
 

 ―１― 

平成２１年度第１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２１年７月８日（水） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）須藤会長、宮田副会長、久保田委員、片瀬（幸）委員 

片瀬（正）委員、佐藤委員、鈴木委員、寺門委員、 

戸塚（正）委員、戸塚（善）委員、内藤委員、中島委員、 

野村委員、宮田委員、石野委員、江澤委員、中山委員、 

（稲葉委員、草谷委員、磯部委員欠席） 

        （関係課）広域政策課：瀧課長、兼高参事、能口主査 

             生涯学習推進課：萩原参事兼主幹、菊島主査 

        （事務局）区政課：橋本参与兼課長、牧野統括主幹、杉山主事 

伏見区長、木村副区長兼総務・防災課長、森参事兼統括主幹 

蒲原支所：渡邉参与兼支所長、近藤参事兼統括主幹、杉山主

幹                      

 

４ 議 事    

 （１）静岡市・蒲原町合併建設計画にかかる要望書提出の報告について 

 （２）平成２１年度の活動日程（案）について 

 （３）平成２１年度の予算状況について 

 （４）その他 
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蒲原支所参事   平成２１年度第１回静岡市蒲原地域審議会を開催します。 

本日はお忙しい中、御出席いただきありがとうございます。 

  ここで、あらかじめ御報告いたします。 

本日は、稲葉委員、磯部委員、草谷委員の３名が欠席との報告がありました。現在

１６名の委員が出席されておりますので、会議は成立します。 

  それでは、まず資料の確認をお願いいたします。資料１の要望書。次に、資料２の平

成２１年度蒲原地域審議会日程（案）。次に、資料３の合併建設計画蒲原地区関連事

業等であります。お手元にございますでしょうか。 

ここで、平成２１年度市職員人事異動により、清水区長が代わりましたので、会議

に先立ち伏見清水区長よりご挨拶申し上げます。 

清水区長   皆さん、こんにちは。清水区長の伏見でございます。よろしくお願いい

たします。この４月から参りましたけれども、私は、高校時代から蒲原には行き来し

ていまして、このすぐ近くに何日か生活したこともあり区役所の中では「第二のふる

里は蒲原です。」というふうに言いきっていますのでまたよろしくお願いします。第

一期の委員の皆様にご審議いただきました仮称でありますけれど、蒲原の市民センタ

ーがいよいよ来年の４月からオープンしまして蒲原地区の行政の拠点地区が出来上が

ります。その事業が第一期の中でご審議いただきました一番の目玉でございまして、

先般６月４日でしたか、須藤会長、宮田副会長にご足労いただきまして、市長の方に

合併建設計画の登載事業６件、関連事業５件の 11 件を審議会から市長要望をしていた

だいた次第です。審議会の方もいよいよ４年目を迎えまして、第２期の委員の皆様も、

今年は２年目となりまして、年度末にはまた改選の時期等も迎えることになっており

ますけれども、またよろしくお願いいたします。 

  蒲原地域審議会の方は、平成２７年まで設置されるということになっておりますので、

今後、残された期間ではございますけれども、やはり蒲原地区の地域の発展、あとは、

市の行政の方には、本課と区役所と、またちょっと位置的にこちらの支所になってま

いりますので、そことの連絡パイプを密にしまして、本当に新支所ができて行政もう

まく運ぶと、そういうふうな形をぜひとってまいりたいと思っておりますので、今後

とも、よろしくお願いいたします。簡単ですが、挨拶にかえさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   次に、今年度の事務局の職員を紹介します。区政課よりお願いしま
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す。 

区政課長   今年の４月から区政課に参りました橋本と申します。本人が自己紹介し

ますが３人共初めてで分からないことばかりですがよろしくお願いいたします。 

区政課統括主幹   牧野です。よろしくお願いします。 

区政課主事   同じく杉山です。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   次に、清水区の総務・防災課からお願いいたします。 

副区長   はじめまして、こんにちは。清水区副区長の木村と申します。この４月か

ら副区長という職が位置付けられまして就任させていただいております。兼ねて実は、

総務・防災課という大変幅広い業務の担当課をおさめております。 

  蒲原の関係では、福祉事務所の関係に携わっていましたので、３月まで清水福祉事務

所長として出張所にはよく出入りさせていただきました。よろしくお願いします。 

総務・防災課参事   総務・防災課の森と申します。天野統括主幹の後任として参り

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   次に、蒲原支所の職員です。よろしくお願いします。 

蒲原支所長   蒲原支所長の渡邉です。よろしくお願いします。 

 皆様とは顔なじみというか、顔見知りの方ばかりですので、今後ともよろしくお願いい

たします。 

蒲原支所参事   このたび、山崎参事の後任としてきました近藤と申します。よろし

くお願いします。 

杉山主幹   杉山です。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   以上が、今年度の事務局の職員です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、次第の２、「会長挨拶」をお願いしたいと思います。須藤会長、よろしく

お願いいたします。 

会長   皆さん、こんにちは。 

  ２１年度の第１回目の地域審議会ということになりますのが、２０年度の最後の審議

会の時に、今後の日程として４月ごろ市長に要望書を出して、４月の終わり頃その内

容の報告をしながら、第１回の審議会を開くという日程的な報告があったわけですけ

ども、今、紹介がありましたとおり、今まで担当されたほとんどの人が代わってしま

ったと。残ったのは杉山さんぐらいじゃないかなって思っているわけですけれど。そ

ういうことで、仕事の引き継ぎ等いろいろありまして、機会が持てなかったというこ
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とで、５月中旬に市長への要望書をどうするかということで、話をしまして、先ほど

話がありましたとおり、６月４日静岡空港の開港の日ですけども、市長忙しいところ

を会っていただきまして、そこで要望書を提出し、皆さんの考えを、私が代わって話

をしてきました。これは、今日の議事の第１にありますので、後ほど報告をさせてい

ただきます。それから、もう一つ。その後、県知事選がありまして、職員の皆さん、

選挙の方で忙しいということで、なかなか日程がとれなくて、今日に至ったというこ

とで、審議会が遅れたことについては、了承願いたいと思います。 

  今日の議事ですけども、２１年度の活動目標、それから２１年度の蒲原地区に関連す

る予算についての説明をさせていただきますので、十分な話し合いをよろしくお願い

したいと思います。以上です。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。それでは、これから議事に入ります。議

事につきましては、須藤会長に進行をお願いしたいと思います。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、発言の際には必ずマイクス

タンドのスイッチを押して、氏名を述べてから発言をお願いします。 

また、本日の会議は、２時間の午後４時ごろの終了予定となっておりますので、ご

協力をお願いいたします。 

  それでは、議事の（１）「静岡市・蒲原町合併建設計画にかかる要望書提出の報告に

ついて」を議題といたします。 

  私と宮田副会長が、６月４日午前９時半に市長と会って、要望書を提出し、皆さんの

考え方を十分に伝えてきました。ただ、ちょっと前の予定が長引いてしまったので、

９時半から１０時という３０分間ということになったんですけれど、正味２０分ぐら

いしか話ができなかったものですから、そんなに込み入った話はできなかったですけ

ども、市長は親身になって耳を傾けてくれましたし、質問してくれたり意見も言って

くれました。で、要望書を今日持っていると思いますけれども、簡単にどんな内容だ

ったか説明させていただきます。生活環境の「公共下水道」については、皆さんの意

見としては、蒲原地区は公共下水道の実施率がゼロだということもあるし、今度は由

比が、合併したので十分公共下水道について、その二つを十分考えて実施してほしい

と、そういうことを言ってきました。市長としては、旧静岡市に比べて旧清水市が公
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共下水道が遅れているので、そちらの是正をしてきたということもあって、少し下水

