんですけれども、これだけではないということ

は皆さん承知してらっしゃると思います。 

  確かに大石さんおっしゃるように、今回が５期目としてまとめの年なので、今まで

の１期から４期まで、何をやってきたかということは、やはり検証していく時期では

あるとは思っています。以上です。 

大石委員   ２年前、私は小さい自治会の自治会長を３回やりました。そのときにも、

防災、自主防災会の会合を開いてくださいと連合自治会に申し入れしました。しかし

連合自治会長が、自主防災会の会合すら開いてくれませんでした。清水区地域総務課

の防災担当は何をやったのか。 

会長   ここではもちろん議論する場所ではあるんですけれども、この蒲原の中でも

自治会、それからまちづくり委員会など、自主独立したいろんな事業をされていると

思います。 

  審議会については、私の記憶している場面においては、審議項目を精査して残った

事業について進捗しているもの、それから滞留したもの合わせますと、７３というこ

となんですけども。この中において、今後どういうことをしていくのか、当然ながら、

防災についても、前は倒れる、壊れるというような感覚から、今度は津波というとこ

ろを考えないといけない。そうしますと、いろんなところでまた蒸し返されて、議論

しなきゃならない場面が出てくると思います。 

  今、事務局からスケジュール化していただきましたけれども、３回目以降は特に内

容が決まっていないわけです。手法としては、今後４回の中においては、懇談会を開

いて事務局の介在しない中で会議をやってもらい、そういう中で、皆さんにお話をい

ただきまとめ方を出していくというように進めてまいりたいと思いますので、本日は、

その議事についてはこの辺で打ち切りをさせていただいて、次回以降でまた皆さんに



 

 ―１５― 

貴重な御意見を伺いながら進めていきたいと思っております。それでよろしゅうござ

いますでしょうか。 

大石委員   はい、わかりました。 

会長   ありがとうございます。 

  それでは、議事のその他に入らせていただきます。事務局から何かございますか。 

地域総務課長   特にございません。 

会長   ありがとうございます。 

  その他について、特に事務局からはないようでございます。 

  それでは、今までの案件について一括に御質問があればお受けしたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

  それでは本日の議事はこれで終了をさせていただきます。 

  本日の会議録は、名簿順に大石委員にお願いをいたします。後日御連絡を申し上げ

ますので、御対応をよろしくお願いを申し上げます。 

  以上をもちまして、第５期第１回静岡市蒲原地域審議会を閉会といたします。皆さ 

んどうも御苦労さまでございました。 

（午後２時２９分 閉会） 
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