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第５期第11回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日  時  平成２７年１２月２日（水） １４時００分～ 

 

２ 場  所  清水区役所蒲原支所２階Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出 席 者  （委  員）望月会長、坂本委員、志田委員、杉浦委員、服部委員、 

日野委員、緑川委員、吉川委員、米倉委員 

  （事 務 局）行政管理課：長谷川主査 

              清水区役所地域総務課：髙木参与兼課長、望月主査 

        蒲原支所：石川支所長、磯部課長補佐兼係長 

 

４ 議  事 

 （１）静岡市蒲原地域審議会報告書（案）の内容確認等 

 （２）その他 
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地域総務課主査   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。定

刻になりましたので、第５期第11回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  進行を務めさせていただきます清水区地域総務課の望月です。よろしくお願いします。 

  初めに御報告いたします。本日は大石委員から欠席の御連絡がありました。地域審議

会の設置に関する協議書第７条第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。本日の出席者は９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。なお、この審議会は、

地域審議会の設置に関する協議書第７条第５項の規定に基づきまして原則公開となっ

ておりますので、御承知おきください。 

  それでは初めに、資料の確認をお願いします。本日配付しました資料は「次第」と、

資料１の修正後の静岡市蒲原地域審議会報告書（案）と、資料２の修正後の資料編の

３点となります。皆様のお手元にありますでしょうか。 

  それでは、議事に入る前に、望月会長より御挨拶をいただきます｡会長、よろしくお

願いします。 

会長   皆さん、こんにちは。早いもので師走にもう入ってきてしまいました。審議

会も、審議する日は今日一日となりました。この間、皆さん本当に御苦労さまでござ

いました。ありがとうございました。 

  本日の審議は、皆様のお手元に郵送された部分について、また皆さんの御意見があれ

ばお伺いさせていただくこと、それと、最終の報告書案についての御意見があれば皆

様から拝聴したいと思っております。 

  ３月31日まで任期はありますが、審議を尽くすのは今日が最後になるかと思います。

最後は、お一方ずつ、一言ずつで結構ですので感想なり、次の世代に送る言葉でも結

構です、できれば一言ずつ感想等を述べていただけたらと思っております。よろしく

お願いいたします。以上でございます。 

地域総務課主査   ありがとうございました。 

  それでは、議事進行につきましては、望月会長にお願いいたします。よろしくお願い

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の

ボタンを押していただいて、氏名を述べてから発言をお願いしたいと思います。 
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  それでは議事（１）静岡市蒲原地域審議会報告書（案）の内容確認等について、前回

の審議会及び懇談会の経過を踏まえ、事務局から修正点の説明をお願いいたします。 

地域総務課主査   それでは事務局から簡単に修正点の説明をいたします。 

  資料２の資料編につきましては誤字のみの修正となりますので、説明は省略させてい

ただきます。また、もう一度、誤字脱字等については、事務局で再点検しておきます。 

  それではお手元の資料１、報告書案をごらんください。前回の審議会において各委員

からいただきました御意見と、その後開催されました懇談会の内容を会長から報告を

受けておりまして。先日、区役所にて、望月会長と事前に修正案について少し調整を

させていただいております。それがこの資料１の報告書案になります。こちらの資料

においても誤字や脱字、簡易な表現の変更等、細かな修正箇所は個々にありますので、

その点については説明を省略させていただきまして、皆様からの御意見が多くありま

した修正箇所のみについて重点的に御報告させていただきます。 

  まず20ページの表題に関して、当初ここは合併の成果についてと表記させていただき

ましたが、以下に連なる小項目の内容に適した総称として、合併建設計画の評価と課

題というほうが適切ではないかということで変更させていただいております。また、

ページの中の表にあります建設計画、これを当初、主要事業と表記しておりましたが、

何が主要事業なのかということにもなりますので、ここは登載事業へ表記を変えまし

て、事実を表記する言いまわしに変更しております。それを受けまして、同じページ

にあります文書の下段、皆様にも多くの御指摘を受けました高水準という表現は削除

させていただき、市民センターの建設についても竣工日を明記するなど、とにかく素

早く対応ができた事実をそのまま載せるというようなまとめ方にさせていただいてお

ります。この20ページにつきましては、事実表現をそのまま適切に表わすということ

で大筋変更をかけておりますが、こちらはよろしいでしょうか。 

  次に21ページから36ページまで、分野別の事業の実施状況ですが、この範囲につきま

しては前回の審議会終了後に、各事業の所管課へ内容確認に関する照会を行っており

ます。まだ回答が出てきていないところもありますが、各所管課から回答された事実

状況を最新のものに修正を終えております。前回の審議会において御指摘いただきま

した農業公園とか富士川緑地公園整備事業についても、所管課からの回答を踏まえま

して修正をかけております。また、この部分に関しては、市の所管課から報告を受け

た事業の推進状況を、そのまま転記するという表現でまとめさせていただきましたの



 

