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平成２１年度第３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２１年１０月２９日（木） 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、稲葉委員、久保田委員、 

片瀬（幸）委員、草谷委員、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、石野委員、磯部委員、江澤委員、 

 中山委員 

（片瀬（正）委員、野村委員欠席） 

        （関係課）生涯学習推進課：萩原参事兼主幹 

             街路課：小長井統括主幹、鷲坂副主幹 

        （事務局）区政課：橋本参与兼課長、牧野統括主幹、杉山主事、 

総務・防災課：広瀬参事兼区付主幹、森参事兼統括主幹 

蒲原支所：渡邉支所長、近藤参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）要望書に挙げた合併建設計画関連事業の進捗状況等について 

 （２）今後の運営と地域審議会の進め方について 

 （３）その他 
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蒲原支所参事   初めに御報告いたします。本日は、片瀬正通委員、野村委員が欠席

されております。１７人の委員が出席されておりますので、会議は成立いたします。 

  それでは、まず資料の確認をお願いいたします。資料１「蒲原地区審議会施設等の概

要」であります。お手元にございますでしょうか。 

  それでは次第の２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。 

  須藤会長、よろしくお願いします。 

（須藤会長あいさつ） 

会長   皆さん、お忙しい中、御苦労さまです。 

早いもので、この地域審議会も３年半が経ちました。最初の２年間は、何とか立派

なものをつくろうということで、市民センターの審議をして、今、着々と建設が進ん

でおります。足場も外されて、外観が顔を出しました。シックで立派な市民センター

だと思っております。 

建設計画の中で、まだスタートしてないものを取り上げて皆さんで１年間慎重に審

査して、この６月４日に市長の方に要望書を提出してきました。 

第２次総合計画の懇話会というのがありまして、その代表として静岡の懇話会に出

席しております。いろいろ話し合ってきて１０月１６日と１０月２７日、この２日間

で中間素案が既に検討が終わっております。 

この中には、私達が要望した公共下水道あるいは農業公園、それから道路等は、ま

だ具体的に実施計画はないですけれども、基本計画としてはそういうものは入ってお

ります。２７日の時もその農業公園、地元の研究会が一生懸命（不明）してきたこと

が、静岡市の行政の方でそれを見たら半分以上は私達の考えと違うということがあり

まして、今後、話をしていかなければならないですけれども、そういうお話も懇話会

の中でさせていただきました。 

そういうことで、今やっているわけですけども、来年の２月になると最終案が出て

きまして、そこで協議をして最終的に決まると、その時には実施計画もしっかりとで

きてきます。ですから、どういうところが第２次基本計画、２２年から２６年まで４

年間で取り組むかということが具体的にまた出てきます。 

そういうことで、蒲原地域審議会は、そういう要望書を提出したことによってある

程度の内容が終わっているわけですけれども、地域審議会の役割というのは建設計画

のチェック、あるいは市民の要望等を市長に言うことができるということになってい
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ますから、そういう使命については継続していくわけですけれども、今日の議題にも

ありますように、今後、この審議会をどういうふうにしていくかということについて

皆さんの忌憚ない意見を出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

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

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いたします。ま

た、本日の会議はおよそ２時間の午後４時ごろの終了予定ですので、御協力をお願い

いたします。 

  それでは、議事の（１）「要望書に挙げた合併建設計画関連事業の進捗状況につい

て」を議題といたします。 

  初めに、蛭沢通線の整備について、街路課から説明をお願いします。 

街路課統括主幹   街路課の小長井といいます。よろしくお願いいたします。 

蛭沢通線の御質問ですが、その前に静岡市の都市計画道路というものについてちょ

っとお話させていただきますが、静岡市の都市計画道路は１３５路線、３７９．８２

キロメートルが都市計画決定しておりまして、整備率は市全体で約６４％、うち旧蒲

原町につきましては７２％、旧静岡市が６９％、旧清水市が５５％という比率になっ

ております。 

都市計画道路の新規事業化につきましては、市を全体的な道路ネットワークの構築

が都市計画道路周辺も土地利用、それから社会情勢の変化などを加味しながら整備効

果が十分に期待できると考えられる路線を優先整備路線として位置づけております。 

そして、新規事業化を行うためには道路の整備に関するプログラムを整備対象箇所

として位置づけていることが大前提となります。そこで蛭沢通線になりますが、この

蛭沢通線の事業化の際は、ＪＲ東海道本線を立体交差をしなければならないというこ

とや、立体交差区間から現道に結びつける勾配を道路構造令の基準に合わせ、緩やか
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にする関係から、ルート変更、それから幅員変更のための都市計画決定の変更を行わ

なければならないと、そのように非常に多くの課題を抱えている路線でもあります。 

さらにＪＲ東海では、踏切拡幅や立体交差を施工する条件としまして、１カ所の踏

切を廃止することが求められるということもありますので、廃止する踏切をその際、

決定するということも必要になります。 

蛭沢通線につきましては、昭和３７年に都市計画決定を行っているものの未着手路

線であり、また将来計画交通量ですね、これが平成３２年を推定しまして大体１日３，

５００台と少ない交通量ですが、事業費につきましては概算事業費で約２５億円かか

る見込みです。メートル当たり１，０００万円になりますかね。それで費用対効果を

計算しますと、投資効果が低く、また、さらに国土交通省が実施公表しております踏

切交通実態総点検において蒲原地区の踏切につきましては、緊急に対策の検討が必要

な踏切というものに抽出されていません。全国で１，９６０カ所、静岡市では１３カ

所抽出されておりますが、蒲原地区におきましては抽出されておりません。 

そういうことから、現在の道路行政を取り巻く社会情勢、経済情勢において蛭沢通

線を新規事業化に位置づけることは非常に難しい状況であるとお答えするしかありま

せん。 

蛭沢通線の整備につきましては、平成２０年３月１３日に要望書を提出していただ

き、また２０年９月１６日に開催された２０年度の第４回蒲原地域審議会におきまし

ても、２次総への登載を要望されましたが、今、ご説明したことで現時点において、

整備の計画はなく２次総への登載は見送りました。このような回答になります。 

以上です。 

会長   ただいま、蛭沢通線についての内容の説明がありました。質問、意見ありま

したら。はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。街路課の説明は一応聞きました。費用対効果が薄いと

いうことも分かります。今のこの情勢の中ですぐにすぐ着工というのも難しい、そう

いう現実も一応納得しました。 

  ただし、あそこの都市計画路線の中の区域に居住している住宅並び商店ですね、そう

いう方が新たに建替えができない現状を踏まえますと、この都市計画路線の変更をし

た方が私は個人的にはいいんじゃないかと思っておりますし、都市計画委員会を早急

に開催してもらいまして、ルート変更とか現状に合った建築ができるかどうか、そこ
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ら辺の方向づけをしていただきたいと思っておりますし、現状の都市計画路線ですと

ＪＲをまたいだ南側の方にはもう既にレオパレスかな、賃貸マンションの建設が始ま

っておりますので、この都市計画路線を生かすというのは難しいような気がしますし、

現在、早急に建替えしたいという住宅もありますので、その原因は何かというと都市

計画路線の中に住宅がありますので、要するにできないという現状ですので、そこら

辺を早急に委員会でも開いてもらって方向づけをしてもらいたい、変更なり、廃止な

り、その答えを早急に出してもらいたいです。 

  以上です。 

会長   今の話どうですか。 

街路課統括主幹   街路課の小長井です。私共の課といたしましては、とりあえず計

画路線を順次速やかに優先順位を決めまして、実施していくということが仕事であり

まして、その計画決定または見直し等につきましては、都市計画課の範疇になるわけ

ですが、今のこの段階では私共の方からどのように変更するとかそういうことは一切

申し上げられませんので、その件のつきましてはもし御希望がありましたら、都市計

画の方とお話していただくしかないのかなとそのような感じになりますが。 

会長   片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。その都市計画委員と相談するというお話は、直接、私