道の件については、その後になる可能性はあるという話もしましたけども、蒲原地区

はゼロだということを強調して、やはり早く取り組んでいただきたいとそういう話を

してきました。 

  それから、「バイパス北側の公園整備」について、いろいろ皆さんから出ました富士

川河口に野鳥観測所の設置、河川敷を緑地として整備、富士川緑地公園を道の駅的構

想をし、イベント広場にというような考えもありますということで話をしてきました

が、これはできれば清水区のグランドが少ないということもあって、その場所も含め

てあの北側のグランドの整備をやっていきたいという話がありました。 

  それから、次の産業経済の「海洋深層水利用の可能性調査の実施」ということで、い

ろいろ意見が出ましたので、この話をしてきたんですけれども、市長としては焼津の

設備施設は素晴らしいが需要が少ないと。三保では、東海大であわびやひらめの養殖

を研究していると、むしろ地下水の方がいいような気がするというような話も出まし

て、考えておきたいという話になっております。 

  それから、「農業公園」については、皆さんから意見が出ました非農用地を自然を体

感できる癒しの場、産業を体験できる農業を体験できる場、地元産品のＰＲの場、そ

ういう話をしてきましたけれども、特にコメントはありませんでしたけれども、承知

しておりますという話がありました。 

  それから、「歴史の回廊かんばら整備事業」につきましては、観光案内看板等の整備、

それから電柱の地中化ということを話ししてきましたけども、看板をどこに立てたら

いいのかと。それから、その看板を立てるとするならば、土地の確保ができるだろう

かと。それから、地中化については、裏側へと電柱を持っていくということについて、

裏にその土地があるだろうかというような話しをしていました。 

  それから、今、静岡市では２箇所で電柱の地中化を実施していると。地中化をするこ

とによって、道路が広くなって環境がよくなるということは分かるけれども、１メー

トル１００万円かかると、そんな話もしていました。 

  それから、道路整備の「蛭沢通線の整備」については、特にコメントはありませんで

した。 

  それから、「ガードの拡幅」については、合併でみんな期待しているよというような

話も私の方からしたですけれども、蒲原町時代にこの拡幅についてはいろいろ議論し
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てきたと、そういう中で駅舎を２階にして、下を人が通るというような話しも出てい

ますという話をしたら、今、静岡市は、草薙駅ですか、バリアフリーということで、

取り組んでいると。まだ後２箇所か３箇所ぐらいあるので、もし、やるとなればバリ

アフリーにする時に、駅舎を２階に持っていって下をというふうな考えもなくはない

なというような話をしていました。 

  それから、時間がありませんでしたので、合併建設計画関連事業については、私の説

明だけで、特にコメントはありませんでしたけれども、その他の「庵原高校廃校後の

校舎等の活用」について、市長の方から、県、市ともに新校舎を建てるに非常にお金

がかかるということで、県はここを売却したいという考えがあるんじゃないかなとい

うような話をしていましたけども、まだ具体的に静岡市の方へはこの話はきていない

ということでした。 

  短い間でそういう話をしたんですけれども、最後に締めくくりとして、市長の方から

出席された担当者の人に、建設計画のことはしっかりやるようにと、その他の問題は

今後検討して進めていきますというふうな話があって終わっております。 

  それから、このことについて事務局から説明がありますので、合わせて聞いていただ

きたいと思います。どうぞ。 

副区長   あらためまして事務局の木村でございます。ただいま会長より御報告いた

だきましたとおりでございますが、先般６月４日９時半から約１０時にかけて蒲原地

域審議会会長様初め副会長様によって市長室にて、合併建設計画の要望書を御提出い

ただき、全体の状況につきましては、会長様から御報告をいただいたとおりでござい

ます。事務局といたしましては、これら要望内容等につきまして、事前に関係所管に

対しまして要望内容に対する今後の対応について、既に確認作業をしておりましたの

で、その内容につきまして、皆さん、お手元の要望書に従いまして、順次簡単に御説

明を申し上げます。 

  まず、合併建設計画登載事業につきましては、最初の「生活排水対策事業」でござい

ます。生活排水対策事業として、公共下水道事業の早期実施の要望であります。所管

課が下水道計画課でありますが、現在のところ、公共下水道か合併浄化槽方式か最適

な汚水処理方式を検討中で、今後、公共下水道で整備する場合は、蒲原由比との広域

処理案が有益と考えております。また、住民意向等を含めて今後実施してまいりたい

というふうに考えているようです。 
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  次に、２の「公園の整備」につきましては、富士川緑地公園北側河川敷整備計画の調

査の要望について、２２年度に予算要望をしていくというふうに伺っております。２

次総の登載予定の事業でもありますので、今後の基本計画構想に向けて調査研究して

いくというふうに伺っております。 

  ３番目の、「海洋深層水の利用の可能性調査の実施」でございますが、産業政策課の

所管でありますが、海洋深層水は産業の様々な分野での有効性が期待されて、各研究

機関等で研究はされておられるようです。これは、先ほど会長さんからもお話がござ

いましたが、地下水のこともございまして、今後研究動向を参考とし、利活用の調査

研究の実施を含めて検討をしていくとの考え方でありました。 

  ４点目の、「農業公園等の整備」でございます。所管が農業振興課でありますが、市

民に開放できる新規就農者向け貸出農園及び体験農園の整備等につきましては、今年

度２次総登載に向けて事務の作業を進めていく予定だと伺っております。アクセス道

路につきましても、可能性調査も含め今後既定の農道新設改良事業の中で、対応等予

定していると伺っております。 

  ５番目でございます。「歴史の回廊かんばら整備事業」につきましては、国道、県道

からの観光案内看板等の整備の要望でございますが、所管観光課としましては、会長

様から先ほどお話しいただいたとおり、看板を国道へつけるにも相当、いわゆる大き

さとか手法とか、目線の高さの看板も必要だとか、具体的な場所や看板の大きさなど

も、今後仕様について地元の方々と関係者と協議をしながら進めてまいりたいとお答

えをいただいております。 

「電線地中化」につきましては、先ほど会長さんからもございましたが、２１年か

ら２５年まで既に市が計画をしておりますので、今後、特にこの電線地中化は関係企

業さんとの協力等の必要条件がございますので、今後地元を含めて研究していきたい

ということでありました。 

次に、「主要幹線道路の整備」でございます。「蛭沢通線の整備」でございますが、

街路課によれば、基本的な費用対効果の観点から幅員やルート変更など、都市計画決

定を含めて検討しなければならない問題があるというふうに伺っております。蒲原東

小学校駅前における歩行者の安全確保につきましては、道路計画課でございます。新

蒲原駅前ガードは、建築限界ということもございまして、事業化もなかなか大変だと

いうことの悩みがあるというふうに伺っております。２次総でＪＲの整備事業は検討
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には挙がっておりますが、今後地元の方々の意向を踏まえながら引き続き調査研究し

てまいりたいというふうに伺っております。 

それから、合併建設計画関連事業につきまして「教職員住宅のはるみ荘の跡地利

用」についての要望でございますが、教育施設課から伺っております。解体後も検討

して、これから活用していくということで、予定としております。今後も、予算措置

も含めて検討してまいるということでございます。 

８番目。「蒲原支所の跡地利用」についても、今お話した、はるみ荘と同じ視点で、

今後予算措置も含めて検討してまいるということで伺っております。 

それから、９番目の「神沢農道整備」でございますが、農業振興の対応ですが、用

地処理のめどというものが立った後検討する事項ということで伺っております。 

１０番目の、「ＪＲ蒲原駅前広場の整備」につきましては、所管が道路計画課であ

ったり都市計画課ということの絡みはございますが、調査費を２次総で要望していく

ということが一つ、蒲原の駅舎も含めた機能向上に向けて、ほかの優先の中で、安倍

川とか他の駅の観点もございますので、その辺の進み具合も考慮しながら検討してい

くということでございました。 

最後になります。「庵原高校廃校後の校舎等の活用」につきましては、県教委、高

校再編整備室及び財政課に確認しましたところ、５年後に統廃合の予定ということで

す。ここの統廃合の利活用についてはまだ現時点では全く検討がされていませんので、

市としても、それらを踏まえ、今後検討されると思われます。以上が、所管の関係機

関等確認をさせていただいた要望の内容に対する今後の考え方を御報告いたしました。

以上でございます。 

会長   はい、どうもありがとうございました。 

区長   ちょっと、フォローさせてください。 

会長   はい、どうぞ。 

区長   すみません、合併建設計画登載事業の２番の公園整備の関係ですけれども、

これは２次総の登載予定事業になっております。で、直近で入るものは今後、基本計

画の構想策定におきまして、市民のニーズに対しましてのニーズ把握の調査を実施し

ていきたいと。それと、４番の農業公園の関係ですが、これはもう既に２次総登載に

向けて、市役所内で事業は進めてきております。それをフォローさせていただくのと、

あと５番目の電線類の地中化の関係ですけれども、皆さん御存知のとおり、あそこの
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幅員の中を地中化の作業に入るということは、はっきりいいましてちょっと事実上困