 ―４― 

で、21ページの見出しの下にも所管課からの報告を転記ということで表記させていた

だきました。言い回しも審議委員からの視点の表現というよりは、市の報告をそのま

ま転記してあり、事実がそのまま載せてあるというような表現でまとめさせていただ

いております。ここは市から報告してきたことを大きく変更して載せているわけでは

ございませんので、表現の微調整が所管課から多少あったという点では、このままの

形で掲載をお願いさせていただきたいと思います。 

  そして、議論の焦点でありました37ページから、最後の40ページ全般につきましては、

前回御提案いただきました会長案をもとに、会長と事前にお話をさせていただきなが

ら調整をさせていただきました。この辺も最後の言い回しとか、表現の部分に関して

は、前回も会長に御一任というお話もありましたので、今日皆さんの審議が終了とい

うことになっても、今年度中、また会長、副会長に御同席いただきまして、事務局と

個々に微調整を図らせていただきたいと思っております。 

  41ページの「審議会活動を振り返って」につきましては、前回、編集後記というよう

な形で第５期の皆様が最後の感想を載せたいということで、このような表現へ変更さ

せていただきました。 

  説明は以上となりますが、「審議会をふり返って」についてを載せるか載せないかの

議論に関しましては、先ほど会長からも御意見がありましたので、皆さんに御確認し

ていただけたらと思います。 

会長   事務局から説明がございましたように、今日で審議は終了となりますけれど

も、まだ市長に提出するまでには日にちがございますので、この間の微調整を私と副

会長の緑川さんとで、事務局とさせていただきたいというふうに思っております。 

できれば私に御一任させていただけたらと思います。ただし、その他のことについ

て、皆さんが御意見をお持ちであれば拝聴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

吉川委員   吉川です。事前にいただいたものは、納得で一任していますし、よろし

いですが。今日いただいたものは、まだ内容を確認できていません。事前にいただい

たものと23ページのところの違いがあるわけですが。 

地域総務課主査   報告書案に関しては、会長案をいただく前、一番初めに事務局が

たたき台としてお出ししたものです。そこに会長案が出されて、それが踏まえられて

赤字の修正が入っているというものです。21ページから36ページの部分は、事業の実

施状況なので、各所管課に照会をかけた回答内容を明記しております。 
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吉川委員   それで最終報告にあるのは会長案をベースにしたものに組みかえていく

という。わかりました。 

地域総務課主査   今日、配付させていただいている資料は、事前に会長と打合せを

させていただいたのち、この内容の資料になっているということです。 

日野委員   これは所管課から報告されたものであって、こちらの37ページのところ

からが、あくまでも地域審議会としての講評と評価が書いてあるんですよね。 

吉川委員   そういう意味ですね、そうしますと所轄課と我々の目線との違いがあり

ますよね。それはどうされるんですか。 

地域総務課主査   そうですね、ただ所管課の回答内容は事実で変わりようのないこ

とです。例えば、この間の審議会でも何回か話題になりましたが蒲原城跡の草刈りを

何回やっていますというような、そういうことしか表現されていません。それに対し

て十分とは言えないというのが審議会からの御意見だったと思いますので、それは講

評の方で、事業はやっているということになっているけれども満足はしていないし、

これでいいとは思っていないよということが表現されているので、それは話のまとま

りがつくかと思います。また、審議会が終了しても課題案件として残していますとい

うことで表現されているので、継続課題としても抽出されている展開にはなっている

かと思います。 

吉川委員   誰が読んでも同じだっていうくらいになればいいなと、私は思って。 

地域総務課主査   そうですね、だから誤解のないように21ページの事業実施状況と

いうところには、見出しの下に所管課からの報告を転記ということで表記してありま

す。所管課からの報告を審議委員として単純に事実確認を掲載しただけということな

ので、最後のところとは多少ずれてきてもしょうがないかと思います。 

吉川委員   わかりました。 

会長   どちらにしましても、この21ページから36ページは事務局から説明がありま

したように、所管課から出てきている事実の表記で、今度は評価と考察の部分につい

て私どもが今までの事業に対して思うところを書かせていただいていますので、多少

なり表現や表記の違いが出てくるかと思います。私たちの想いは、この37ページから

になるんじゃないかなと私は理解をしていますけれども、いかがですか。じゃあこの

件についてはそういうことでよろしゅうございますか。 

  それと、表記の仕方なんですが、合併建設計画事業を分野別の評価と講評とか、そう
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いう題目、これについては何かありませんか。 