達が相談するわけですか。その地域の人達が直接するということですか。また街路課

を通じて話を進めてくれるか、その辺はどうなっているですか。 

街路課統括主幹   その詳しいことまでちょっと私共の方では分かりかねますので、

都市計画課の担当の方にちょっとその旨、話をしますので、どのような形でそういう

話を持っていくかということまでちょっと分かりません。申しわけありませんけれど

も。 

会長   片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   その答えの早急な返答をお願いしたいと思いますけど、いつ頃ま

でに出ますか。一、二カ月の間にできたら出して、年内に報告していただければあり

がたいと思いますけど。 

街路課統括主幹   それにつきましては、ちょっと私では何とも言えませんが、とに

かくこの会議で今のような御質問、御要望があったということを都市計画の担当の者

に帰りましたらすぐにお伝えいたします。 
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会長   はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。今、片瀬委員の方からいろいろお話が出たですけれど、由比

港漁業協同組合の地所にかかるところがありまして、役員会や理事会があると必ずそ

ういうことが出てくるわけです。「あそこをやるのか、やらないのか、早く決定して

くれよ。」と、あそこにかなり土地があるものですから、それを有効に使いたいとい

うこともあるものですから、その決定を片瀬委員が言われるように今年中には、はっ

きりしてもらいたいというような意見も、私達の中で出ているものですからそれは持

ち帰りまして、ぜひ早急にこちらの方へと返事していただきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。 

会長   どうでしょう、次回１２月に審議会を予定しているですけれども、その時に

担当課の方に出席していただいて内容を聞くという形にしたらどうでしょうか。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。その１２月の審議会の中で方向づけができれば一番い

いですけど、その時点でまだあやふやな意見ですと、また先に延びてしまう恐れがあ

りますから、できれば１２月の審議会の前に都市計画委員会ですか、開いてもらって

方向づけを決めていただいた説明を受ければ一番ありがたいと思います。 

  以上です。 

会長   一応、要望が出ましたけれども、審議会としては担当者にぜひ次の審議会に

出席していただくということを要望しておきます。いいですか、事務局の方、よろし

くお願いします。戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   昭和３７年でしたか。その時には蒲原でも施工されてないところ

が多分にあるでしょうね。建替えるといった時に３階建てにしようと思ったら、都市

計画道路へひっかかって２階建てしか建てられなかったというのが蒲原地区に随分あ

るでしょうね。ですから、これ一遍全部見直した方がいいような感じがします。これ

からのことを考えて、蛭沢通線だけでなく全体像を見てはっきりいらないものはいら

ないで、地図を見れば全部分筆してあるんですよね。堀川などの通りは全部やってあ

りますからね。そういうのを一応、できないなら廃止という形でどんどん進んでもら

いたいと思うですけれども。そういうことも併せて要望しておきます。 

会長   今、言っているのは神沢白銀線というのがありまして、住宅の建っていると

ころが都市計画道路だということで赤い線が引いてあるですよ。実際には、そこの住

民を全部移動させて道を造るというのは現状じゃ無理なことで、蒲原町時代もいろい
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ろ議論したことがあるものですから、そういうことで、今、要望が出たような内容も

含めて伝えていただきたいと思います。よろしくお願いします。片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。それに関連した個人的な意見ですけど、今、蛭沢通線

として計画されている敷地内に今、レオパレスが建設しているわけです。これは２階

建ての木造だから建築が許可になっているという話を聞きました。 

  鉄骨、鉄筋の建物だと許可にならないという、この矛盾というのもありますし、その

辺もはっきりしてもらいたいということと、現在の蛭沢通線が現在地に決まったいき

さつを私も知らないですけど、私が覚えている中では、旧の文化センターの西側が都

市計画路線だったです、最初は。それも現在の静岡銀行の所から由比港漁協の所を平

面交差で南へ行くという案に変わったというところで、これはもう一回、再考する必

要があるんじゃないかなという、現実的に今のところでやる点が難しい点があります。

そういう点も踏まえて、一つよろしくお願いします。 

会長   そのほかありますか。いいですか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉ですが、進捗状況というか考え方が出されて、片瀬委員から今の計

画の線をこういうような問題があるので見直してくれという話で出たと思うですけれ

ども、最初の当局側のこういう計画ですよと、非常に難しいですよということで、第

２次総にも登載は無理だというお話ですが、じゃあもっと原点に返って道が多少動く

かどうか、それは計画の問題として、このままいっても南北線へ通ずる道というのは、

当然ちょっと無理だということになってしまうわけで、そうしたら道を少し動かすか

という問題じゃなくて、今こういうふうな「非常に費用対効果が低いよ、緊急性も低

いよ、ＪＲの問題もあるよ。」と言われて、「はいそうですか。」で、蒲原地域の地

震とかいろいろな避難所的なものを含めてどうしていくかというのは、こちら側の大

きな課題だと思うですけれども、また、代替案を出せるのか、それに今、出されてい

るようないろいろな課題を払拭するようないいものはあるのか目的のために。という

問題が今のしかかってきているかなと思いながら聞いたですけれども、単なる変更を

計画の変更というのでなくて。 

会長   そういうことで、例えば審議会で改めてこの問題についてみんなで話し合う

のか、どうするかということでしょ。鈴木委員、何か。 

鈴木委員   鈴木です。私も同じですけれども、今の街路課様からのお答えをもって

要望を取り下げざるを得ないということではないわけですよね、あくまでも。私も南
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北に交通路というのは必ず、絶対に必要だと思いますし、何がしかの形で実現してい

ただかないと、蒲原が南北に幾つも幹線道路通すがために生活の安全面でも分断され

た状況というのは、せっかく静岡市になっても是正されないということになってしま

いますので、これは何らかの形でぜひ実現していただく必要があると思います。 

  私も今のお答えで取り下げてしまうのかなとちょっと心配になったものですから、ぜ

ひそういうことにならないようにしていただきたいなと、お願いしたいと思います。 

会長   簡単にお願いします。 

片瀬（幸）委員   片瀬ですけど、将来的にあそこに立派な（仮称）市民センター、

また支所ができて、西小学校があの上にある。警察、一応、文化の中心になるような

ところでございますので、子供の通学の安全とまた中心街になる（不明）からの車も

多くなると思います。そういう安全面を考えまして、ぜひあそこには必要な路線じゃ

ないかなという気持ちもありますので、須藤会長を通じて、市長との懇談会の時こう

いう文書を渡したんですよ、一部後でコピーして渡しますから、また目を通しておい

てください。 

  以上です。 

会長   何かありますか。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。今、街路課のお話がありましたけど、メインはもう街路課じ

ゃなくて都市計画の方の関係になるわけですよね。ですから、ここでお答えをいただ

くというのはなかなか難しいと思います。 

  しかし、かつて蒲原時代にこの都市計画道路を造ると言ってから半世紀以上経ってい

るわけですよ、決定してから。先ほど戸塚（善）委員が言いましたけれど、いろいろ

な意味で建物が古くなっている、建替えなければならない。そういう時期がきている

わけですよ。静岡から蒲原の町へ走ってくると、大分もう変わっているでしょ、道が

新しくなっていると、みんなもうそういう時期なんですよ。 

  それで、その都市計画決定されている場所に沿っていると手が付けられないという実

情があるんです。この都市計画決定したのをやめにするということは、蒲原時代に相

当議論しましたけど無理だという話なんですよ。 

  ですから、その時はもう残しておくという形で、南北線については西から来て、家が

たくさん建っている堀川の中を突き抜けるような形で新蒲原までいくというような計

画だったですよ。七、八十軒どかさなければ実現できないような実情なんですよ。そ
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ういうものはありますからね。 