難な要素もございます。先ほど会長から報告していただいたとおり、既存の電柱をど

こに持っていくか、裏に持っていくのか、もしくは軒に持っていくのか、いろいろな

手法がございます。それにつきまして、現在このいろいろな事例が多少出てきている

ものですから、それらも調べた中で地元にも協議に入らせていただきたいと、そうい

うふうな形になっておりますので、よろしくお願いいたします。 

会長   ただいま要望書の件について説明がありました。何か質問があればしてくだ

さい。どうですか。いいですか。 

  はい。片瀬委員。 

片瀬（正）委員   片瀬です。区長さんの補足の中で、４番の農業公園については２

次総登載に向けての準備をしていただいているということは非常にありがたい話だと

思っています。その中で、今の副区長さんの説明の中で、その新規就農者のための創

作農地も中に造るんだよというようなお話がありました。正直いって、あそこの保留

地とか、あるいは、貸したい希望のある農地もたくさんありまして、その辺が共有す

るようであっても困るかなというふうな感じがしましたので、そういうことのないよ

うに注意しながら、また計画を作っていただきたいなという要望をしておきます。よ

ろしくお願いします。 

会長   そのほか、ありますか。はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。１番の「生活排水対策事業」で、説明の中で由比蒲原を一つ

としての広域処理の案と、合併浄化槽の処理の案もあるというふうなお話で、そのど

ちらかとはまだ決めかねている、これから調査研究していくというふうにとったんで

すけど、それでよろしいでしょうか。 

区長   再度フォローさせていただきますと、はっきり言いまして、用地の問題もあ

ります。公共になった場合、それらの手立てができるのかとか、いろいろな費用対効

果を考えた中でないと進んでいかないのかなと。それともう１点、一番大事なことは、

やはり蒲原地区の方々がどういうふうに思われているのかということの意識の調査と

いいますか、それらも一つ再度やっていかなければならないのかなと、そういうふう

なこともあるということを御認識いただきたいと思います。 

会長   いいですか、内藤委員。 

内藤委員   はい。 
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会長   前に、１年か２年で意識調査をやるという報告を受けていますので、今言わ

れたことはそのことかなと思います。 

  そのほか、質問ございますか。要望、意見でもいいですよ。 

  はい、中島委員。 

中島委員   中島ですが、今の件ですが、結局清水の方の計画がある程度進まないと

蒲原の方はまだというような話も聞きました。それで、意識調査をやろうという計画

があろうと思いますが、それはいつごろになるか。そういう計画はございますか。 

会長   いいですか、はい。 

副区長   事務局木村でございます。意識調査の実施につきましては、所管としては、

２１年度から２２年度ぐらいにかけて、要望できるように予算要求をしながら実施し

ていく方向を考えているというふうに伺っております。以上です。 

中島委員   よろしくお願いします。 

会長   はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修です。先ほど副区長の木村さんの話の中の、６番の道路

整備の説明ですけど、「都市計画路線の変更を含めて検討します。」というような含

みがある話が出ておりましたけど、今の蛭沢通線の整備については、今建設中の市民

センターですね。この周辺整備も含めて、ということが含まれているというふうに以

前から聞いておりまして、この計画路線の中に入っている建物に関して、その具体的

に言えば静岡銀行とか商工会がそうですけど、どういうふうな方向に進むかによって、

かなり変わってくるので、その結論をできるだけ具体的に早く出してもらいたいとせ

かされている内容でございますので、その点をできるだけ早く結論を出していただき

たいという気持ちもあるんです。それというのは、かなり雨漏りもひどくて、もう建

て替えたいんだけど建て替えできないとか、耐震工事をしなければならないけど、ど

ういうふうになるか分からないからそれも手がつけられないということも聞いており

ますから、ぜひその点を早急に進めていただきたいと思います。以上です。 

区長   区長ですけれども、実は、この蛭沢通線につきましては、皆さんも御存知だ

と思うんですけれども、相当な事業費がかかります、現在の計画ですと。で、現在の

計画がそのまま通るかどうかということにつきましても、非常に私専門外であります

けれども疑問な点がございます。それらを、ちょっと一つ一つつぶしていかないと、

整理していかないと、なかなか結論が出てこないのかなと、そういうふうなこともあ
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るということを御認識いただきたいと思います。以上です。 

片瀬（幸）委員   それというのは結論というか、方向性が見出せないと、耐震工事

もできない、建て替えもできないという現状に陥っているところがかなりありますの

で、その点を、やっぱり含めて早急に変更する、路線を変更するだったら変更する方

にもっていくとか。消滅させるとか、そういうふうな結論を出してもらわないと、こ

こ四、五年の間には、本当に着工したいという気持ちがかなり強いと思います。その

点一つお願いします。 

区長   区長ですけれども今の御意見ですね。課の方と部長の方にも、明確に伝えて

おきますので、よろしくお願いいたします。 

会長   そのほか、ありますか。宮田委員。 

宮田委員   宮田です。今の件ですけど、この蛭沢通線につきまして、観光の利便性

等そういう面についても考慮されて、こういう要望が出ていると思うですけど、現在、

浜通りと県道の行き来の道路というのが、大きな道路がないと。産業でも何でもそう

ですけど、南北の道路に対して大型が通れる道路がないと。そういうことから考えて

も費用対効果は別としても、これから産業発展のために浜の方に工場もかなりできて

います。その点も考慮した上でやっぱりこの問題進めていっていただきたいなと思い

ますけど。はい。 

会長   石野委員。 

石野委員   石野です。先ほど電線の地中化の御説明がありましたけど、道の幅員が

狭いから、電柱を動かす場所がないとかということですか。どこへ動かしたらいいか。 

区長   区長です。今あるところを電線地中化の通常の整備手法で、下のところに地

下埋を入れる方法が可能であるのか、もしくはそれが、はっきり言うとなかなか難し

いと思います。それによりまして、それに接している建物等への影響等もございます

し、もしそれが無理とすれば、どういうふうな方法があるのか。先ほどちょっとお話

させてもらった軒下の話もございます。そういうふうなことも含めまして、どんな形

がいいのかということを、いろいろな案を作りまして地元の方に御説明に上がりたい

と、そういうふうなことでございます。以上でございます。 

会長   それでは。まだ、あります。はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。１０番ですけれども前回もこういう話で、半世紀蒲原駅が駅

前変わっていないという現実があるわけですよ。そういうなかで、南北線がいよいよ
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できると思うのですが、片方南北線ができて綺麗になるという形の中で、駅前がちょ

っと暗いよという形が、どうも片方整備できて片方整備できないと、すごくバランス

が悪いような気がするんですよ。ですから、用宗駅などもこれから駅舎もやるという

考えがあるようですけれど、そういうものも含めて、ぜひ、この工事が進むと同時に

こちらの方も合わせて、ＪＲとの権利もあるでしょうけれど、とりあえずは明るくす

ると。暗いですから、一回夜降りてみると分かるんですよ。ですから、せっかくいい

道路ができる、その横が真っ暗、これではあまりにもバランスが悪いし、治安という

か、子供たちにも影響がありますからね。乗客もあるわけですから、ぜひその辺を合

わせて、道路が完成する、こちらもできてというような形にもっていっていただくと、

素晴らしい効果が上がるじゃないかと思いますから、検討するということですから、

駅の形が進んでいくと思いますけど、ぜひＪＲとの協議も含めて早期な実現をお願い

したいなというふうに思っております。 

会長   はい、どうぞ。 

区長   十分認識しておりますので、それらも十分踏まえた形で調査していきます。 

会長   はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。寺門委員の意見に付け加えて、私も蒲原駅のすぐ近くに住ん

でいますので、駅の夜の暗さは本当に身をもって感じています。数年前には、あそこ

で事件、事故も起こっていますし、子供たちが塾の帰り遅くなって駅に降りることも

あります。子供たちの安全とかそういう面から考えても、本当に一日も早く駅前の明

るいロータリーをぜひお願いしたいと思います。 

会長   いろいろと要望していくときりがないものですから、要望書はしっかりと市

長に渡し、皆さんの思いを十分伝えてきましたので、この問題についてはこれで終わ

りたいと思います。いいですね。 

  それでは、次に、（２）の「平成２１年度の活動日程（案）」について説明してく

ださい。 

総務・防災課参事   総務・防災課の森です。議題２の「平成２１年度の活動日程」

について御説明させていただきます。 

御手元の資料２をご覧いただきたいと思います。１番上のところにございますよう

に、先ほど会長から御報告がありましたが、６月４日に正副会長から市長あてに要望

書の提出をいただいたところでございます。 
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それから、２番目になりますが、平成２１年度、本日が第１回目の審議会となりま