吉川委員   ちょっと講評っていうと上から目線なんですよね。つまらない解釈であ

れなんですが、逆に講評というのは、もっといい表現がありませんかね。もうちょっ

とやわらかい。内容は私は別に異を唱えるものじゃありませんが。 

日野委員   講評っていうと上から目線っていうことなので、考察ってすればいいの

かなって思いますけれど。考えですからね。 

会長   じゃあ、今の日野委員の御意見を拝借します。ありがとうございました。 

  ほかにはどうでしょうか、私は一部まとめの中においての上から静岡市蒲原町合併建

設計画に関してはというところの下から３行目「合併後、早期に実施されたことも含

め、高く評価できるものです」の部分。また、「蒲原地区におけるまちづくり活動に

ついても徐々にではありますが、地域コミュニティの絆が強くなっていることから、

地域住民が自主的にまちづくりに参加している姿がうかがえ、これも合併効果であろ

うと感じています」という部分について、ちょっと私は違和感があったものですから、

また事務局と私で相談させていただきたいと思っています。皆さんはどうですか。 

緑川委員   これとってもいい表現だと思います。その前まではまちづくりや自治会、

何に至るまで全部役所が面倒を見てくれていたんです。それを本当に合併に伴って全

て自分らでやると。中には見捨てられたところもあるくらいなんですよ。ですから本

当に合併に伴って、そういう自主性というのは上がっていると思います。 

私はスポーツ祭で苦労をしたから言うんですが、スポーツ祭はその前に二百数十万

のお金をもらってやっていたのを、今八十万くらいでやっているんですよ、自治会と

まちづくりで。そういう点でも、独自でどんどん物ごとを進めていっているという意

味では、非常に合併の効果だと思います。今まで補助金をいっぱいもらって、役所が

全部面倒をみてくれていたと。それが全部自分たちでやっている。そういう意味で、

ものすごく自主性が出てきたと思います。だから私は残したいんですよ。 

会長   これは合併前から地域コミュニティという絆というのは強まっていたんじゃ

ないかと、合併したから強まったという表現より、その前から絆はあったんじゃない

かなというところです。その辺を皆さん、どう思われるか。 

緑川委員   要するに補助金でみんなやっていたわけですよ、いろいろいただいて、

それが無くなったので本当に自主的に皆さんやりだしたんですよ。だからこれ合併し

なかったら多分、前のままでいったんじゃないかなというような気がしますので、こ
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れも合併効果の中の一つの大きなものだと私は評価しているんですけどね。 

米倉委員   会長が言っていたことで話をさせてもらうと、私もスポーツ祭やってい

ました。その前にやっぱり蒲原まつりですね。そのときに青年部として参加させても

らって、そのときは農協の事務局が町主催の蒲原まつりに参加しておったんですが。

二七、八年かそれくらい前ですかね、蒲原まつり実行委員会というのになって、それ

から私も青年部の代表として参加するようになったということで、前から自主的にや

る団体というのはあったんではないかなと思います。 

志田委員   中心にいる、まちづくりにかかわっている人はとても効果というのを感

じているかと思うんですよね。成人式は蒲原町のとき教育委員会が全てやってくれて、

全くないところから新成人がやらなくてはいけないという形に今なっていて、それが

新成人の中では当たり前となっています。でもそれはかかわっているからわかること

であって、緑川さんも服部さんもそうですけど、その中心にいる方はとてもわかって

いるけど、まだそれをわかっていない方のほうが大半なので、そこを合併効果でと言

いきっちゃうのは私も少し違和感を感じます。だから、これからそれをどのようにみ

んなに知らしめていくというか、もっと多くの方に参加していただいて、まちづくり

を行っていくという形を入れてもらえると、もう少しゆるい感じになるかなと思いま

す。 

 吉川委員   私は十年前にいなかったんで、皆さんといろんなお話をしながら、い

ろいろ私なりにここのところをどう見るかということで、これでいいかなと最終的に

は思ったんですが。補助金をもらう額が減って自主的にやってきた。しかし、その行

為そのものは前からやってきたというものと、合併によって新しい動きが出てきた、

コミュニティの問題というものとあると思うんですよね。例えば、生涯学習センター

に行くとコーラスは前からやっていましたね。韓国語教室というのは合併後じゃない

でしょうか、何かの研究会やあそこで活発にやっておられるのは合併後のことじゃな

いかなと思います。それからＳ型サービスというのは清水のＳをとっているサービス

ですけれども、あれも合併後なんじゃないですか。すなわち清水というところを勉強

して、これを蒲原にも導入しようというようなことで、結構そういうことで、細かな

コミュニティというのはできている印象は持っているんです。ただ私は、本当にまだ

三年半しかこっちにいないので、正確につかめていないから発言を控えていたんです

けれども。 
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坂本委員   今、お話を伺っていて自主性の問題ですけれど、これは合併前ももちろ