  決定しているものを簡単に、それじゃ外しましょうということができるのかどうなの

か。それがあるためにいろいろなことが住民に不便を来すというのが実情なんですよ。 

  ですから、その辺もぜひ都市計画の関係は、その関係課とお話をしていただいて、こ

ういう話もあるんだよということ、不便をきたしているんだと、南北道がどうしても

必要だということをぜひお伝えいただいて、また１２月ですか、その時には結論がも

う出るというような形で海老の漁業の話もありますけれど、土地を持っていても有効

利用できないということが実際あるわけですよ。ですからその辺もできるなら計画決

定を変更できるならできる、というような形ができるのかどうなのか。十分な期限は

そういう形で使いやすいような形で、宝の持ちぐされじゃないけれど、有効利用がで

きるような形にしていただくということを、ぜひ方向性をはっきりしていただくとい

うことが私は大事だと思うんですよ。ぜひその辺も一つお伝えください。 

戸塚（善）委員   戸塚ですけど、この都市計画というのは、県の指導でやったこと

だと聞いているんですよ。ですから今度政令市になった場合は、県とは関係ないでし

ょ。やっぱりまだ県のご機嫌を伺わないと何もできないですか。私達国と直結するか

ら、政令指定都市になりたい。それで静岡市になったような感じがするですけれど、

県の方へ言っていくと、何で今時分こんなこと言ってくるんだと突っぱねられた。今

度は、静岡市になれば県はそっちへ置いておいて自分達独自でできるじゃないですか。

そこのところをちょっと確認したいです。 

会長   それは分かりますか。分からなければ分からなくていいです。 

街路課統括主幹   分かりません。 

会長   まだ確定じゃないですけれども、第２次総合計画の中に今検討している中で、

都市計画道路の整備、都市計画道路の見直し、結果の推進とこういうものは想定され

る具体的な事業のイメージとして載っています。ですから交通事情の変化に対応した

道路の整備という中で、そういうものが載っていますので、２２年から２６年にわた

って都市計画道路の見直しということをやろうということになっていますので、それ

は多分盛り込まれてくると思いますけれども、そういうことも踏まえて、担当者に来

てもらって話を聞くということでいいですね次回。ではそれでよろしくお願いします。 

  それでは、質問は打ち切ります。 

  次に、先日の懇談会で決定しました蒲原地区市民センターの名称について、再度、生
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涯学習推進課から説明がありますのでお聞きください。どうぞ。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。よろしくお願いします。

先日、決定していただきました蒲原地区市民センターという案でいいよということな

んですが、その後、それを帰りまして上司にこんな議論があって、地区をとってほし

いとかということもあったんですけど、蒲原市というのがないので地区をとれないと

いう説明したんですよなんて話をしたところですね、それなら地区をとってしまって

もいいんじゃないのかと、蒲原市民センターでもいいじゃないかという議論が出てき

ました。 

  それから、確かに蒲原市というのはないので、名称の前に静岡市蒲原市民センターと

いう看板なら違和感がないじゃないのかという議論が出ています。まだまだ決定はし

ていませんけれども静岡市蒲原市民センターになるか、それとも先日の蒲原地区市民

センターになるかは、また決定次第お知らせしますけれどもこちらにお任せいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

会長   今、静岡市蒲原市民センターというふうになる可能性もあるということです

がどうですか。静岡市蒲原市民センターでも別に問題ないと思いますけれども。 

生涯学習推進課参事兼主幹   それから、関係課で集まりまして完成記念式典の日取

りを大体ここら辺ということを。 

会長   オープニングセレモニーをやるわけですか。 

生涯学習推進課参事兼主幹   オープニングというか建物が出来上がったよというこ

とで、テープカットをやろうと考えています。３月２２日月曜日ですけれども、振替

休日です。３月２２日の月曜日に完成記念式典をやりたいと考えています。 

会長   これは生涯学習推進課でやるわけですか。 

生涯学習推進課参事兼主幹   それぞれの課と合同でやりますけれども、それが終わ

った後、３月２３日から多分、支所が使えるようになるかなと。 

会長   ということは、その前に引っ越しがあるわけですか。 

生涯学習推進課参事兼主幹   そうです。ここ３連休があるんですね。３月２０日、

２１、２２日と土、日と月曜日が休みなので、土、日で引っ越しをして、月曜日にテ

ープカットの式典をやって、火曜日から支所が使えるようになるかなという今のとこ

ろの予定です。 

  ただ、生涯学習交流館からホール、それから子育て支援センターについてはそのまま
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準備もまだあるので４月１日からになるかなと考えております。 

  以上です。 

会長   今の問題何か質問ありますか。いいですか。 

宮田副会長   宮田ですけれども、今の件でオープニングセレモニーとかそういうも

のは生涯学習課でやるんですか、主になって。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。第九を習う教室があるの

で、その仕上がり具合にもよりますし、指導者の予定もまだ確認しなければならない

ですけれども、それが発表の席にできるならやっていただきたいなということと、こ

ちらとしても文化振興財団の方とちょっと相談をしながら出し物を考えているところ

です。 

宮田副会長  それでは生涯学習推進課所管でやるんですね。 

生涯学習推進課参事兼主幹   閉める時には自治会とか住民主体でやっていただきま

したので、出来上がった時にはこちら主体でやろうと、そんなふうに考えています。 

宮田副会長  分かりました。 

会長   はい、鈴木委員。 

鈴木委員   今のオープニングセレモニーというのは、最初に出た式典とは別のもの

ですか。同じ日にやるものですか。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。テープカットだけですと

２０分ぐらいで終わってしまうので、その後ホールの方に移動してもらって舞台で何

かやると、そのように考えています。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。萩原さんね、この時はこの地域の皆さんに自由に来てもらっ

てもいいような形をとるの。テープカットやった人たちだけでオープニングのあれや

るのかな。どうなの。 

生涯学習推進課参事兼主幹   正式にはまだ開館はしていないですけれども、一般の

方も可能だと考えています。 

会長   いいですか。 

  それでは、次に移ります。 

  議事の（２）「今後の運営と地域審議会の進め方について」ということで、先ほど私、

あいさつの中で言いましたけども、一応、要望書を出して、これは第２次総合計画の
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中でどう生かされるかということは今後の問題ですけれども、私達の任期は来年６月

までしかないですけれども、まだ半年以上ありますので今後の審議会の進め方につい

て、何か御意見があれば出してください。 

  何かありますか。はい、久保田委員。 

久保田委員   久保田です。昔というか、私も時々みているですけれど蒲原町時代に

こういうパンフレット出しましたよね。マスタープラン、これとの関係というのを考

えていく場合に、時代が変わりましたからね、一概にこれだけじゃすまないと思うけ

れど、私、一番気にしているのは、各公共施設がありますよね。この間、話に出たの

は庵原高校の話も出ていますが、こういうものが数カ所ありますよね、そういう公共

施設が。それがどういう使われ方を今後していくのかなというような話を一回整理し

てみて、そしてそれに基づいて我々こうしようよと、提案型の話が大分少ないのでそ

ういう話をする機会をつくったらどうかなと思うんですよ。 

  例えば、この前も再三言ったんですけれど、庵原高校の駐輪場、あれも５年後にはな

くなりますよと、それで「あっ、そうか。」じゃなくて、それをどういうふうにしよ

うかという案を我々が作り上げて当局の方にそれを宿題といったらおかしいけれども

提案するような、そういう審議会のやり方というのも考えてみる必要があるんじゃな

いかと思うんですがどうですか。 

  以上です。 

会長   それぞれの代表の方がここへ出ていますので、いろいろこの提案を個々に出

していただいて、それを皆さんで話し合ってそれを審議会のものとして当局の方へと

要望していくとか、あるいは、それは全体的なことじゃないからそれは個々の問題だ

ということで取り下げるか、審議会はそういう議論の場ですから、例えば今、久保田

委員が言われたように庵原高校がなくなると新蒲原駅の横の駐輪場の２階ですね、２

階の駐輪場が空いてしまうと。ではそれをどう使うかと、そういう案が出たわけです

けれど、例えばそういう案が久保田委員から出された場合に、皆さんに意見を出して

いただいて提言していくということも一つのやり方だと思いますよ。 

  だから、それぞれがそれぞれの立場でこの場で提言していただいて、みんなでそれを

議論しようというように皆さんがそれをオッケイすれば、次の審議会までに皆さん考

えてきてくださいと、ではその場でやりましょうというような形で進んでいくことが

できるわけですから、そういう場にしていただければいいなと思いますけれどね。 
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久保田委員   もう一つ、先ほど蛭沢通線の話がありましたが、ああそうかじゃなく