して、以下視察等含めまして６回程度の開催を予定しております。 

第２回目は、これ選挙の日程もまだ決まってはおりませんが、８月ごろに建設計画

事業関連施設の視察をしたらどうかということで予定をしております。視察先としま

しては、そこに記載のとおり市民生活に深く関わっている施設を予定しております。 

それから、第３回目につきましては、１０月ごろですけれども、建設計画事業の進

捗状況、それから今後の地域審議会の運営と位置付け等につきましてご審議をいただ

いたらどうかという予定でございます。 

第４回目は、次年度に委員の改選も予定されておりますので、１２月ごろ審議会委

員の選任案、それから今後の蒲原地区の町づくりにつきまして御審議いただく予定と

しております。 

第５回目は、年が明けまして、（仮称）蒲原市民センターの竣工が近づいてまいり

ますので、２月か３月くらいになりますか、現地見学を予定をしたいというふうに考

えております。 

最後の、第６回目につきましては、第４回目に引き続き蒲原地区の町づくり、それ

から２０、２１年度第２期の審議会活動報告（案）について御審議をいただくという

ことで、今年度の審議会を進めてまいりたいと考えております。 

以上、平成２１年度のおおまかな日程案を説明させていただきましたが、審議内容、

それから日程等につきましては、委員の皆様の御意見を取り入れながら、今後決定し

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

会長   ただいま平成２１年度の活動日程（案）について説明がありました。質問、

御意見がある方は出してください。 

  はい、戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦ですけど、８月ごろの市内施設視察で、沼上の清掃工場

と書いてあるんですけど、ここの工場は住民が持ち込み可能な清掃工場ですか。何箇

所かあると思うんですけど。清掃工場が。 

総務・防災課参事   そうです。 

戸塚（正）委員   はい、分かりました。というのは、何か１２月とか４月、５月に、

ごみがたくさん出てどこへ行ったらいいか、その場所が分からないということをよく

住民から聞いたりするので、一度私も見てみたいと思いましたので。 はい、分かり
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ました。 

会長   この施設の視察というのは、２０年度にやる予定だったんですね。ところが、

建設計画の残りの内容とか、新しく出てきた内容を、皆さんで話し合っていたもので

すから、施設の視察には行けなかったということで、ここへ入れたらどうかというこ

とで案を作ってあります。 

戸塚（善）委員   ７月ですよね。次回だからある程度の・・・ 

会長   それはあとで相談します。一応、今その話も出ましたので、ただ衆議院の選

挙がいつになるか、ちょっと分からないものですから。そこらを見極めて、はい、ど

うぞ。案があれば出してください。 

総務・防災課参事   総務・防災課の森です。視察先につきましては、また皆さんに

いろいろな施設を御案内させてもいただきますし、また御希望があれば言っていただ

ければと思います。それから、日程につきましては、まだ皆さん御案内のとおり衆議

院選の予定が当然確定していないわけで、いつになるか分かりませんが、とりあえず

８月、９月ぐらい、今のところ９月ぐらいが、ちょっと予定をということで１番確率

が高いような話も伺っておりますので、視察となると市のバスをチャーターして行き

たいと思っておりますので、早めの方がいいかなという感じはしております。以上で

す。 

会長   一応８月の第一週ぐらいがどうかっていう話もあるんですけれども。また、

日程が決まり次第連絡するということでいいでしょうか。何かありますか、この問題

について。 

  はい、佐藤委員。 

佐藤委員   日程の関係というよりも、要するに次年度への合併建設計画の予算額と

いうか、登載事業の関係もあるけれども、地域審議会を開いてその中で検討してきま

したよね。それは登載する、しない、もちろんありますが、その中で、平成２２年度

にその登載するための予算の関係を審議する機会というのが、ここでいうと１０月ご

ろの第３回ということで受け止めてよろしいのかどうなのか、その進捗状況ってあり

ますよね、そこの中で平成２２年度に向けての合併建設計画に基づく意見具申といっ

たらいいのかな、２２年度に向けてのそういう審議をする時間なり機会が必要じゃな

いのかなと思ったんですけれど、そこはどうでしょう。 

会長   毎回出ることですけれども、一応２２年度の予算を作り始めるのはいつ頃な
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のか。いつの時点で地域審議会としていろいろ要望を出していったらいいのか、そこ

らがいつも出てきますので、今、佐藤委員の方からありましたので、そういう内容も

１０月なのか、あるいは、１２月なのか、中へと入れていただきたいという要望です

けど、いつ頃がいいんでしょう。 

  はい、佐藤委員。 

佐藤委員   その辺の具体的な検討については、また会長の方と事務局の方で話し合

いをしていただいて考慮します。ということの報告なり、そういうことで構わないと

思います。要望としては、ぜひ各委員についても、そういうことの検討する場を設け

た方がいいじゃないかなということを思いますので。 

会長   じゃあ、分かりました。地域審議会の前に打ち合わせをやっていますので、

その場でいろいろと話し合っていきたいと思います。 

  そのほか、ありますか。日程につきまして何か。 

  はい、石野委員。 

石野委員   先ほど、合併建設計画登載事業について、担当の各課からこれからの検

討を進める、調査する等のお話がありましたけど、そういうことが全然予定にはあり

ませんが、必要ならばそういう進捗、どのように検討されているのかなど意見を聞く

機会をちょっと入れられないのでしょうか。 

会長   それは、第３回目の１０月頃に、要望書に挙げた合併建設計画事業の進捗状

況ということで入っています。 

石野委員   それではそこで集中的にやるわけですか。 

会長   そうじゃなくて。 

石野委員   そうじゃなくてですね。その都度必要なところで、出てきたら入れてい

くという、そういう柔軟性のある日程にしていただけるといいなというふうに思った

んですけれど。はい。一応、これでいいですけれどね。もっと１０月前とか後にも出

てくる場合があるじゃないですか。その都度入れていくというフレキシブルな計画で

あってほしいと思います。 

会長   それは、打ち合わせの中でこういう問題が今ちょうど起こって、審議会の皆

さんに報告した方がいいだろうというものがあれば、その審議会の中で報告してもら

うという形でいいですね。それは、打ち合わせの中で聞きながら、臨機応変にやって

いきたいと思います。はい。 
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  そのほか、ありますか。はい、久保田委員。 

久保田委員   久保田です。事務局の方が大分変わったということで、私も遠慮して

いるんですけれど、１０月に関係するところですが、この表に幾つかありますが、Ａ

ＢＣぐらいのランク付けするっていうかな。これはできるよと。これはちょっと検討

させてくださいよと。これはできませんよというようなことは、１０月頃には一応そ

ういう振り分けみたいなものができるですか。（不明）だけじゃ、これは困ってしま

うので。 

区長   区長ですけれども、各課の事業の内容にもよります。できるものにつきまし

てはその都度、会長ともお話する中で、これについてはこういう形になってきそうだ

ということでご報告できるものにつきましては、随時やっていきたいと思っておりま

す。 

久保田委員   順番どおりに、一応検討とか見通しっていうのか、そういうものは一

応出ると考えていいんですね。スケジュール的に、このスケジュールを見て。 

区長   区長です。ですから、先ほども言ったとおり、やはり各課の中でも、すべて

スケジュールの中で動いておりますので、その中で御報告できる時点になったら御報

告させていただくと、そういうふうな形でございます。 

会長   いいですか。 

久保田委員   １０月にこだわらないということですね。 

区長   そのとおりです。 

久保田委員   分かりました。 

会長   それでは、日程につきましてはここで閉めたいと想います。大体８回という

のが今までの内容ですので、また何か皆さんからの要望があったり、あるいは市の方

から、こういうことで審議会を開きたいというような話があれば、６回じゃなくても

っと回数を増やすこともあり得ると。ですから、皆さんの方から何か要望があって、

審議会を開いてほしいということであれば、それは開いていきたいと思います。一応、

現時点ではこの日程で考えているということでよろしくお願いします。 

それでは、３時５分まで休憩をとります。 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時０５分 

会長   再開いたします。 
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  それでは、次に移ります。（３）「平成２１年度の予算状況について」を議題とい