んあったと思うし、また合併してからも強くなっているところがたくさんあると思い

ます。緑川さんがおっしゃったように、両方でそういうことはあるわけで、これ掛け

方の問題で、例えば蒲原地区は地域密着型のそういう特性があって、地域コミュニテ

ィも絆も強いという地区ですが、またこの合併ということにより、ますますそういう

ものが強まった。あるいはまた自主性も強くなっていったというような書き方にかえ

れば両方取れるんじゃないのかしら、両方のいいところを。だからそれは一方的に合

併だけの効果でそうなったんだよというんじゃなくて、今までもそうだけれども、ま

た合併によってそういう部分も強くなっていったという、両方を書けばどうでしょう

かね。 

会長   ありがとうございます。 

緑川委員   それでいいです。 

会長   じゃあそういう表記に。 

吉川委員   ここは会長に一任しましょう。表現はね。 

会長   そのことも含めまして御一任をしていただけるということでよろしいですか。 

  続いて最後の「審議会活動を振り返って」というところ、ここに集った最後の委員の

代弁を私の思いというか、そんなことをここに載せたんですけど。 

一つは報告書に載せるか否かということも含めて、皆さんの御意見をもう一回伺い

たい。これは報告書であるんだから必要ないんじゃないかということがあるのか。そ

れとも、いやこのままでいいとおっしゃられるのか、その辺を御意見を伺えたらと思

います。 

日野委員   やはり最後のって言ったらへんですけど、会長としての御意見をここに

載せていただくことはいいことではないかなというふうに思います。 

会長   ありがとうございます。望月と書くわけにはいきませんので、５期の審議会

皆さんの思いを集約しましたというような形をとらせていただいています。この中身、

それから、この報告書の中においては活動を振り返ってを載せないという御意見も実

はあるもんですから皆さんに御提案をさせていただきました。 

  これは私の思いではなくて、皆さんの思いということで受けとめていただけたらと思

います。どんな形かでここに載せていきたいなと私は思っているんですが。 

坂本委員   １期、２期、３期とか、他期の委員さんから、大丈夫？という意見はな
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いかしら、大丈夫かしら。 

緑川委員   ちょっと心配ですよね。 

会長   本審議会に携わった先輩方の英知や経験をもって、審議を尽くしたとここに

入れさせてもらい、この５期だけでという思いではなく１期から４期まで携わった人

たちのいろんな意見、その他も継承してきていますという表現をしているんですが。 

米倉委員   となるとこの最後の第５期というところはどうするのかなと思いました。 

日野委員   やっぱり第５期がないと、誰に意見を聞いたのってなるような気がする

んですよ。これが結局、最後の審議会ですよね、本審議会の最終期を任された委員と

してという言葉が入っているので、私はこれでよろしいのではないかと思います。 

緑川委員   日野委員の意見に賛成ですが、まとめの部分を１期から５期の方々の意

見というふうに解釈をすれば、最後に審議会活動を振り返って、第５期の皆さんの思

いをここに書くということには全然異論はないと思います。ですからこの形で、内容

も形的にはこれでいいと思いますけれど。 

米倉委員   それだったら審議会活動を振り返っての頭でもいいのかなと思いますけ

れどね、その前に。結局、ここで話すのは先ほど言われたように、１期、２期、３期

の方ではなくて、５期の方が書いているので、それは５期じゃなくてもわかるかなと

は思うんですよね。だからここで５期ではなくても別によいのかなとは思ったんです

けどね。 

会長   ありがとうございました。どちらにしましても最終的に報告書にまとめたの

は、この５期の委員の皆さんということになりますので。いろいろ審議を尽くしてき

たのは１期からの人たちの思いと言いますか、そういうものも当然あるわけです。 

吉川委員   大変、会長に失礼な発言をさせていただきますが、ちょっとお許しくだ

さい。これ２、３回読みますと、どっちでもいい内容ですよ、体制に影響はないので、

このままでしまりがいいんならこれで文書表現も別に全くおかしいところはないし、

やればいいような気がします。 

会長   ありがとうございました。これも皆様に御提案なんですが、審議会活動を振

り返って、この振り返ってという表現もよくよく考えると何かちょっとって。ですか

らこれだったら事務局打ち合わせのときも御提案をいただいたのは、審議会活動を終

えてとかいうような表現の仕方も、できればちょっと皆さんから何かいい御提案をい

ただけたらと思うんですけど。 
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吉川委員   その表現は会長にお任せします。私としてはどちらでも。 