て地元の人が一番よく分かっているんだから、その人達のこういうところに代案ある

よと、そこまで話をしなければどうしようもないと思うんですよ。そういうことを、

これ参考意見としてですが、あそこの場所は悪いなと、だめだな、当局もだめだと言

ったってそこからそれじゃ我々としてはここの所に造ったらどうだという、そこまで

の提案ができれば一番うまいじゃないかなということを参考までに申し上げたい。 

会長   だから、そのうまいことをどうやってこうみんなの話し合いの中でつくり上

げていくかということだと思うんですね。だから、今の問題にしても急に言われまし

たからね。次の審議会の中でいろいろと案があれば出していただきたい。 

  そういうことでいいですか。今、意見を。と言ってもなかなか難しいわけですから、

１２月に予定しております審議会の中で、例えば今提案された駐輪場の２階がいずれ

なくなると、それをどういうふうに有効活用したらいいかということを、皆さんの意

見として出していただいていいものにつくり上げていくというようにしたいと思いま

すけどいいですか。はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。今、久保田委員から話がありました新蒲原駅横の駐輪

場の件ですけど、先週日曜日に私達はそこへ桜を植えた関係で草刈りしました。駐輪

場の駐輪の台数をちょっと参考に見てみたですけれど、日曜日の朝９時ぐらいでした

けど、３分の２ぐらい 1 階は埋まっているんですけれど、2 階の方はまるで空いている

という現状ですから、またこれで庵原高校がなくなるということになると、ほとんど

利用価値がなくなってくる可能性もあるから、上か下かどっちか再利用の方法をまた

考えてみたらどうかなという気持ちもその時にしたわけですけど、そんなところでご

ざいます。 

会長   現状を今話してもらったですけれど、そういうことだということで、そうい

うことも頭に入れながら次までにいろいろ意見があれば出していただくと、いいです

か、この問題は。 

  そのほか、今後の運営についてありますか。はい、どうぞ中山委員。 

中山委員   中山です。私達蒲原地区のものとして静岡市にああしてほしい、こうし

てほしいと望むことも必要かもしれませんけれど、今ある建物とか、今度、新しくで

きる支所、市民センターなどを、今後、やっぱりみんなで活用できるように、という

そういう下地も必要じゃないかなと思います。 
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  それで、前に老人福祉センターが神沢にありますけど、あそこへちょっと伺ったこと

があったんですけれど、交通の便が悪いということで６０歳以上の方は無料で使える

ということらしいですけれど、なかなかあそこを活用される方が少ないというお話で、

施設の方達はすごく前向きにいろいろ考えてらっしゃるみたいですけれど、静岡など

はバスが来たりとかそういうあれがあるけれど、蒲原はないんですよというお話をさ

れていましたけれど、今度、支所があそこにできるということで由比のバスを蒲原の

方まで回してもらうようにはできないのかなとか、何かああいう施設をせっかくある

のに古くなってきてしまって、使わないじゃなくてやっぱりあるものを活用できるよ

うにそのベースをつくるというのは必要じゃないかなって感じました。 

  今後のことを考えても、やっぱり私達でここを形を持ってこうしようというものを何

か考えなくてはいけないんじゃないのかなという、あそこ、ここをポツポツポツとや

るよりも、こうしたいということをみんなから少しずつ意見でもあれば出して、蒲原

というのをもっと大きい意味で、５年後、１０年後ということを考えられるようにな

らないかなと思います。 

会長   今、送迎バスはやっているでしょ。送迎のバスはやっていますね。 

中山委員   やっているらしいんですけれど、一番の主になってらっしゃる方が全部

やるのは大変だとおっしゃっていました。何から何まで僕がやるのは大変で、そうい

う何かあればみんなが来てくれるだろうに、せっかくの施設でもったいないんですよ

という話でしたので、由比のバスが支所の方、やっぱりこれからもみんな委員の方達

も使われるんじゃないかなと思いますから、そういうように何か、そのついでにあそ

この所も回っていただけるようになれば、せっかくの施設がって思いましたので、案

として。 

会長   タウンミーティングの中でも、由比の福祉バスを蒲原まで延ばしてもらいた

いという要望がありましたね。だから、そういう一緒になったんだから交通網をもう

少し広げてということですよね。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今のは神沢にある老人福祉センターのことですか。私の認識

は、今、あそこ事務員と館長さんと２人いて、老人クラブ等がほとんど毎月使って物

すごい利用率で、そのたびにバスが朝１回、２回とか、新田だとかそれぞれの老人会、

迎えに来てくれて、終わったら送ってくれて、お風呂もあるしすごく老人の方々がね

楽しみに活用して今すごい盛況だという認識なんですよ。それをあたかも、何か閑古
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鳥が鳴くように言われてしまうとこれからに影響してしまうんですけれども、そして、

例えば９月、１０月と敬老の日になると各自治会主催の敬老会、いつもあそこいっぱ

いでやっていますしね。非常にあそこはなくてならない大事なところだという認識が

強いです。 

  ただ、今心配しているのは、大分以前に建てられたので老朽化というものがあります

ので、それを考えたらこれからどうしていったらいいのかということは、我々が考え

なければいけないことだなという認識できているんですけども、あそこは非常に寂れ

て利用率低いみたいな印象で受け止められてしまうとちょっと困るなと思います。 

会長   中山委員。 

中山委員   それはね、館長から伺った話なんですよ。何カ月か前ですけれど。だか

ら静岡市にも何カ所かあってその中でやっぱりあそこ運営率が悪いということなので、

もっとあそこを活用したいというお話を伺って、じゃ何か方法があるといいねといっ

たのは春です。 

会長   こういうことだと思うですよ。気軽に行くということで、例えば行事だから

だけじゃなく、気楽にバスがあればちょっと乗って行って、風呂でも入ってまた来る

と、いうふうにできたらいいなということですよね。内藤委員。 

内藤委員   内藤です。実は、中山委員と私とでいって、館長の話を伺ってきたんで

すけれども、その時はやはり今、須藤会長がおっしゃったように、各地区の老人会の

イベントの時はもちろんきますけれども、清水、静岡のあるそういう老人センターと

比べると蒲原はまだまだ利用率が低くて宝の持ちぐされだということ、それはどうし

てかというと、清水、静岡は路線バスが全部老人センターのところにあるんですって、

蒲原はあそこ辺ぴなところなものですから、それこそ運転ができる人じゃなければ個

人的に例えば、今日ちょっとお友達と集まったから、じゃあそこを利用してお昼食べ

ながらお風呂入ってゆっくりと遊んできたいねとか、そういうふうな個人的な使い方

はほとんどゼロだそうなんです。 

  そして、行った時にはお風呂は見せてもらったですけれども、現状はお風呂はほとん

ど使っていないそうです。各地区の老人会の集まりでもほとんどお風呂へ入る人はい

ないということで、本当に数えるぐらいしかお風呂は入らない。でもすばらしい施設

なんですよね。 

  厨房なんかもすごくお金をかけて物すごくすばらしい厨房もできていたから、本当に
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宝の持ちぐされだねと、ここにもっと老人の人達が気軽に来れるような足の確保さえ

あればここは本当に使えるんじゃないかというのをしみじみ思いました。 

  先ほどの今後の運用ということで、私はやはり地域の人の声をやっぱり静岡に届ける

というのもこの地域審議会の大きな役割の一つだものですから、ここのメンバーだけ

の考えじゃなくて、地域の人達の声を拾ってくる、私達が拾ってきて、この場でいろ

んな提案を、いろいろな人からの提案を聞いてくるというのをこれからすごく大事じ

ゃないかなと思いました。 

会長   そのほかありますか。はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。今の関連とは全然違うですけれども、ここ何年か先には寺尾