たします。 

  事務局の方、説明をお願いします。 

広域政策課長   広域政策課長の瀧と申します。よろしくお願いします。座って説明

させていただきます。 

  合併建設計画蒲原地区関連事業等の進捗状況について説明をさせていただきます。

御手元の資料の３をご覧ください。上段から第１次静岡市総合計画の第１期または第

２期実施計画に登載されている投資的事業、中段につきましては、第１次総合計画に

登載されていない投資的事業。それから、下段につきましては、その他ということに

なっておりますが、区分ごとに主なものについて説明させていただきます。 

  まず、上段の第１次総合計画に登載されている投資的事業でございますが、一番上、

№１３「浜石の郷」、１４「富士厚生会の各特別養護老人ホームの建設事業」につき

ましては、施設建設のために社会福祉法人が金融機関から借りた借入金の返済に対す

る市からの助成でございます。№１４の「富士厚生会」につきましては、平成２０年

度で完了しております。続きまして、№１５、１６の「（仮称）蒲原地区市民センタ

ー建設事業」は、文化センターと支所の複合施設の建設事業ですが、工事の大半が今

年度に行われることから予算額が大幅に増となっております。次に、№３３「みその

公園整備事業」は、昨年度地元の皆さんと意見交換や検討のためワークショップを経

て完成いたしました。名称は、新栄六本松公園と決定され、本年４月２６日に地元で

開園式が行われたところでございます。次に、№３６の「第３浄水場改修工事」は、

この蒲原地域の７５％を給水エリアとしておりますが、昭和３７年に設置されたもの

で、老朽化が課題となっていたことから、改築整備を昨年度までに完了し、安全かつ

安定した水の供給を行っております。№４１「治山事業」と、№５０「林道改良事

業」につきましては、今年度は予算額が計上されておりませんが、今後も必要に応じ

て事業を実施してまいります。№４２「油缶川河川整備事業」は、昨年度県道富士由

比線を横断する地下水路の改修を行いましたが、今年度は引き続き県道より北側の暗

渠部分の改修を行います。№４３「谷津沢川河川改修事業」は老朽化した護岸の改修

のため、今年度は測量、設計業務を行い、次年度から工事着手する予定となっており

ます。次に、№５７から６８までの「道路整備」でございますが、№５７の「蒲原日

の出線道路改良事業」は、道路幅員を４メートルから８メートルに拡幅するもので、
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昨年度用地測量等を行いましたが、今年度は建物の物件調査等を実施します。№５９

の「蒲原駅南北線道路新設事業」は、現在も施工中でございますが、引き続き事業を

推進してまいります。次に、№６２「東部地域区画整理事業」のうち、「蒲原六番向

道下土地区画整備事業」は、今年度末までに換地処分精算事務を経て組合の解散が予

定されております。それから蒲原六千坪地区につきましては、今年度に組合設立が予

定されていることに伴いまして、組合への補助を予定しております。次に、№６３

「県道３９６号富士由比線」は、１８年度から昨年度までに文化センター付近から由

比地区の境まで、歩道整備を完了しております。今年度当初予算では、小金地区を中

心に舗装を予定しておりましたが、６月補正により、小金地区から新蒲原駅付近まで

約１,６００メートルに延長をしまして整備を進める予定でございます。当初予算額に

つきましては、№６８の「市道の整備」に含めて計上しております。№６５「建築不

可能地区道路新設事業」につきましては、昨年度に測量設計を実施し、現在地元と調

整を進めているところでございます。№６８「市道の整備事業」は、大正新道線、こ

れは日本軽金属正門前の道路ですけれども、約３３０メートルにおきまして舗装整備

を行う予定となっております。№７３「地籍調査事業」は土地の所有区分を明確にす

るため、蒲原地区内の地籍確定のための測量を行っているものでございます。次に、

№６９の「蒲原駅橋上駅舎化事業調査」につきましては、静岡市全体の未整備駅の周

辺整備計画の中で検討をしていく予定となっております。 

  次に、中段の第１次総合計画に登載されていない投資的事業でございますが、主な

ものを御紹介しますと、№２と２２の、「保育園や小学校の統合事業」につきまして

は、今後の園児、児童数の推移を見ながら検討をしてまいります。続きまして№３５

から３７、３８、４０までの「上水道の整備事業」でございますが、先ほどで№３６

の「第３浄水場の整備」が昨年度完了しましたので、今年度からは第１浄水場の改良

工事に向けて実施設計を行う予定となっているところでございます。 

それから、その下のその他の事業でございますが、№２４の「森林保全事業」以下

事業の進捗を図っているところでございます。昨年度と比較して、金額の差額が大き

い主なものを紹介しますと、№３１「農業集落排水処理事業」は、善福寺処理施設に

ついて、本体の劣化や機械設備の老朽化が進みまして、処理機能の低下がみられるた

め、昨年度実施しました実施設計に基づき、本年度は機能強化工事を行います。それ

から、№４５「公営住宅改修、改修事業の教職員住宅部分については、ひかり荘のＢ
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と、わかば荘の解体を行います。さらに、今年度６月の補正予算によりまして、はる

み荘の解体も行われる予定でございます。それから、№１２の「介護予防拠点施設運

営事業」につきましては、老人福祉センターの有効活用などを考えていきたいと考え

ているところでございます。 

以上、簡単ではございますが、事業合計額は最下段で、２１年度予算は一番右欄で

１６億２,９８１万円となっております。昨年度２０年度の９億円余りに比べまして約

７億円の増となっておりますが、これは先ほども御説明させていただきました上から

３段目の蒲原地区市民センターの建設事業におきまして、工事費１２億５,９８７万円

余が計上されたことが主な理由でございます。  

なお、本表には登載はされておりませんが、今年度蒲原西小学校体育館の耐震補強

工事が予定されているところでございます。簡単ではございますが、説明は以上でご

ざいます。 

会長   ただいま、平成２１年度の予算状況説明が終わりました。 

質問ございますか。 

  はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。網掛けの部分の２９番「公共下水道整備事業」なんですけど

も、１９年度、２０年度決算予算がゼロに対して、２１年度の予算で７４５万円つい

ておりますが、この７４５万円の内容が分かりましたらお知らせいただきたいと思い

ます。 

広域政策課長   広域政策課長の瀧でございます。これにつきましては、先ほどの要

望の中にもあって、中身につきましては、先ほど御説明があったとおりでございます

けれども、具体的に申しますと、これは下水道計画課の方でやっております。蒲原、

由比地区の新規事業評価検討業務委託という委託料の支出でございます。中身につき

ましては、この事業計画区域の検証とか設定、あるいは計画処理人口、処理水量の設

定を行いまして、建設事業費の算出や下水道整備によって得られる効果ですね、その

検証を行ってかかる費用とその効果を分析するというものでございます。以上でござ

います。 

会長   いいですか。はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。そうしますと、今の説明はその行政に対する委託料というこ

とで受け取っていいんですか。例えば、住民に対してその意識調査のアンケートをす
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るとか何とかという、そういうふうなものとはまた違うんですか。 

広域政策課長   広域政策課長、瀧です。私どもの課で、合併建設計画のとりまとめ

をさせていただきまして、この調査の個票を各課からいただいているところでござい

ますけれども、私どもが聞いているところでは、この７４５万円の中にそういうよう

な住民の調査が入っているかどうかということは、ちょっと私のところでは確認はし

ておりません。 

会長   いいですか。 

  はい、中島委員。 

中島委員   中島です。５９番「蒲原駅南北線道路新設事業」。本年度１,２８０万円

ばかりついていますけれども、今事業をやっているようですけれども、いつ完成する

ですか。いつも通って思うですが。 

会長   分かりますか。 

広域政策課長   広域政策課長の瀧でございます。私どもが伺っている予定では、平

成２２年度に完成するということで聞いております。２３年の３月に供用開始したい

というようなことで伺っております。 

会長   いいですか。そのほかありますか。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。ちょっと、考え方を教えてください。４５番、それと要望書

の７番の関係ですね。２,３７４万７,０００円が予算化されて、はるみ荘が補正予算

で予算化されるという形で、この施設を解体するわけですよね。そうすると、要する

にこの市民センターが完成する時には、そこが更地になって、この要望書のような形

で駐車場というふうに理解してよろしいですか。 

広域政策課長   広域政策課長、瀧です。今、寺門委員がおっしゃったような方向で

担当の方では考えているようでございます。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   きれいになるわけですから、ぜひ使い勝手のいいような駐車場にしても

らって、利便性を上げてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

会長   そのほかありますか。 

  ちょっと、待ってください。はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修です。網掛けの５８番の件ですけど、「蛭沢通線道路新
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設事業」ですけれど、先ほども話が出ましたけれど、この都市計画路線の中に入って