会長   それではそういうことで皆さんの思いを確かに受けとめましたので、事務局

と相談させていただきたいと思います。ありがとうございます。それではこの報告書

について、これを持ちまして審議を終了させていただきますけど、よろしゅうござい

ますでしょうか。 

全委員   はい。 

会長   ありがとうございます、それでは冒頭に私が申し上げましたように、一言ず

つで結構です。坂本さんからまわって私で終わるようにお願いします。 

坂本委員   何か発言をするのはなかなかなかったような審議会だったものですから、

発言をしていくのが厳しいなというような、そういう感想を持って過ごしてしまいま

した。本当にお役に立てなかったと思いますが、貴重な体験をさせていただきました

し、またこれで蒲原地区が静岡市の一つとしてどんどん発展していけばというふうに

思っています。本当に貴重な体験をありがとうございました。お役にたてなくて申し

わけありません。ありがとうございました。 

志田委員   私は４期からやりましたけど、恥ずかしい思いで過ごしちゃったなと。

この合併という問題が難しいかなというのがあったんです。時代の流れにのって、な

んとなく受け入れざるを得ないような状況で６年過ぎた中での審議会の委員だったん

です。その中でも蒲原がよくなろうっていう気持ちがすごくわいてきて、ここにいさ

せてもらったんですが、最初から勉強というか、何が何だかわからない間に１年が過

ぎ、何を私たちが意見するのかっていう、わからないことで質問をされても、またそ

れがわからない苦痛な審議会でした。もう２年で終わると思ったのに、またここにい

たみたいな、何か本当にストレスだけの審議会でした。本当に自分が情けなくて何の

役にもたてないなと思っています。でもこれからも、この経験があることで、今まで

私がここで経験していなかった私と、経験した私では、多分、考え方も変わっている

だろうし、もっと前向きになれたし、これから蒲原を背負ってくれる子供たちに、私

たちはいいかげんな気持ちではいられないんだなというのも根づかせていただきまし

た。住民の皆さんにはお返しできなかったけれど、私だけが得をしたっていう４年間

でした。 

杉浦委員   私は、商工会の代表としてこの審議会に出させていただいておりました。

商工会の代表が各１期ずつ恐らく出たと思うんですが、前商工会長から「最後はおま
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えがやれ」ということで、この第５期の委員に選ばれまして、皆さんと一緒に勉強さ

