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11 公公共共建建築築整整備備指指針針策策定定経経過過（（懇懇話話会会・・作作業業部部会会））

 

  ①①市市民民アアンンケケーートト調調査査  

   指針策定にあたり、市民の声を反映させるべく公共建築に関する市民アンケート調査を実施しまし  

   た。（次項 調査結果参照） 

 

 ②②策策定定懇懇話話会会・・作作業業部部会会開開催催  

   庁内各部局１８課から構成された「公共建築整備指針策定作業部会」を設置し、事務局と指針案策 

   定作業を行ない、学識経験者など７名で構成された「公共建築整備指針策定懇話会」での審議・調 

   整を経て、原案としてとりまとめを行いました。    

 

 （開催経過） 

     Ｈ１７年    ７月 アンケート調査  

         ６月 第１回懇話会 

          ７月 第１回作業部会 

          ７月 第２回懇話会 

          ８月 第２回作業部会 

         １０月 第３回懇話会 

         １１月 第３回作業部会 

         １２月 第４回懇話会 

   Ｈ１８年   １月 第４回作業部会    

          ２月 第５回懇話会 

         

 

                           第１回策定懇話会 

 

        ③懇話③懇話会会委員委員名名簿 簿 

氏　名　　　　　　　役　職　　　　　　　　　　  部　門 氏　名　　　　　　　役　職　　　　　　　　　　  部　門 

川口　宗敏　　　静岡文化芸術大学大学院教授　　　都市計画 

青野　全宏　　　社会福祉法人ピロス施設長　　　　福祉・UD 

東　　恵子　　　東海大学短期大学教授　　　　　　景観・環境 

杉山　　廣　　　(株)サン設計事務所　　　　　　　 建　築 

山森　　繁　　　山森建築設備設計事務所　　　　　設　備 

中嶋　壽志　　　(財)静岡経済研究所理事　　　　　 産業・経済 

鈴木　啓子　　　市　民　　　　　　　　　　　　　インテリアデザイナー



22  策策定定懇懇話話会会（（作作業業部部会会））設設置置要要綱綱                                              

 静岡市公共建築整備指針策定懇話会要綱  

（設置） 

第１条 静岡市は、公共建築整備指針の策定にあたり、広く意見を求めるため、静岡市公共建築整備指針策定懇話会（以

下「懇話会」という）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 公共建築の整備指針の策定にあたり、意見を述べること。 

（２） 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 懇話会は委員７人以内をもって組織する。 

（委員の委嘱） 

第４条 委員は市民代表及び学識経験者等のうちから市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 懇話会の会議は、会長が召集する。 

２ 懇話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。 

３ 懇話会は必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

 （作業部会）  

第８条 第２条の所握事務について、必要な情報・資料の収集、その他の作業を行うため 

 懇話会に作業部会を置く。 

２ 作業部会は、建築総務課長及び別表に掲げる職にあるものが指名する職員をもって 

 組織する。 

３ 作業部会に部会長を置き、建築総務課長をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の会務を総理する。 

５ 部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

（庶務） 

第９条 懇話会の庶務は、都市局建築部建築総務課において処理する。 

（雑則） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月２１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

企画部企画調整課長 財政部財政課長 市民生活部国際課長 文化スポーツ部文化振興課長 環境部環境政策課長 

 福祉部福祉総務課長 保健衛生部保健衛生総務課長 病院局静岡病院病院建設課長 商工部観光課長   

 農林水産部農林総務課長 都市計画部都市計画課長 建築部住宅課長 建築部公共建築課長 建築部設備課長 

 土木部土木総務課長 消防部消防総務課長 防災部防災指導課長 教育委員会事務局教育施設課長 



33 公共建築に関する公共建築に関するアアンンケケーートト調調査査結結果果

（（調調査査概概要要））  

    ・実施時期 平成１７年７月 

    ・対 象  市政モニター１００名 

    ・目 的  公共建築に対する市民の考え方、意見の把握 

  