のインターチェンジが完成するということで、測量なりなんなりしてインターチェン

ジ化に向けてやっているですけれども、あそこから今度、旧国一の方へ入ってくる車

というのはかなり多くなる予想なんですけれども、そうした場合、我々ここの蒲原地

区の道路状況とすると、海、山、ちょうど間に挟んで３つの路線があるわけなんです

けれども、一番、山側の路線が全然機能を果たさない狭いところあり、広いところあ

りで、用を足さないという場面が多いと思うんですよ。それを何とか蒲原地区だけで

もはじからはじまで一本化できるような形にしてもらえたらなというのが私の提案な

んですけれども、なかなかこれ難しい提案だと思うんですよ。それを静岡市と折衝し

ながら、完成していってくれればよりよくこの蒲原の住民が過ごせるような気がする

んですけれども、これは私の提案です。 

会長   具体的にはどういうふうな形に、都市計画と同じですか。 

草谷委員   都市計画と同じような形ですけれども、南北線とまた違った形で、山側

の道を一本化してくれると、蒲原の地区の住民にとっては一番より生活がしやすいじ

ゃないかな。 

戸塚（善）委員   それは都市計画にあるでしょ。 

草谷委員   そうですか。それを考えていただきないということです。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。草谷委員、戸塚委員が言っているとおり山手線は都市計画道

路なんですよ。それで相当議論しました。だけど地図を見ていくとずっと家が建って

いるんです。あれを仮に今度は８メートルにするとかというと宮田通りはどうしよう

もないですよ。家がなくなってしまうぐらいにしておかないとできないということで、
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あと、西町へ入っていって柵へ入っていって、天王町でしょ、八幡町、諏訪町とこう

いくわけですよね。 

  それで相当議論しましたよね。今思い出しますけれど、やはりそれでちょっと難しい

な、なんて話になった覚えがあるんですけれど。だからこの都市計画道路自体が親の

代が変わってしまって、なんで家の所に都市計画道路があるんだっていう話になって

しまうんですよ。知らない間に線を付けてしまったとかそんな話になっていってしま

うので、これやっぱり先ほど言った都市計画の関係課でやはりその辺もしっかりした

意見を今後こうしていくだという意見を出してもらうしかないのかなというふうに感

じているですけれど。私の意見です。 

会長   草谷委員。 

草谷委員   草谷です。昔のそういう都市計画道路があったということは、今、寺門

委員並びに戸塚委員からちょっと聞いて、私の認識不足で申し訳なかったです。 

  ただ、私が言うのは、寺尾のインターチェンジ化、あれはもう目に見えた形でやって

いるものですから、それに付随してそういう道路ができたらということで、私は提案

させてもらったんですけど、また都市計画の方で再考してもらえたらありがたいです

けれども。 

会長   ちょっと私が発言させてもらいますけど、蒲原町時代、私、都市計画委員を

やっていまして、山手線がやはり都市計画道路としてずっと一本にするということが

いいだろうということで、それで警察のところで下りてくると、それより東は都市計

画道路は指定してないです。そこで切って、その時にあそこが９０度だものですから、

非常に下りにくいということで大きいカーブをつくったものですから、だから警察の

方の道じゃなくて静岡銀行の方へと入ってきてしまったと。これが蒲原町時代の最後

の議論で、そういう道に変更したということです。 

  だから、それから東というのはなかなか難しいということで、最終的に結論としてそ

ういう変更があったということも一応頭に入れておいてください。戸塚委員。 

戸塚（善）委員   草谷委員は、林医院の所がもともと道がなかったのを知っていま

すね。あの道がないのであれから上へと若宮神社に沿って、上の道へつなげるという

のが都市計画だったんですよ当時の。だからあそこは道ができればそっちは自然とい

らなくなったという結果があるですけれどね。昭和３８年頃はまだ道が貫通してなか

ったものですから、そういうことを踏まえての都市計画を全部やったものですから、
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この際だから再度見直してね、必要か、必要でないかもやっていった方がいいような

感じがします。 

  以上です。 

会長   分かりました。ちょっとこれで休憩しますけれども、今の問題まとめます。 

  今後の運営としては、やはり皆さんがそれぞれ周辺の市民の方からの声を聞いたり、

あるいは自分の考えとして地域審議会の中へ提案して、それをみんなで議論して、そ

れをいいとするならば当局の方へと要望しておくという形の、もちろん審議会の主な

目的は建設計画の遂行、これは常に予算化されたかとか、進んでいるかとか、やられ

ているものがちゃんとやれているかという検証の場でもありますから、それは底辺に

ありますけれども、それと住民の皆さんの意見を聞いたり、自分で蒲原地域をよくす

るために提案して皆さんでできるようにするという審議会で今後も進んでいきたいと

いうようにしたいと思います。いいですか。 

  ここで５分まで休みます。 

休憩 午後 ２時５８分 

再開 午後 ３時０５分 

会長   再開いたします。 

  議事の３、「その他」を議題といたします。 

  事務局から何かありますか。はいどうぞ。 

総務・防災課参事   総務・防災課の森です、よろしくお願いいたします。前回の審

議会におきまして、久保田委員より発言のございました各地区会館の耐震診断につい

て、市として考えていただきたいという御意見がありましたので、その件につきまし

てお答えをさせていただきたいと思います。 

  皆様のお手元に資料が配付してあるかと思いますけれども、現在の蒲原地区には地区

の会館が別紙のとおり１８館ございます。建設年度につきましては、表に記載してあ

りますように古いものでは善福寺会館、これは昭和５年建設です。新しいものにつき

ましては、日の出町の公民館が平成１３年度の建設となっております。 

  委員、御指摘のように耐震診断が必要となる建物といいますのは、昭和５６年以前の

建物、これがこの１８館中１２館ございます。これらの建物につきましては、旧耐震

基準での建築物ですので当然、耐震診断の必要性があろうかと思われます。 

  現在、清水区におきましては、蒲原地区を含めまして対象自治会が２９２ございます。
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自治会館の数も当然それに近い数があるわけです。市全体では９６４ありまして、相

当数ございます。皆さんも御存じのように自治会館というものにつきましては、財産

権ですとか所有権については、当然、この地縁団体である自治会または個人に記録し

ております。自治会組織が自治会館を管理運営しているものでありまして、市が管理

してはおりません。特に最近では法人化する地縁団体も多くなっておりまして、蒲原

地区におきましては６団体自治会ありまして、自治会組織の権利、財産の保全が促進

されております。 

  したがいまして、耐震診断を含めまして耐震補強あるいは、建替え工事等につきまし

ては、地縁団体独自の判断で実施していただくことになっております。現在としまし

ては、特別に自治会館の耐震診断、これをするという考えは今のところありません。 

  ２枚目、３枚目に資料を添付してございますけども、耐震診断の補助制度というもの

を市では用意してございます。また、その診断の結果、補強工事ですとか、建替え工

事、これにつきましても集会所の建設費の補助金制度、これがございますので実施の

際は自治会を通じまして建築指導課、あるいはまちづくり振興課に御相談いただけれ

ばというふうに考えております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

会長   どうですか、久保田委員。 

久保田委員   タウンミーティングで市長に質問したいきさつがあるんですよ。「や

ってないからやるかな。」なんて言ってくれたです。今、聞くと自主的に市はやらな

いよということですね。そういうことですよね。自分達でやりなさいと。そういうこ

とですね。分かりました。お伺いしてみるか、何かの形で要望することになるかもし

れません。今のところはそういうことですね。 

会長   そのほかいいですか。それではこの問題については、また何か要望か何かあ

ったら。 

  次にいきます。いいですか。 

参与兼区政課長   区政課の橋本でございます。よろしくお願いいたします。冒頭で

すね、会長の方から任期の話が出まして、来年の任期の関係の簡単なスケジュール的

なことを申し述べたいと思います。 

  今後のことですので詳細については、またいろいろ協議させていただくことになると

思いますけれども、前回を参考にして述べさせていただきますが、皆さん方の任期で
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すけども、来年６月１１日となっております。前回ので言いますと、委員構想がまだ