いる各事業所並びに個人の住宅の関係している人達が、どういうふうに進むか不安に

思っていますので、できましたら進行状況とか説明を、ぜひ区長さんにお願いをした

いと思っておりますけど、一つ御検討の方よろしくお願いします。 

会長   はい、区長。 

区長   ここにつきましては、都市計画部の絡みもございますので、どういうふうな

形にするかということも含めまして、また会長と御相談させていただいて、審議会で

御報告するのか（不明）ということも含めまして、都市計画部の方に、ただいまの御

要望につきまして伝えて対応するつもりでございます。 

会長   いいですか。はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。平成１８年度から２１年度までの一覧で、蒲原地区に投資さ

れました決算とか予算とかが４年間分出ているですけれども、それを総計しますと、

約３５億７,０００万円ぐらいなんですよね。それで、私、やはりこの基本っていうの

が、蒲原町民全戸に配付した水色プランの向こう１０年における静岡と蒲原の合併建

設計画、これが一番の地域審議会の基本にもなるものと考えております。そのプラン

によりますと１０年間で３５３億４０００万円、１０年かけてそのお金をかけて、蒲

原地区を整備していただけるということで蒲原町民に全戸配布して、それを見て、あ

あ、静岡と合併するとすごく蒲原がよくなるんだということで合併を決めた町民の方

もたくさんいると思います。それで、４年間今費やしてみまして、この３５.７億円で、

残りの後３２０億円ぐらいを残りの６年間で、果たして蒲原地区にやっていただける

のかなというのがすごく心配になるところでありますけれども、その辺はどうでしょ

うか。 

会長   どうでしょうかって誰に聞くんですか。 

内藤委員   その辺の、何ていうですか。計画とかそういう。 

会長   それをどなたに。 

内藤委員   当局で分かりますでしょうか。 

広域政策課長   回答にはならないと思うんですけれども、今、内藤委員がおっしゃ

ったのは、合併前に配られたものということでよろしいでしょうか。 

  事業一覧というような形で、総計が出たものだと思うですけれども、この金額、確

かに総計が３５３億４,０００万円ぐらいというものでございますでしょうか。今のこ
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の事業進捗のものをこう比較するというと、これは３００数億円の中には、維持管理

費、いわゆるランニングコストも含まれているということで、今回この合併建設計画

の今この進捗のものについては、基本的にはこれ投資的事業ということでございます

ので、一概にその比較は、金額の部分での比較はできないということで、その部分だ

けは少し御理解をいただきたいというところでございます。 

会長   分かりましたか。内藤委員。 

内藤委員   全くそのとおりにとは、私も考えてはおりませんけれども、確かにこれ

を見て合併を考えたという町民の方もいるということを、ぜひ、心に留めて蒲原地区

に一つでも多くの予算を投じていただけたらありがたいと思います。 

会長   内藤委員ね。地域審議会で網掛けでまだ予算がついていない内容について検

討しましたよね。そしたら、例えば、神沢の公園はやらなくていいよと、載っていた

けれど。そういう話も出ましたよね。だから、私もね、３５０億円が絶対全部やって

くれる内容かなと思ったんですけれど、検討していくと、地元ではあまり要望しない

ものも入ってきているんですよね。だから、確かにそういう一つの案が流れましたけ

れども、今言われたように管理費、最初の審議会の中で管理費は分けられないという

話をされましたよね。これが蒲原の分だって分けられないから、投資的経費だけ説明

してほしいという話をしていましたので、今の説明のとおり３６億円と３５０億円が

おかしいじゃないかという話にはならないのかなという気が私もします。実際に、こ

の網掛けをやった時も、かなりこれはやらなくていいじゃないかというものが出てき

ましたよね。だから、その時の内容と私達がこうして審議会の中で検討していくとお

かしな工事も入っていたなという気がしていますけれど、今までの経過の中で。そう

いうこともあるということを、一応頭に入れておいてください。よろしくお願いしま

す。 

内藤委員   はい、それも分かります。でも、この合併建設計画の７４か７５のずら

ずらっと並んだこれは、合併の協議の時に１年間かけて幹事会とか専門部会で検討さ

れてこれが決まったじゃないかということを聞いておりましたので、やっぱり大事に

していく部分もあるじゃないかと思いました。 

会長   内藤委員の考え方ですから。はい。それ以外ありますか。 

  それでは、こういう形で、合併建設計画蒲原地区関連事業等についての予算の説明

は終わりました。いろいろなものが実際に予算化されていると、動いているというこ
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ともありますし、今後私達が要望した内容がどういう形で実現化されていくかという

ことも、やはり審議会としてしっかり見守っていかなければならないと思います。そ

れでは、この予算についてはこれで打ち切りますけど、いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは、その他ですけれども、委員の皆さんから今日の協議以外で何かあ

りますか。 

  はい、久保田委員。 

久保田委員   近々タウンミーティングがあるので（不明）。私が今一番気にしてい

るのは、地震対策で各地区で会館を持っていますね。これの耐震診断ですが、各家庭

については、そういう話はあるけれど、会館は特に今、Ｓ型デイサービスとかといっ

て、年寄りが集まる機会が多くなって活用度が高いんですよ。これの耐震診断という

のを市として考えてもらいたいと思っているんですが。 

会長   何か分かりますか。関係者の方がいなくて分からなければ、また次の機会に。

いいですね。そういう要望ですね。はい。そのほかありますか。 

  それでは、私の方からちょっと報告があるですけれども、静岡市の方から、第２次

静岡市総合計画懇話会というのがありまして、それに地域の団体の人達が委員として

入るということで、地域審議会から私が代表として出席することになりまして、５月

２８日、それから６月２４日、既に２回開かれました。この懇話会は第２次総合計画

の策定にあたり、幅広い視野から意見を求めるためということで設置されています。

商工会の会頭とか、あるいは女性の会の会長とかですね、葵区とか駿河区、清水区に

それぞれ区の懇話会というのがあって、そこの会長さんとか、そういう人達が出てい

るわけですけれども非常に膨大な話です。まずは、２０年度に策定のための政策を作

成するための組織というのを作りまして、学識経験者一人、市民広報委員５名、市職

員４名からなる計画原案検討会というのを２０年度にやりまして、それで８０回会議

を開いて、その８０回の会議で出てきた内容を、第２回目の会議の中で提案されたん

です。どういう内容かといいますと、６つの分野に分かれていまして、総合分野、健

康福祉分野、文化学習分野、生活環境分野、産業経済分野、都市基盤分野と、こうい

うもので、これも２０年から２６年まで、第２次総合計画の中でどういうことをやっ

ていくかというふうなことの案について出されてきて、それを懇話会でいろいろ意見

を言ってほしいということで２回やってきました。私も、まだ２回目であまり意見を
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言わなかったですけれども、この要望書に出された内容、例えば公共下水道というの

は整備していきましょうとか、あるいは、駅前の整備はちゃんとやっていきましょう

とか、かなり政策体系の中に含まれております。これは、そういう各種団体の代表の

人が集まって１５人で、来年の２月まで、その第２次基本計画が確定されるまで、い

ろいろ意見を言っていくということでやるわけですけど、それで、今回皆さんに赤い

用紙配りましたけれども、それは市民の皆さんの意見を聞くということで、市長とそ

の専門委員の方々が来て、市民の皆さんの意見を聞いて、第２次基本計画、総合計画

の中に市民の意見を入れていこうと。市長も、この第２次総合計画基本計画を作るに

あたっては、市民の皆さんの意見をできるだけ反映していきたいということを第２回

の懇話会でも言っていますし、そういうことで私もその委員として、今後蒲原地区の

ためにいろいろ意見を言っていきたいと思っているですけれども、この７月１１日、

すこやかセンターで１０時から開かれます。どうも聞くところによると、タウンミー

ティングって意外と参加が少ないみたいですね。静岡も清水も。で、静岡市内６箇所

でやるんですよ。その中で１万３,０００人しかいない蒲原でやってくれるんですよ。

だから、蒲原の意見を聞きたいということもあるので、ぜひ、皆さん誘い合ってこの

タウンミーティングにはすこやかセンターの会場をいっぱいにするような形にして、

それで、この要望書の内容が地域審議会だけじゃなく、市民の人達も強く要望してい

るんだということを、やはり市の方へ投げかけるということも重要なことだと思いま

すので、ぜひ、１１日の土曜日１０時からやるタウンミーティングには、ここにおら

れます審議会の皆さん、ぜひ参加していろいろ意見を言ってもらいたいと思います。

今の話で、何か質問ありますか。 

  参加するとこういう資料をくれます。これ、タウンミーティングの資料です。で、

健康福祉とか、一番右側には想定される主な事業ということで、いろいろ事業が書い

てあります。こういうものを第二次総合計画の中に入れていこうということで考えて

いますので、ぜひ、皆さんの意見を反映していただきたいと思います。いいですか。

べらべらしゃべってしまいましたけど、１２０人ぐらい入るみたいですね、聞いたと

ころによると。由比の方からも来るようなことを言っています。人ごとのような形に

ならないで、やっぱり皆さんに行ってもらいたいなということでよろしくお願いしま

す。ほかに何かありますか。 

  はい、宮田委員。 
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宮田委員   宮田です。来年４月に市民センターが完成する予定ですけど、これにつ