  １１  建建築築部部 HHPP をを見見たたここととががあありりまますすかか。。        ２２  静静岡岡市市所所有有のの公公共共建建築築物物のの  

                                                              印印象象ははどどううでですすかか。。  

  

                                        とても悪い・           とても良い・

               ある １３％         悪い 7％            良い３５％ 

                                

               ない ８７％                        どちらとも  

                                             いえない５８％ 

                                              

 ３３――11  静静岡岡市市内内でで良良いい印印象象のの              ３３――22  静静岡岡市市外外でで良良いい印印象象のの  

       公公共共建建築築物物ははどどここでですすかか。。        公公共共建建築築物物ははどどここでですすかか。。   

  グランシップ                 浜松アクトシティ 

      県立美術館・県立大学・県立図書館       エコパ 

      県庁・駿河区役所               東京都庁 

      駿府匠宿・清水興津公民館（図書館）      焼津ディスカバリーパーク 

 

３３－－３３  良良いいとと思思うう理理由由はは何何でですすかか。。  

雰囲気、センス、景観が良い（３７％）     機能性が高い（１９％）  

      デザインが良い（２１％） 

 

 

４４－－１１  静静岡岡市市内内でで悪悪いい印印象象のの                    ４４－－２２  静静岡岡市市外外でで悪悪いい印印象象のの  

              公公共共建建築築物物ははどどここでですすかか。。                  公公共共建建築築物物ははどどここでですすかか。。  

              グランシップ                   エコパ 

       市役所・区役所・県庁              浜松アクトシティ 

       各市営住宅・各小中学校                       東京都庁 

       各公民館・市民文化会館（静岡、清水）      浜松市役所  

       日本平動物園・草薙球技場        

  

４４－－３３  悪悪いいとと思思うう理理由由はは何何でですすかか。。    

      雰囲気、センス、景観が良くない（２７％）     デザインが良くない（６％） 

       利用者への配慮がない（１３％）               機能性が低い（５％） 

       コストをかけ過ぎ（１０％）                アクセス、立地が良くない（2％）     

         



  

  ５５－－１１  公公共共建建築築にに「「静静岡岡ららししささ」」はは          ５５－－２２  

          必必要要だだとと思思いいまますすかか。。          そそれれははどどののよよううななももののでですすかか。。  

                                   気候・風土・気質 

   必要である  ４４３３％％               色調 

    必要でない  ３３６６％％               名産品・地場産品 

    どちらとも  ２２１１％％               景観・デザイン・耐震性 

      いえない                    

 

  ６６－－１１  公公共共建建築築にに地地域域のの特特色色をを              ６６－－２２  

反反映映ささせせるるべべききでですすかか。。            そそれれははどどののよよううななももののでですすかか。。  

                                                    気候・風土・土地の雰囲気 

    必要である  ３３８８％％                材料 

      必要でない  ４４００％％                伝統 

     どちらとも  ２２２２％％  

       いえない                   

 

 

 ７７  利利用用ししややすすいい公公共共建建築築物物ににすするるににはは、、何何をを重重視視すすべべききでですすかか。。  

          利便性の良さ（５９）               サンプル数２９８ 

     防災拠点である（４２） 

     気軽さ（３８）           

        環境保全・共生（３２）      

     ローコストである（３３）           

     使いやすさ（２８）             

     ユニバーサルデザイン（２３）        

     維持管理のしやすさ（１９） 

     優れたデザイン（１０） 

 

 

 

 ８８  公公共共建建築築物物ののググレレーードド、、ココスストトににつついいててどどののよよううにに考考ええまますすかか。。  

  グレードごとにコストをかける   ７６％ 

     コストより質を重視する      １６％  

     経済性が最優先である        ４％ 

     その他               ４％ 

 