決まっておりませんけれども、３月１日号の広報に公募委員という方を募集するわけ

ですけれども、３月１日に広報に掲載しなければならないということになりますと、

その締切が１月１５日ということになります。ですからその辺までに委員の構成等が

決まっていないと公募委員の募集がかけられないよということになりますので、また

詳細は詰めていかなければならないかなと思っております。 

  前回のことを言いますと、３月１７日から４月中旬ぐらいまでに募集をかけまして面

接をして、４月の第１回審議会で委員構成を発表して、６月１２日に委嘱状の交付と

いうことになっておりました。ですので、今年は６月１２日が土曜日ということです

ので、その辺の日程、市長から交付させていただくのか、その辺のことも含めまして、

また詰めていかなければならないと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

会長   ただいまの話にありましたように、１月１５日までに委員構成を決めなけれ

ばならないということになりますと、もう余り時間がないですね。そこで、前回の２

０年４月２５日にこの委員構成、２０年、２１年度の静岡市蒲原地域審議会委員の構

成についてということで、議事を挙げましてやっているわけですけれども、その前に

アンケートをとったんですね。委員からアンケートをとっていて、こちらのところだ

け見ると２０人が適当という人が１８人中９人、多いという人が１８人中９人、半々

の意見だったですね。 

  それでこの２０年４月２５日の審議会の中で当時、区政課の三宅課長は、市の附属機

関の指針というのがありまして、それによりますと、一応１５人以内と、市の方はそ

うなっているということでなるべくこれに近づいていく努力は必要ではないかと考え

ておりますということを言っております。 

  委員の数は１５人程度を基本として考えていったらどうかというふうに考えておりま

すようなことも、この時言っております。そういうことで、一応、今度の１２月の審

議会の中で委員の構成は、これでいいじゃないかという意見をまとめたいと思うです

けれども、今日何か意見がありましたら出していただきたいんですけれども。 

  それで、一応、市の方としては再任は３回までということも決まっているようです。

だたし、３回まで大勢の人がやると、次にパッと人が変わってしまうものですから、

そうすると審議会の運営が非常に難しくなるということもありますので、そういうこ
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とも考えて、例えば各種団体、それから公募、それから学識経験者、の人員をどうい

うふうに配置したら一番いい審議会になるのかということも含めまして、皆さんで考

えていただきたいですけれども。今はいいですか。どうぞ。 

宮田副会長   宮田です。前回どうやったか分からないですけれど、公募をした時に、

４名なら４名いるんですけれど、そうした中で公募しますよといってすぐ４名なら４

名、５名なら５名が文書なり、何なりを提出してきたのかどうか、そういうところも

ちょっと分からないですけれど。今後、公募を例えば３名なら３名を募集しますと言

ったところで、何名ぐらいくるのか予想としてどうでしょうか。 

会長   前回は、４名の公募に対して６名の方が応募されたというふうに聞いていま

す。 

宮田副会長   それで、有識者というか学識者じゃないけど、議員も今残っているわ

けですけれど、それについても半分なら半分に絞るで、作文なり、何なりを公募と同

じような形で提出したらどうかなと思うんですけれど。今、意見として聞いておいて

ください。 

  以上です。 

会長   そんな意見もあります。あと、何かありますか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。この件になりますと前回と言いますか、２年ほど前も言った

覚えがあるですけれども、やはり１９人とか２０人というのは多いじゃないかな。市

の指針でも１５人以下とありますし、その中でやった方がいいというふうに思います

し、学識経験がある方というところでいまだに欠席が非常に多くていつも顔を合わせ

たことがほとんどないような委員の方もおられますし、もう少しそういうところの審

査というんですか、その辺もきちっと判定して人選していくということが大事じゃな

いかなというふうに思いますし、市民の公募というところはあまり減らしてはいけな

い。今、４人ですけれどもこれはキープしても、そしてこの公募のところで論文とい

いますか、それぞれの考え方ということを出していただいて、６人を４人ということ

に絞り込んで難関の中で選ばれているわけですし、やはり有識者というふうなところ

でも学識経験のある方というところでも今、宮田委員も言いましたけれど、論文、自

分の考えというふうなことも出しながら、やっぱり厳選していくという形で１５人以

下の態勢をつくる方がいいんじゃないかなというふうに思います。 

会長   内藤委員。 
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内藤委員   内藤です。私も公募の人数はむしろ増やすぐらいの気持ち。なぜかとい

いますと、自分から論文を書いてこの審議会の方に出ていきたいという気持ちを持っ

ている人は、本当にこの蒲原のまちづくりのことに対しても、一方ならぬ思いを抱い

ている人達がきっと論文書いて面接をして出てきてくださったと思うですよ。そうい

う意味合いからしても公募の人数は今４名ですけれども、むしろもう少し枠を広げて

もいいかなというふうな感じもします。 

  それに初回からしてみますと、本当に公募でどういう基準で合否をしているかその辺

は分からないですけれど、どういう方が面接をしているのかというのも分かりません

けれども、むしろ今まで応募して落ちてしまった方なんかに再度また出てきていただ

くというそういうふうな形も検討してみたらどうかなと思いますけれども。 

会長   一応、公募の審査というのは、当局の方がやるわけですね。ということは、

任命する方が市長です。ですから、一応そういう形で市当局の方で公募の方と面接し

ながら決めていくということになっていますね。どういう方って、担当の方がやって

いるわけですね職務の担当の方がやっているということです。 

  公募を減らさないで増やそうという考えは確かに今言われたようなことだと思うです

けれども、公募を知っている方が少ないですよね。例えば４人に対して６人、例えば

１０人とか１５人というならその辺でもう少し皆さんで問題意識を持って大勢応募を

していただければ非常にいいじゃないかなという気がしますけれどね。公募を減らす

というのはやっぱりできないと思いますね。市民の声を多く反映させるということも

含めればそういうことになりますね。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   直接、委員の構成というのには関係ないのかもしれませんけれども、開

催時間を平日の日中のこの時間ですと参加できる方が、その時点でかなり限られてし

まうわけですが、前にも聞いたかもしれないですけれども、これはこの時間でないと

やっぱり市役所の皆さんの出席の関係でだめなのか、それとも夜間にできるのか、そ

の辺をもう一度、御検討はいただけないでしょうか。 

会長   少し、検討してみます。仕事を持っている人もいれば、できれば夕方、夜や

りたいということでしょ。 

鈴木委員   私自身がというよりも。 

会長   そういう方が出席しやすい。 
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鈴木委員   この時間であれば出られるけれども、平日の日中じゃどうしてもだめだ

よという方も少なからずはいるだろうとは思いますから。 

会長   中島委員。 

中島委員   中島ですが、やっぱり今言った意見も非常に必要ですが、こういう審議

会、あるいは、そういう関係の会議がたくさんあると思うんですが、静岡市内でそう

いう夜間やっているところがどの程度あるのか、それによっても会議はこういうふう

にやっているとか、審議会を持っている所もあるところもこういうように夜もやって

いるよというようなものがあれば参考にしたいと思いますけれども。 

  それからもう一つ、人数の関係ですが、大体１５人以下が私いいかなと感じておりま

す。そしてまた、会議の内容に要するに、例があるなら夜間あったら教えてもらいた

い。 

会長   どなたか分かります。そういう市民団体と市当局との一緒になってやる中で

昼間じゃなくて夕方から夜にかけてやっているような会合とか。 

総務・防災課参事   総務・防災課の森です。うちの所管している会議で、清水区の

区民懇話会というのがありますが、それにつきましては今の御意見のように夜の７時

から開催ということでやっております。いろいろな審議、会議等ございますけれども

委員さんの御希望を確認しながらやっている会議等もあるかとは思います。 

  以上です。 

会長   中島委員。 

中島委員   中島ですが。議会関係、要するに委員会、そういう関係は静岡市はやっ

たことあるでしょうか。 

区政課長   区政課の橋本です。質問が多くて夜間に及んだことも過去にはありまし

たけれども、通常は最近、６時前には遅くても終わっていますね。この前、たまたま

追加の補正があった関係でちょっと延びたことがありましたけれども、通常は大体、

最終日なども５時前には終わっています。 

  以上です。 

会長   蒲原は、夜間会議というのをやりましたけれども。内藤委員。 

内藤委員   内藤です。一般市民の公募の数が少ないということをお伺いして考えた

んですけれども、私、この会の最初から申し上げていることは、会の内容を蒲原地区

の人達に広報を回覧板でも何でも構わないから、内容をとにかく今の地域審議会では
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こういうことをやっているんだということを知らせてもらいたいということを一番最