せていただきました。ただ最後にこのまとめというのはなかなか難しいですね。建設

計画も形はいいんですが、よく読んでいきますとなかなか整合性がとれない部分があ

りまして、どう評価したらいいのかという部分に随分悩まされました。当然、私たち

ここの住民代表ですよね、行政に携わる方々との意見の相違といいますか、その辺が

ありますので、なかなかその辺で接点を見出すのが難しいなと感じました。いずれに

しましても２年間ではありましたが、いろいろな勉強をさせていただきまして本当に

ためになり有り難く思っております。今後はこの報告書にもありましたが、今までで

きなかったことを連合自治会さんにお願いをして、今後ますます蒲原地区が東の玄関

として立地できるような地域にしていただければと思います。以上でございます、あ

りがとうございました。 

服部委員  私も１期２年間、連合自治会長として行ってきました。正直言って最初は、

蒲原地域審議会というのは本当に意味があるのかなと。というのはいろんな方たちが

もうそろそろいいんじゃないのとか、第３期の終わりころから言い始めていたんです

ね。私もそうかなって、実際、委員をやっていた方とか、周りの方に聞いてもそんな

ような話があってですね、そろそろしっかり総まとめをして６年くらいでやめたほう

がいいんじゃないかなというような話もありました。この地域審議会に実際に入って

みて、膨大な数の項目がたくさんあってびっくりしました。これを一つ一つやってき

たんだな、かなり大変な作業だったかなというようなことがわかりまして、私も10幾

つ審議会委員を静岡や清水でやっていたんです。そういう審議会はほとんど単発的に

どこの学校とどこの通学区をどうしたらいいかって、そんなような問いかけで、簡単

にそれをどうするかっていうことくらいだから、はっきりいってここの審議会のよう

に時間がかからなくて済んでしまうんです。ちゃんと役所の方が、ある程度お膳立て

してきているので、考え方だけどどうだっていうような問い方をするもんですから、

審議委員としても楽なんですよね。この蒲原の場合は、自分でかなりいいものを選ん

だり、必要なものを選んでいって、いろいろ考えながらみんなと勉強をしてきている

んです。これから連合自治会へいろんなものを投げかけていくということになるけど

も、これから今までの10年間が無駄にならないようにやっていきたいと思いますので。

どうも皆さん、ありがとうございました。 

日野委員   私は一応６年携わらせていただきました。私は皆さんのように建設的に
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どうのとか、ただ自分が思っていることだけを何かいつも勝手なことをしゃべってき

てしまったんじゃないのかなと思うんです。ただその根底には合併をする、合併をし

ないという、あの騒ぎの中で、合併をすることになってしまったわけだから、それな

ら合併をした上で、蒲原というところがよりよくなるために、この審議会というもの

があるんだと考えれば、今度、蒲原にとって何がいいか、何を自分が考えればいいか

ということだけでいけばいいんだなというふうなことを考えて、毎回、審議会に臨ん

できました。この審議会に臨むことによって、いろいろな団体ですね、農業や漁業、

それから商工会、それぞれ皆さんの中でいろいろな御意見があって、活躍があって、

それはふつうの一般市民では全然知る由がない情報がたくさんありました。そしてま

たこの審議会に携わって、いろいろなニュース、いろいろな情報を聞くことから一般

の方たちが全く誤解をしていることもあるなということもわかって、そういうときは

私たちはここで正しいことを聞いたら、それを伝えるということも一つの仕事なんじ

ゃないのかなと今まで過ごしてきたんですね。ただ本当に主人に言われるように、私

は怖いものなしで、言いたいことを言っていると、いつも言われるので、何か皆さん

に御迷惑をかけたところがいっぱいあるんじゃないかなと思います。本当にいろんな

方とめぐり合わせていただいて、いろんな意見を聞かせていただいて、本当に充実し

た６年だったと思っています。ありがとうございました。 

吉川委員   今、皆さんのお話にあったように、私も知らないところが大変多いので、

そういう意味では勉強させていただきました、ありがとうございます。あとふだん比

較的発言が多かったんじゃないかなと反省しています。発言の内容も、重箱の隅をつ

っつくようなところから、だんだん大きく話題をもっていってという、こういう非常

にいやらしいやり方をしてきたような気がします。行政の方々には、御迷惑をかけた

んじゃないかなと思いますが、ひらにそこのところは御了承いただきたいと思います。

ただ地域審議会というものをずっと読んでみると、まずどうすればこのまちづくりが

ちゃんとなるか、それを決めていく段階から、それが登載された項目が機能している

かとか、なされているかどうかっていうのは後半のことであると。杉浦委員がおっし

ゃったように、また皆さんも感じているように、整合性の問題、最初の目的、定性的

な目的と合致しているかどうかっていうのは途中で疑問が生じるわけですね。そこの

ところをどうしようっていう議論はなされないで、そのままずっといっちゃうという

ことは反省しなきゃいけないことだと思います。私は蒲原城跡の話を例に出しますけ
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ども、あそこの御殿山にしても、年間何人くらいあそこに上がって楽しむ人がいるか