きまして今もそうですけど、（仮称）蒲原地区市民センターと皆さんがおっしゃって

いるけれども、この蒲原文化センターですか。これについて名称が、果たしてどうい

うものになるのか、この名称によって、使い勝手も変わってきたり、例えば生涯学習

交流館とかそういう形になってきた時に、どういうふうな使い勝手になるのか、使用

料はどうなるのか。それと、来年完成するにあたって、例えば何か行事があるにして

も、はっきりした名称が決まっていないと、それについてどういった名前にするのか。

それとも、名前が決まらないようでしたら公募するとか、そういう形がとれないでし

ょうか。文化センターがどういう名前になるのかちょっと分からないものですから、

名称をはっきり募集なり何なりして決めてほしいと思います。 

会長   実は打ち合わせの中で、名称をどうするかという話は出ました。白銀すこや

かセンターというのは、あれは福祉センターも、やっぱり公募してすこやかセンター

という名前になっているわけです。ですから、ちょっと市長と話をした時に、「あの

名称をどうするんだ。」と聞かれたことがあります。公募がいいじゃないかなという

話をしましたら、「それならそれでもいいじゃないの。」という話はしてくれました

けど、ただ、公募して名前を決めるということは早くしないと、やっぱり封筒から書

類から全部名前も入れなければならないですよね。だから、やるとなれば早めにやっ

ていかないと間に合わないじゃないかなという気がするものですから皆さんの意見を

聞きたいなと。実際にできるかどうかは、また担当者の方に、十分検討してもらうわ

けですけれど、皆さんの考えはどうでしょう。 

寺門委員   寺門です。この話は、前に稲葉委員から出たんですよ。公募という話は。

それで、決まらなかったけれど雑談の中で出た記憶はあるですが、やはりせっかくで

きるわけですから、仮称じゃなくて、親しく呼べるような名前。ですから、対象を蒲

原地域だけにするのか、広く公募するのかあれですけれど、ぜひ、できたら子供たち

にも参加してもらい、住民全員が公募できるような形。ぜひ、そういう方向でやって

もらった方がいいと思います。ずっと残るわけですから。皆さんに親しく使ってもら

う施設にしてもらうためにも、そういうふうな方法をとってもらう方がいいと思いま

す。審議会でやるわけにいきませんので当局の方で、全部段取りしなければならない

わけですから、その辺がタイムリミットというか、いつまでにやらないと開館する時

に間に合わないということもありますからね。その辺も、時間の関係ありますから、
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ぜひ研究してもらって、公募というふうな形を私はとっていただくとありがたいなと

いうふうに思っています。 

会長   何かありますか。 

生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。実は、その話以前にも聞いたん

ですが、静岡市で、これは複合施設になるわけですが、庁舎の入っている複合施設で、

愛称をつけているところはほとんどないです。長田が唯一、小さな支所で「オーク長

田」とついていますが、それ以外にはないものですから、一応議会への報告等でも、

仮称がついていますけど、蒲原地区市民センターということで説明をとおしているの

で、このままいくつもりですけれども、蒲原地区市民センターではだめだということ

であれば、また新しい名前を公募という手もあろうかと思いますけれどもどうでしょ

う。蒲原地区市民センターではまずいですか。 

会長   蒲原入っています。 

寺門委員   今、その件で、もう一度お聞きしたいですけど萩原さん、長田地区は入

っているの。 

生涯学習推進課参事   「オーク長田」という愛称というか名称はありますけれども、

正式な名称にはいずれにしろなりません。複合施設ですので、蒲原庁舎あるいは、公

民館部分が蒲原生涯学習交流館、それから子育て支援センターというような、それぞ

れの正式な名前は条例に載ってきます。しかし、全体の総称した名称というか愛称と

いうものには、書類にはどこにも載ってこない呼び名ということになります。 

会長   はい、宮田委員。 

宮田委員   宮田です。それ、蒲原地区って入れられるんですか。 

生涯学習推進課参事   蒲原地区市民センターということで市長にも報告をしていま

す。 

会長   はい、宮田委員。 

宮田委員   地区って入っていいんですね。 

生涯学習推進課参事   蒲原市民センターにすると、蒲原市みたいなので。蒲原地区

ということで。 

宮田委員   蒲原総合文化センターとか、そういう名前にはならないですか。 

生涯学習推進課参事   ほかの施設がどういうつけ方をしているか等比べながら、同

じような名前がないかどうか調べなければならないですけれども。 
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会長   はい、宮田委員。 

宮田委員   宮田です。それじゃ、蒲原支所も入っていますよね。子育て支援センタ

ーもありますよね。それと、生涯学習交流館ですか、それも入るということですよね。

そうすると、何かここで行事をやるについては、生涯学習交流館へ行ってくださいと

か、子育て支援センターへ行ってください。支所へ行ってくださいということになる

んですね。じゃあ、総合でいって、例えば文化センター、文化センター行ってくれば

用が足すよとか、そういう問題じゃないですよね。 

生涯学習推進課参事   広報に、例えば公民館の講座を載せる場合には、蒲原生涯学

習交流館でこういうものが行われますという広報の仕方になると思います。 

会長   はい、中山委員。 

中山委員   はい、中山です。合併して新しく始まることですから、今までのことは

なしにして、新しい形で支所は支所としてあるにしても、何か違うネーミングの方が

みんなとしても、新しい出発になるんじゃないかなと思いますけれど。「何かあそこ

に建っているけど、あれ文化センターだよね。」っていうのもね。私達は関わってい

る者だから分かっていると思いますけれど、市民としては、「何かいやに圧迫感のあ

るものが、何か黒い大きなものができているけれど、あれが文化センターかね。」と

いう、正直そんな声も聞いたりするので何か、新しいことがここで始まって、ここに

支所もできるんだよっていうのもなしで新しくっていう形は無理かな。何か、市の人

達もそういうアピール、何か蒲原のそのままの生涯何とかっていうよりも、何かちょ

っと違う・・・ 

会長   一言で呼べる部署でなくてね。 

中山委員   中はそうですけれど。でも、何かちょっと違う感覚で、若い人達にもぱ

っと何か。何かちょっと違う、蒲原としては新しく出発する、そうですよね。もう合

併して、新しくなって、蒲原地区とはいいながら、やっぱり私達がここで頑張ってい

かなければならないというところもあるんだけど。そういうきっかけになっていく、

何か本当に皆が、元気なくなってしまってつまらないなって思うんですけれど。何か

そういうものの、また一つ新しいもの、そこからまたみんなが集まってくれればなと

か。何かそんなふうに思えるんですけれど。 

会長   はい、佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。萩原さんの方にちょっと聞きたいんですけれど、愛称として
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これ仮の話ですけど、愛称としてね、呼称するということは、当局の方としてはでき