初から私は申し上げているんですけれども、結局、地域審議会というもの自体が蒲原

地域の住民からもかけ離れて、あの人達は何をしているのかしらと全然分かっていな

い。一般の人には伝わっていないというのが現状だと思うんですよ。 

  やはり、これから公募の人をそういうふうに大事にして考えていくということを考え

るのであれば、やはり今、地域審議会はこういうことを審議しているんだという、そ

んな細かいことまで知らせるのは不可能かもしれませんけれども、例えば、その日の

議題のこの議事とか、そういうことを書いて回覧で回すということは可能じゃないか

しらと思うんです。いつもは地域審議会が開催されますというお知らせは回覧板で回

ってきますけれども、後ろにはいつも構成員のメンバーの名前が書いてあるだけで、

何月何日、どこで何時何分から始まりますということしかお知らせでは載っていませ

んよね。だからせめて今回はこういうことを議題としてやりますということを回覧で

皆様にお知らせしたら、もう少し一般の人も地域審議会というものに関心を持つじゃ

ないかって思います。 

会長   広報については結論は出ていますけれども、今の提案はお知らせの時に議事

はこういう議事をやりますということだけ入れていけばいいじゃないかということで

すよね。それならできないこともないですね。また、考えてください。 

江澤委員   江沢です。私も公募で手を挙げた以上は、毎回出席しなければいけない

ということで来させていただいていますが、できれば今、夜間が可能なら夜間も考え

ていただきたいなとは思います。その方が多分、公募で応募する方も増えるじゃない

かなと思いますが。 

会長   片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。時間的な問題についてはこの２時からという時間が中

途半端で、現場でやっている人については、４時に終わるとまたその後がまた中途半

端になってしまうので、１時間あるいは２時間ぐらいずらしてやってもらえればあり

がたいなという気持ちはあります。 

  それと、人数ですけど、先ほどの１５名以内というのには賛成ですけれど、各種団体

の代表としての委員は必要じゃないかなという気持ちもします。私、商工会の方の関

係で出ていますけれど、一応、今期は私が受けました、次回については、また別の人

が多分応募をするような格好になると思いますけれど、またその時はよろしくお願い
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します。 

  以上です。 

会長   ２０名にしたというのは、合併協の時は静岡の提案は１５名以内だったんで

すね。それをなぜ２０名にしたかといいますと、議員が１０名残ったんですよ、審議

会の委員として、あとの５名を団体の人と公募の人にというわけにはいかないですね。

それでは余りにもバランス的にも無理だということで、合併協の時には１５名を２０

名にしたといういきさつがあります。 

  ですから、今、皆さん１５名以内、あるいは１５名でいいだろうという意見が出てき

ましたけども、そういう事情の中で２０名にしたわけですから、だんだんとこの審議

会も落ちついてきて、１５名以内でいいんじゃないかなという意見は出ていますけれ

ども、次の１２月の審議会で最終的に審議会としては、構成まで考えてきてください。

例えば公募は何人、団体は何人、アンケートでは１５人というのは各種団体が５人、

有識者が５人、公募が５人という提案になっています。アンケートの中では審議会の

委員。そういうことも参考にして次回の委員会、審議会でいろいろ発言してください。

それで決めたいと思います。そうしないと次に公募が入りますので、間に合わなくな

りますのでぜひそういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

  こちらからの提案は、その他は以上ですけど、委員の方から何かその他でありますか。

磯部委員。 

磯部委員   磯部です。これからの今後の議題の中に、庵原高校の、すみませんお話

が戻ってしまっているみたいですけど、お話をもう少し聞かせてほしいと思っている

んですけれども、今どのように動きがあるか。 

会長   ６月４日に市長の所に行って、庵原高校の問題はやりましたけれども、市長

の話では県・市とも新校舎の建設にお金がかかるから、県の方は売却を考えているん

じゃないかと、これは決まっているわけではなくて、市の方にもまだ話がきていない

と、この庵原高校廃校後の校舎等の利用についてとか、県の方ではそんなふうな考え

があるじゃないかという想定だけですけれども、県の方から市の方へと話がまだ全然

きていないと。６月４日に要望書を持っていった時の市長の話でした。それからのこ

とはちょっと分かりません。 

  何か意見ありますか。 

磯部委員   そのお話が全然まだ進んでいないということの中で、そのお話が進んで
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きたらお話をさせていただこうかなと思って、いつもこの課題になると一応最後です

から忙しくてお話できなかったですけれども、実は私はスポーツ少年団のことでよく

青少年スポーツセンターとかそういうところの宿泊のお話が、庵原高校のあれに出て

いたということで、ぜひお話を聞いていただこうかなとずっと思っていたんですけれ

ども、愛知、岐阜、三重とか東海４県、よく強化練習でそういうところを利用させて

もらっているものですから、静岡の順番にきた時に現実が焼津駅前に黒潮温泉健康セ

ンターか何かありまして、そんな所に泊めてしまっているという子供達が１５０人も、

子供が動くとそれにつながって父兄もそのまた倍ぐらいの方達が動くんですけれども、

そういうところで１泊 1,000 円のところで一般の人達と同じような雑魚寝みたいので

静岡の場合しているので、余りにも愛知とか三重とか岐阜にはそういうスポーツセン

ターがしっかりあるのに体育館と宿泊の一緒になった大きいそういうところがあるの

で、静岡県にはそういうところが全然、設備がないみたいなものですからね、ほかの

県から苦情が出たりしていたものですから、ぜひこのお話があればいろいろ意見をと

思っていたですけれども。 

会長   以前ありましたね、蒲原にもね。庵原高校の南側ですか、そこへそういう合

宿所みたいなものを造って、河川敷へ大学生のラグビー部等呼んで、そこを宿泊施設

にしてスポーツの振興を図ろうという、これは蒲原町の時代にありましたね。それつ

ぶれてしまいましたけれども、そういうのは必要だと思いますけれど。 

  ただ、話が進んでいないものですから、あと５年ですか。あと何年。 

宮田副会長   もう２４年が… 

会長   ちょっと待ってください、こういう話については、担当課はどこになるんで

しょうか。ない。県の方の問題だから。 

佐藤委員   佐藤です。庵原高校の後をどうするんだと、それを地域審議会として聞

かせてほしいという話になった時に、静岡市も困ったことに答えようがないと、それ

はなぜかというと、その持ち物自体が県のものだということがあって、それじゃどう

しようかということで今、須藤会長もちょっと悩んで、市の方も答えづらいというの

があって、ちょっとそのままの状態になってしまったということがあって、ここの蒲

原地域にあるものだから、地域の方から県に言えばいいのかとか、住民も自治会が言

えばいいのかとかそんなことが話題になったというようにちょっと覚えているんです

よね。だから今言ったように分からない、分からないというような中に一番心配する
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のは、県なりがもう決めましたと、それが住民の思いと合っていればいいんだけど、

決めましたと言われた時に、さてどんなものに決まったのかなという心配ですよね。 

  だから、その辺をどうするのか私も答えが出ないですけれど、問題意識だけは持って

いきたいなと思っています。 

会長   地域審議会として、一応、市の方へは要望を出してあるわけですね。地元の

市民としては、こういう方向でいってほしいということをできれば市から県の方へと

話をしてほしいということで、要望書を出してあるわけですけれども、なかなか難し

いですね。 

宮田副会長   売却するだったら、買うのか、静岡市が。 

会長   ただ、こういうこともそうですけど、今度は清商が庵原高校と一緒になるで

しょ。新しい校舎を建てるということでそっちも割合かかるのでなかなか難しいとい

うような話もしているわけですね。だから例えば、今佐藤委員が言われたようにどう

自治会が動くのか、あるいは地域審議会が連合自治会と一緒になって県の方へと話を

聞きに行くのか、そこが、もし動くとするならばですが、皆さんの意見ありますか。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   基本的に佐藤委員がおっしゃったのと一緒ですけれども、とにかく手遅