そそのの他他自自由由意意見見  

地震に強いものに。デザイン性に富んだ建物に。贅沢はやめる。案内をわかりやすく。手摺を増やす。駿河区役所はいらない。

用事は出張所でできるほうが便利。建物が古くバリアフリーに対応していない。真に必要なものを検討する。安心できる建物に。

駐車場が少なく有料もある。気軽に利用できる環境をつくる。業者を吟味して欲しい。大切に使えるように。公共施設の PR をす

るように。市民が知らないうちにできたようなものはいらない。駐車場や交通の利便性について意見を聞くように。市職員全員が

コスト意識を持つこと。作る必要性から議論するように。赤字を出し続けるものを作った責任をはっきりさせる。良いものを大切に

長く使い続ける。本当に市民の要望で建てているのか。コンセプトをもって街づくりに臨む。建物の耐用年数にあった設備と内装

品。体育館、会議場、イベントホールは増やす必要はない。すべての公共建築に静岡らしさを出すのは大変。簡単に寄れて利用

しやすい施設を。人を楽しませるものが欲しい。ネーミング募集は良いことだと思う。ほんの一部の人が利用するものがある。 

新庁舎建設については、今の市役所近隣を議論してほしい。税金の無駄遣い建築物がある。安く良いものを作ることが重要。 

施設使用に制限が多く融通が利かない。使用手続きが不便である。斬新なアイデアでインパクトのあるもの。デザインが斬新だ

と入りづらいし、飽きる。駿河区役所は案内がわかりづらい。子育てをして移動に不便を感じるようになった。静岡は何をアピー

ルするのか。どこに行っても同じような建物。シンボルになるものを。昔の良さを残す。古くてもメンテナンスをしっかりと。 

安全な塗料を使ってほしい。建っていても不自然でないもの。安全性を明確にしてほしい。建物の目的がわからないので宣伝や

広告をする。HP は PDF ばかりでわかりづらい。未利用施設で地域の活性化を。空調のためかドアが閉まっていて様子がわから

ない。外部にも利用案内を。施設名がカタカナ＋日本語は、何の施設かわからない。場所は重要で、利用しやすく集客できるこ

と。子供から高齢者まで幅広く対応。文化的要素をもつ施設。不便で立地条件が悪い。合併協議時の計画は特徴があり良かっ

た。赤字の建物が多すぎる。コスト意識が必要。暗いイメージだったが耐震性などわかってきた。古いものを改修して「？」という

ものもある。所在地がわからない。利用者が限定されている。施設マップがほしい。清水区が見劣りする。静岡駅北口工事は知

らないところで進んでいるし、車両優先。外観はオーソドックスでよい。自主防災のスペースがない。目的に合った適切な規模。

人を呼び込む施設を。災害に強い公営住宅を。老朽化が目に付くのは、市民の声が届かないのか、管理が悪いのか。統一感の

あるまちなみ。エレベーター、エスカレーターが少ない。建物がバリアフリーでも道路が凸凹。 IT 時代、新たな箱物を作る時代で

はない。有効に利用されるか事前協議が必要。交通の便が良いのが一番大切。民間企業との共存メリットが明確でない。税金

の使い道がはっきりしないなら良い公共施設を作ってほしい。駐車場の充実。必要なものを補修する。市のシンボルとなるもの

を。駿府公園に憩いの場を。利用の為のアクセス、駐車場がないと何の意味もない。いい公園がない（荷物があり駐車場がほし

い）。静岡駅付近を一人で車椅子で通れる人は何人いるのか。一部の人しか利用できない。公共施設の外観に関心がない。 

学校のトイレが汚い。東静岡駅に公共施設を作ってほしい。 



 ４　静岡市公共施設建設年表

年　度  旧静岡市  旧清水市(旧蒲原町含む）  備 考

H01 巽櫓 市立清水病院 静岡市制１００周年
青葉地下駐輪場 蒲原図書館 消費税導入
市立静岡病院
動物愛護館
競輪場メインスタンド
藁科複合施設（図書館・公民館他）※１
市役所本館改修
井川スキー場
西ヶ谷屋内プール