っていうのをチェックしようと思えば別に大した金を出さなくてもチェック機能があ

るわけですよ。そういう目標を決めることでしょうね。年間３万人、蒲原の人口は当

時１万５、６千だったと思いますが、その倍くらいは年間行くような目標をたてよう

じゃないか、それに対してどうなんだ、なぜだめなんだ、そういう議論は全くなされ

ないわけですよ。これは最初たてた目標に対して定性的な目標を、定量的にどういう

ふうにやって目標値を定めるかっていう作業が欠落しているせいだと思います。こう

いうことをやっていくとね、本当に我々、今までやってきたことがいいのか、反省材

料になるかどうか、それもわからなくなっちゃうというところが大変差し出がましい

発言ですが残念だなと。あと10年続くんだったら、また選ばせてもらおうかなと、こ

んなつもりでおります。以上です。 

米倉委員   ４期、５期の２期で４年間させていただきました。それまで違う方が三

期、農協代表ということでされてきたんですが、次を頼むということで引き受けまし

た。そのときまた漁師をしている関係上、漁協のほうも今まで出ていたと思いますが

４期からなく、今回もなかったので定数も減らしたということで参加されなかったけ

れど、漁協の団体のほうからも出てないのは少し残念だったなと思っております。こ

の４年間で出席させていただきまして意見を述べてきましたが、自分の言ってきたこ

とが適当であったのか、蛇足であったのかなという自分の意見に対して少し自信があ

りませんでした。農業関係だけは自分は話ができますが、やはり神沢という地域です

ので東部のほうのことは全くわかりませんでした。自分はこの審議会というのに参加

をしていていいのだろうかという疑念はいつも持っておりました。されど皆様といろ

いろな意見を交換できて、坂本委員も言っていましたけど、いい体験をさせてもらっ

たと、自分の勉強をさせてもらって審議会の働きをしていなかったんではないかなと

思いますが、それが本当の感想であります。これで審議会は終わりますけれど、これ

からも市というか行政のみるほう、手綱は離してしまわず自治会等に手渡して、また

蒲原地区がよりよくなるようにしていただければよいかと思います。今までありがと

うございました。 

緑川委員   審議会と言いますので市長からいろいろ諮問をされて、それに対して

我々が審議をして答える会かと思って張りきってきたんですけれども一切なくて、合

併のときに立てた建設計画を延々10年かけて審議したということで、ある意味で何を
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やったのかなと、何も役に立たなかったのかなという気がいたします。ただ合併から

10年、一応、合併のときにこんな形にしたい、蒲原はこうありたいということで、こ

の建設計画は決まっていると思います。じゃあこれからあとどうしていくのか、誰が

やっていくのかというのがとても心配です。これからの蒲原をどういうまちにしてい

くのか、そのためにはどういうことをやっていくのか。多分、自治会が今度は音頭を

とってやってくれると思いますので、一つよろしくお願いいたします。 

会長   ありがとうございました。 

  それでは最後に私が少しまとめさせていただきたいと思います。まず私は日野委員と

同じく、３期から４期、５期とさせていただきました。３期のときに何で委員を引き

受けたかというと、私は20数年東京に勤務しておりまして、終わって帰ってきて、何

か地域のためにって言ったらこのお話をいただいて、公募でさせていただいたんです

が、まさか３、４、５期とやって５期の委員長を仰せつかるとは夢にも思っていませ

んでした。５期はまとめをしなきゃいけないということで、何かばば抜きのばばを引

いちゃったかなって最初は思いました。どうやってこの報告書を仕上げていくか、こ

れがある意味、課せられた課題だったものですから非常に最初のころは悩んだ時期が

ありましたが、皆さんにいろいろお知恵や御意見をいただき、事務局にもお手伝いを

していただいて、報告書をまとめることができたということに対してはお礼を申し上

げたいと思っております。まず蒲原の合併と言いますか、静岡市に行くにあたっては

いろんな思いがその当時あったかと思うんです。議会も拮抗していまして、ひとりの

議員があっちに動く、こっちに動くことによって合併がするのかしないのかって、そ

んなときもありました。次に住民投票をやって、これもまた拮抗していって、その開

票の仕方には瑕疵があったということで、その当時の町長と総務課長が訴訟を起こさ

れて何て言うこともありましたね。ですからある意味難産だったんだと思うんです。

今度は合併に至ったということで、最初のころはいろいろなことがあったかと思いま

すが、私がよかったなと思ったのは、住民に見えるこの支所や図書館とか、そういっ

たものが、ああ合併というのはこういうものだなと、評価ってそんなことだと思うん

ですね。それでだんだんと打ちとけてきたのかなっていう気持ちです。３期に私が入

ったばかりのころは、何かの団体みたいにガードレールがどうのこうのとか、街路樹

がどうだとか、プールの管理がなってないとか、そういう状況でした。４期になりま

したら建設計画以外のことをを言ったらだめだ、そしたら発言が出てこないというの
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が、振りかえるとそんなこともあったかと思います。それと４期のときは非常にマン