ないんですか、できますか。すぐには答えられないということで受け止めます。 

  要は、今、言われたことが、何て言うかな。住民感情としては分かるですよ。だか

ら、正式な名称としては、今の生涯学習交流館だとかってあるわけですよね。それを

変えようというつもりはないんですけれども、何か、新しくせっかく建っているもの

を、住民の機運を高める意味でも、一つのアクションとして、何かやったらどうかな

と。それは一つの手段として、愛称の募集、名称の募集というとできないでしょうか

ら、愛称の募集というようなところを検討することはできないでしょうか。ちょっと

意見提起ですけれど。 

会長   そうですね。合併した、市と合併して、初めて大きなものがバーンと、素晴

らしいものが建たるから、やはりみんなでこう参加して、愛称的なものが募集でね、

みんなでこう呼ぼうと名前がつけられれば、それはそれでまたいいかなと思うですけ

ど。 

佐藤委員   逆に今、ふと思ったのは、当局がこういうことをできないかもしれない

ですけれども、候補名が例えば三つか四つありますよと。全部集めてやると大変だか

ら、三つか四つこう案を作って皆さんいかがでしょうかという形でもね、当局ができ

るのであれば、例えば自治会長さんに頼んでやってもらうとか。そういうような形で

全部集めてやるというのは非常に大変なものがあるので、名称をちょっと絞ってやっ

てもらうと。これは、そうやると自治会の方の主導になってしまうかもしれないんで

すけれども。そういう発想なんかいいんじゃないのかなと思います。 

会長   そうすると、静岡市としては、その愛称、名前は正式な名前じゃないと。だ

けど、自治会の方でみんなで募集して、どの程度募集するか分からないけれども、じ

ゃあ、あそこは、例えば市民センターだけど、蒲原地区としてはこう呼ぼうというよ

うな話ですか。どうなんですか、その辺は。 

生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。よろしいでしょうか。今の計画

では、蒲原地区市民センターという仮の名前ですけれども、看板にその名前を書いて

横にそこに入っている施設をそれぞれ蒲原支所とか生涯学習交流館とか載せるつもり

だったんです。愛称をもし募集するということであれば、蒲原地区市民センターとい

う名前はもうやめて、ほかの名前をラペックとかゆららとか、そういう名前をつける

ということになります。ただ、庁舎が入っている建物でそういうことをやっていた例
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がほとんどないので、いいのかどうか、ちょっと研究させていただきたいと思います。

例えば、駿河区役所に愛称はついてないじゃないですか。清水区役所にもついてない

と。蒲原支所だけついているということになってしまうのでどうかなという気はしま

す。 

佐藤委員   別に、蒲原支所に名前を変更しろという意味ではないですよ。葵区役所、

駿河区役所、清水区役所でいいですよ。蒲原支所は支所でいいですよ。それまで変え

ようというつもりはありませんので、私の方は。だから、大きなあそこの建物をね、

やっぱり親しみやすい、また逆に住民に愛してもらえるような、気持ちを高めるため

に、一つの方法として愛称の募集っていうのがあるのであって、そういう機運を高め

るための、何というか、きっかけという意味で言っていますので。別に、支所の名前

を変えろとは言っていませんので、その点だけ誤解のないようにしていただければ。

余分な話ですけどその他だから言ってしまいますけど、その何か文化センターができ

るにあたって、やっぱり盛り上げようということで、住民参加の合唱団を今結成して

いまして、参加する方がユニット蒲原の人、また駿河区とか葵区の人も含めて約８０

名の方が今練習しています。それは何かというと、せっかくできる文化センターの機

運を盛り上げようということで市民で盛り上げているというところもありまして、そ

れで、イベントでやろうじゃないかとやっているんですね。それはちょっと余分です

けれども、そういう機運を高めるための何か、答えは出ないと思いますけど、やるこ

とが必要じゃないのかなということも意見提起です。 

会長   いいですよ。まだ４時になっていませんので。 

宮田委員   宮田です。今、萩原君が言ったように、文化センターとつくんですか。 

生涯学習推進課参事   蒲原地区市民センターという名前をやめてほかのものにする

かどうかということです。 

江澤委員   江澤です。ちょっと教えていただきたいですが、由比との関わり合いは

どういうふうになっているのかというのが、ちょっとよく分からないですが、由比は

どういう形になるんですか。すぐに入るですか、こちらへ。ちょっと説明してくださ

い。 

区長   今はまだ明確には言い切れないところもございますけれども、由比・蒲原地

区で市、行政だけを考えた時には、新しい蒲原支所が両地区の行政対応のここの地区

の本店になります。 
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江澤委員   それはいつからですか。 

区長   来年の４月１日からです。 

会長   はい、江澤さん。 

江澤委員   江澤です。そうすると、蒲原地区とつけるのは、ちょっと由比の方も抵

抗があるじゃないかなという気がかなりするんですけれどね。 

会長  それは、どうでしょう。蒲原地区と入れても別に、由比は後から入ってきたか

ら、それでいいじゃないかというのかどうか。今はちょっと蒲原地区って入れること

自体がちょっと、今からこう一緒になってやっていく上で問題あるんじゃないかとい

う話も出るんですけど、どうなんでしょうか、その点は。 

生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。審議会として、由比のことを考

えると蒲原地区市民センターがまずいということであれば再考を検討しなければなら

ないかなと思います。 

会長   審議会全体でまずいとかというのは今のところ言っていません。 

中島委員   ちょっとすみません。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   中島ですがね。支所の名前はどういうようになるんですかね。あそこの

名称例えば、支所の名前。 

区長   私は、勝手に新蒲原支所と言っていますけれども、蒲原支所になる予定です。

以上です。 

寺門委員   寺門です。萩原さん。条例ではまるのは支所と、子育て支援センターと

生涯学習交流館、この三つがはまるの。施設が三つ入るよと。そしてこちら側が文化

センターの要素が入ってくるわけでしょ。 

生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。文化センターの要素は、ホール

と学習する部屋ですので、生涯学習交流館がすべてまかないます。 

寺門委員   寺門です。条例で決めるものについては、その名称は変えられないわけ

ですね、そのまま使えばいいわけですから。佐藤君が言ったように、できたらやっぱ

り親しい名前をぜひつけてもらって、そして、看板でも案内でも建てたらいいわけだ

からね。こっちに行くよう案内を。だから、その辺は、一つ建物を呼ぶ時には、仮に

「きらり」とか、光っているよとか、今勝手につけた言葉ですけど。そういうふうに

親しく呼べるような、何々に行こうというような形のものができると、かえって利用
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価値が上がってくるような気がするけれど。佐藤君の言っていることいいと思います

よ。 

会長   はい、区長。 

区長   区長です。それらも踏まえまして行政として、どこまでできるかということ

も検討してみないと、この場ではちょっと言い切れないこともございますので、ちょ

っと検討させてください。 

会長   まあ、一応、いろいろな意見が出ました。それをまた考えていただいて、ま

たこういうこともできるよというようなお話があれば、皆さんに報告するという形に

したいと思います。そのほかありますか。 

（「なし」の声あり） 

会長   ないですか。はい、どうぞ。 

生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。今話題の、市民センターにつけ

るステンドグラスのデザインを考えました。本日、ステンドグラスを作ってくださる

水上さんがいらしていますので、デザインの御紹介と、簡単な解説をしてよろしいで

しょうか。 

会長   はい、よろしくお願いします。 

生涯学習推進課参事   水上さん、お願いします。 

水上   水上です。どうかよろしくお願いします。 

  デザインを書き上げてきたんですけれども、やっぱりすぐ見て蒲原ということが分

かるようなデザインをしてきました。僕のイメージとして、夕日に染まる富士山と桜

海老に染まる波ということで、富士川の河口から見た富士山と蒲原を表しています。

絵だと、ちょっと分かりづらいとは思うですけれども、ガラスで赤のグラデーション

でまとめていこうと思います。 

寺門委員   水上さん、これ大きさはどのぐらい。 

水上   ９０センチの１８０センチです。丁度１畳ぐらいです。字もステンドグラス

で入れます。１枚になります。 

会長   その、こちらの字は何て書いてあるんですか。蒲原。 

内藤委員   萩原さん、どこにつくんですか。 

生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。ステンドグラスをつける位置は、

生涯学習交流館の部分でして、自動ドアを入ると、そこが全体的にロビーになってい
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るんですが、ロビーの天井が吹き抜けになっています。吹き抜けの部分、ドアを入っ

て左側、事務所の受付に行く間の左側の２階の窓ということになります。１階だと、

すぐ子供に触れられてしまうと困りますので、２階部分のところになります。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修です。今拝見させていただきましたけれど、この蒲原と

いう漢字ですけれど、最近、我々の業界でも地方の人が読みにくいというのと、平仮

名にした方が柔らか味があるということで、平仮名にしているんですよ、蒲原という

字を。それも一つ一考していただければと思っております、先生。 

水上   モダン的な勢いをちょっとイメージしたので、わざと漢字で書いてあります。 

会長   どうもありがとうございました。いいですか。 

ちょうど４時になりました。どうもいろいろ貴重な御意見ありがとうございました。 

これで、２１年度第１回の地域審議会を終わりたいと思います。 

次は、８月か９月に、施設の視察を行いたいと思っていますので、よろしくお願い

します。 

なお、本日の会議録の署名は、名簿順に戸塚（正）委員にお願いします。 

どうも御苦労様でした。 

（午後４時００分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 