れにならないように、審議会としての要望をもう一度はっきり挙げて、県が勝手に処

分することだけはストップさせるような手立てを打った上で早く皆さんで意見を、知

恵を絞っていい方法を決めて提案するべきだと私は思います。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   地域審議会としては、一応、静岡市に対してはこういう要望を出してあ

ると、これを出してあるというだけで手をこまねいていても何も進まないと思うです

ね多分。そしたら強力に具体的な構想というか、まとめた要望書なりを、連名でいく

か、連合自治会でもいいですし、署名を集めて地域住民みんなこういう気持ちだとい

う署名を県、市両方に出していくという、具体的な行動に移さなかったら進まないか

なと感じるわけですね。 

  それを今度、まとめる前段として審議会では廃校後の校舎、体育館、グラウンドを売

却せずスポーツ研修センターなどの施設としてと言っているんだけど、それをもう少

し具体的にしないと県も市も具体的に動いてくれないじゃないかな。とするといろい

ろな団体が係わって意見を述べ合って、今のような。こういう施設が欲しいよとか、
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例えば、庵原高校同窓会の代表の方だとか、スポーツ少年団の方だとか、体育の実際

使いたいと思っている人達だとか、自治会だとかいろいろな分野の代表者で、ある程

度、もう少し具体的な絵を描いてみて、そういう一つの絵に対して地域住民の署名を

もらってそれを付して持っていくとか、もうちょっと具体的にしないと進まないのか

なと思うですけれど、それをどこが音頭をとってどういう団体を集めていくかという

ふうなことで、私も自治会としてもいまいち前に踏み出せないですけれど。 

会長   連合自治会はこの前、いろいろグループをつくって蒲原のまちづくりの中の

一環として、そして特に使用価値として市民の要望、署名したりして、それが非常に

強いですよね市に対しての力として。できれば連合自治会に音頭をとっていただいて、

いろいろグループつくりましたよね。５つくらい。そういう人達の力を借りて市民を

抱き込んでやっていくというのが一番いいなという気がするけれども、どうですか連

合自治会の会長さん。 

稲葉委員   分かりました。少し検討させてください。相談してみます。 

中島委員   中島ですが、結局あれは県の財産じゃないですか。ですから県が主にな

ってやるじゃないかと私は思います。処分にしても、それが管財課になるのか、教育

委員会になるのか、ちょっと分かりかねますが、蒲原町のような小さな町の場合は大

体管財よりも教育委員会が主になって（不明）やったと思います。 

  ですから、その辺もよく今の当局側か、これが県の管財課がやるとか、教育委員会が

主体にあれを処分するのかというのを、ある程度把握しないとこの問題がどこへ要望

しに行っていいか分からないような状態ですよね。ですからその辺もはっきりして進

めていったらいいかな。そうしないと、例えば県の財産なら県議会へまず委員会とか

できてやっているんじゃないかと思いますから、その辺をやって、県会議員を動かす

とかそういう要望書を持っていくとかという方法が一番手っ取り早いかなと感じます。 

  以上です。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。会長申し訳ないけど、当局と会長に御足労かけますけど、県

の方の情報を何らかの形で今どういうふうな状態にあるんだと、この問題。庵原高校

について手がつけられているのか、つけられていないのか。合併するから先に清商と

庵原高校そちらをまず優先にやるんだという過程だと思うんですよ。そっちを先、聞

かないことにはこっちは処理できないわけですから、その辺の情報を何らかの形で御
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足労ですけど、聞き耳を立ててぜひ集めてみてください。よろしくお願いします。 

会長   何かかなり重荷を言われたような感じですけれど。分かりました。 

  ただ、今皆さんが言われたようにやはりそのままにしてくと、物事済んでいってしま

って、決まってしまってから要望してもなかなかそれをひっくり返すというのは難し

いですから、やはり早目に態勢を整えて、まとめて、どこへ行くかということもしっ

かり確認しながらやっていただかないといけない。言葉じゃなくて行動に表していか

ないとなかなか前へ出ないものですから、これも宿題、１２月の審議会までにそれぞ

れ考えてみてください。 

中島委員   当局側もある程度、勉強していてもらわないと、何も答弁がございませ

んから。 

会長   ２カ月の間に少し情報を得てくれると思います。 

中島委員   当局側、一つよろしくお願いします。 

会長   そのほかありますか。石野委員。 

石野委員   石野ですが、市民センター大分できてきましたけれど、これから外回り

の方へかかると思うですけれど、あそこ駐車場が奥にありますから、車の出入りが非

常に激しくなると思いますよね。西小の子供が登下校する道になっていますよね。そ

ういうことを考えてこれから安全対策を十分とっていただきたいと思います。 

  現在、図書館へ入るのにあそこ歩道がないものですから駐車場通ったりして非常に危

ないですよね。だからあの道どういう道になっているかちょっと分かりませんけれど

市道だと思いますけど、子供だけじゃないけど歩道のようなものを付けられたら付け

ていただきたいし、あるいはそれができなければ通学路を変更して、歩道橋を下りて

きたらすぐ片瀬委員の自宅の方へ曲がって行くとか、図書館の方へ行かないで子供が

ね、という方法もあるだろうし、それから市民センターの正面玄関の所から車が出入

りしますよね、それから図書館の所も曲がって駐車場の方へ車が出入りする。東小の

子供達が登下校する時危なくないようにすこやかセンターの所に車が出入りすると、

車が出ますとかアナウンスしていますよね。自動的に機械が据えつけてあって、それ

を市民センターの正面玄関の所と、図書館の所２カ所へ、ぜひ、つけていただきたい

と思いますけれど、あれがあると非常に子供たちも気をつけると思いますし、安全対

策でぜひお願いしたいと思います。 

  そういう外回りをどのようにするか、これからとりかかると思いますけどその辺分か
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ったらまた１２月でもいいですけど教えていただきたいと思います。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。確認をしてみます。 

会長   そのほかありますか、その他。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今日皆さんのテーブルの上に成人式のご案内ということで実

行委員会から託されたものですから、お分けいたしましたけれどもよろしくお願いし

たいと思います。 

  現在、合併してから３年間実行委員会形式で成人式やってきました。来年の１月１０

日なんですが、２２年の成人式も実行委員会形式ということで新しく新成人といいま

すか、各成人の子供たちが親御さんと一緒に実行委員会をつくり、行政との窓口を連

合自治会で受け持ったりして今進めてきております。そういうことで１月１０日１０

時半から式典があるんですが、地域審議会の委員の皆さんには来賓ということでぜひ

出席していただきたいということと、プラス連合自治会の自治会長にも出ていただき

たいということで案内を回そうとしておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

会長   ほかにありませんか。今日はいろいろな意見を出していただいて本当にあり

がとうございました。有意義な審議会だったと思います。 

  ではこれで、今日の審議会を終わらせていただきます。 

蒲原支所参事   すみません、次回の第４回目の地域審議会の日程なんですけれども

１２月の中旬に行いたいと思いますがいかがでしょうか。１２月１７日の木曜日でよ

ろしいですか。 

戸塚（善）委員   時間はこの時間でいいですね。 

会長   もうあとはありませんか。 

  これで本日の議事はすべて終了しました。 

  なお、本日の議事録の署名人は、名簿の順序によりまして戸塚善久委員にお願いしま

す。 

  以上をもちまして第３回静岡市蒲原地域審議会を閉会させていただきます。 

  長時間にわたりご苦労さまでした。 

（午後３時５０分閉会） 

                 会  長 

署名委員 