ネリ化というか、何をしたらいいのかわからないというトラウマがあったことも事実

だと思うんです。審議会のこと以外はしゃべっちゃだめみたいなことがあったもので

すから余計そういうようなことがあって、なかなか前に進まなかったということがあ

ったかと思います。ただせっかく蒲原地域審議会というものを、静岡市から10年間と

いう期間を設けていただいたという中で、いろんなことを審議しました。やはりその

間には庵原高校がああいう形になり、富士山が世界遺産に登録された、そうかといっ

て3.11があったり、この蒲原というのは海溝が４キロあるわけですから、そういうこ

とも踏まえるとまだまだやりつくしたことというのはたくさんあろうかと思います。

今後はやはり自治会に委ねて、報告書に載ったということは、これが何かの足しにな

るというか、こういう審議会で審議を尽して、また継続課題ということで載っている

ということであれば、何らかのお役に立つんじゃないかなと思います。また役に立て

ていただけたらというふうに思っております。結びなりますが、この10年間、３月31

日までありますけれども、審議会としての審議は本日で終わるわけですが、ぜひまた

皆さんで審議委員として、どうかその辺のところを温かく見守ると言いますか、また

次の世代にここで審議をしたことを助言して、ぜひこの地域が名実ともに東の玄関と

しての位置づけが高まるように皆さんとかかわり合っていけたらなというふうに思っ

ております。 

  くどくど申し上げましたけれど、私としては以上でございます。どうもありがとうご

ざいました。 

  ついでみたいなことで恐縮ですが、髙木課長の御意見があったらいただけませんか。 

地域総務課長  皆さんお疲れさまでした。立派な報告書になりました。建設計画で審

議をする上で10年の進捗状況というのは、吉川委員の御指摘がずっとあったんですが、

本来目指したものになってない事業、やっぱりこれもいっぱいあります。本当であれ

ばそれがいろんな事業をやったりという話にならないと目指したものにはならないだ

ろうということになっていくのかなという感じもしました。今度は地域の力というと

ころで集まっていただいて、やっぱりみんながどうしたいんだということにまとめ上

げていくのかなと、ここで議論をしたということは非常に大事だと思いますので、そ

れを土台にしていただきたいというふうに思っております。私の担当は１年で最後と

なるわけですが、皆さんには本当に感謝しております。ありがとうございました。 
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会長   御苦労さまでございました。蒲原支所長、一言。 

蒲原支所長   私もちょうど４期から皆さんと一緒にこの地域審議会をやるような形

になりました。４期は、ほとんど審議をする内容も無く何ともマンネリ化して、当初

はいろいろあったんですが、本来の形式に戻したことによって建設計画の細かいとこ

ろまで皆さんが議論をしてくれるようになったことは、それも一つの成果だと私は思

っています。今回で審議会は終わりますが、私も蒲原地域の発展のために、また皆さ

んや連合自治会のお力を借りながら頑張っていきたいと思いますので、ぜひ協力のほ

どよろしくお願いします。本当にありがとうございました。 

会長   望月さん、一言どうですか、よろしくお願いします。 

地域総務課主査   私も平成25年と、１年飛びまして、今年最後の年を携わらせてい

ただきまして大変勉強になりました。４期の後期にも挨拶をさせていただいたとおり、

私も今は無き庵原高校の生徒でございまして、元々清水の人間ですが、蒲原にもゆか

りのあるというか、この地域には愛着を持って接しております。蒲原も慣れてみると

本当にいい地域でして、楽しい高校３年間を過ごさせていただきました。本当に拙い

事務局ではありましたが、長い間ありがとうございました。お世話になりました。 

会長   どうもいろいろ皆様の思いを聞かせていただきました、本当にありがとうご

ざいました。御苦労さまでございました。 

  それでは次の議事に移らせていただきます、その他についてお願いします。 

地域総務課主査   では、事務局からの報告事項を簡単に申し上げます。 

  市長への報告書の提出日となりました平成28年１月21日（木）10時からということで

決定させていただいておりますが、当日は９時40分までに静岡市役所８階の秘書課ま

で直接お越しいただきたいと思います。エレベータホールのフロアまでお越しいただ

ければ、こちらのほうで随時御案内してまいります。 

  旅費につきましては後日になりますが、出席された委員の口座へ振り込ませていただ

くような形になりますので、御出席される方は、よろしくお願いいたします。 

  事務局からは以上です。 

会長   ありがとうございました。 

  それでは本日の議事はこれを持ちまして終了とさせていただきます。 

  また先ほど来御案内がありましたように、１月21日に市長へこの報告書を提出させて

いただきます。その間、緑川さんと二人で事務局と細かなところを調整させていただ
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いてまとめたいと思います。 

  それではこれで蒲原地域審議会10年の本当の意味での満了となりました。皆さん長い

間御苦労さまでございました、ありがとうございました。それから事務局の皆さん、

ありがとうございました。 

それでは本日の会議録の署名には日野委員にお願いしたいと思います。 

  以上をもちまして、第５期第11回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。 

  御苦労さまでございました、ありがとうございました。 

 

（午後 ３時１７分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 