H02 東部複合施設（体育館・コミュニテｲー）※１ 浜田公民館 静岡、志太市外局番統一
常盤公園 蒲原東部保育園

H03 西ヶ谷総合運動場 日本平球技場 インターハイ開催
船越公民館 バブル経済崩壊

H04 アイセル２１※１ 黒川キャンプ場 Jリーグ・エスパルス誕生
南部図書館・視聴覚センター※１ 市立図書館移転新築 大道芸ワールドカップ開催
静岡ヘリポート
青葉シンボルロード

H05 駅北パーキング 折戸老人福祉センター
看護専門学校 岡公民館
井川オートキャンプ場 蒲原東部コミュニティーセンター※１
ラペック静岡 (体育館他）

H06 JR静岡駅南口広場 清見潟公園スポーツセンター 清水市制７０周年
湯の島温泉浴場
井川えほんの郷
さくらの園（障害者福祉施設）

H07 大里複合施設 清水マリンパーク 阪神大震災
　　（中学校・公民館・保険センター）※１ 看護専門学校
静岡音楽館AOI※１ 蒲原保健福祉センター※１
新沼上清掃工場 （保健センター・児童館）

H08 東御門 蛇塚スポーツグランド 静岡市中核市に
ツインメッセ静岡 なぎさホーム
リンク西奈（図書館・公民館）※１ 　（障害者生活訓練施設）

H09 オーク長田（図書館・児童館）※１ 高部親水公園 静清バイパス開通
西ヶ谷野球場
サウスポット・静岡アートギャラリー※２
北部体育館・コミュニテｲーセンター※１
長尾川老人福祉センター

H10 葵スクエア あすなろの家（養護老人ホーム） 静岡清水合併協議会設置
JR東静岡駅前広場 西里温泉場
登呂保育園

H11 井川複合施設（医療、給食、高齢者福祉）※１ やませみの湯 大谷川放水路完成
駿府匠宿 マリンターミナル 清水ISO14001取得
消防東豊田出張所・サービスコーナー※１ はーとぴあ清水（総合福祉会館）
藁科保険福祉センター 清水飯田北保育園
ワーク春日

H12 中島児童館 ふれあいの郷 「葵博」開幕
静岡老人ホーム 　（北部交流センター）
広野海岸公園 貝島スポーツグランド

シーマック三保

H13 ゆ・ら・ら（ふれあい健康増進施設） 清水テルサ
竜南保育園 ナショナル
斎場新火葬棟 　　　　トレーニングセンター　
紅葉山庭園

H14 大川複合施設（公民館他）※１ 防災センター・中消防署 静岡ISO14001取得
井川支所庁舎 産業情報プラザ

不二見公民館
葵区・駿河区 清水区

H15 有度山テニスコート JR清水駅自由通路 合併新静岡市誕生
エスパティオ　る・く・る（科学館）※２ 清水港海づり公園 わかふじ国体開催
北部複合施設（図書館・教育センター）※１ 　（メガフロート）
森下町自転車等駐車場

H16 来・て・こ（高齢者福祉センター他）※１ 興津コミュニティー施設※１ 新潟中越地震
エキパ（駅北口地下駐車場） 　　（図書館・公民館）
風電君（風力発電施設） 興津坐漁荘
ペガサート・御幸町図書館※２ 埋蔵文化財センター
わらびこ（藁科都市山村交流センター）
清沢公民館（幼稚園）※１

H17 駿河区役所庁舎 長崎スポーツ館 政令指定都市移行
城東保健福祉エリア※１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  庵原野球場 耐震強度偽装問題

アスベスト対策
静岡市・蒲原町合併（3/31）

（※１は、複合施設、※２は再開発事業）・（学校、住宅、企業局施設は除く）


