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平成２２年度第１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２２年４月２７日（火） １４時００分～１５時３０分 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所Ａ・Ｂ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、片瀬（正）委員、草谷委員、佐藤委員、 

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、石野委員、江澤委員、中山委員、 

（鈴木委員欠席） 

        （事務局）区政課：増田課長、牧野参事、杉山主事 

清水区総務・防災課：広瀬課長、山梨参事兼統括主幹 

          久保田副主幹 

蒲原支所：宇佐美支所長、近藤参事兼統括主幹、 

     石切山参事兼主幹 杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）平成２０、２１年度静岡市蒲原地域審議会活動報告 

 （２）その他 
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石切山参事   それでは、定刻になりましたので、ただいまより平成２２年度第１回

静岡市蒲原地域審議会を開催いたします。本日はお忙しい中、また足元の悪い中、御

出席いただきまして、ありがとうございました。 

  はじめに、報告をさせていただきます。 

  本日は、鈴木委員がまだみえておりませんが、現在１７名の委員が出席をされており

ますので、会議は成立いたします。 

  それでは、まず資料の御確認をお願いいたします。配布させていただいた資料は、本

日の次第と、蒲原地域審議会第２期の活動、このＡ３の資料になりますけれども、こ

ちらの方を配布させていただきました。お手元にございますでしょうか。 

  よろしいですか。 

  それでは、ここで平成２２年度人事異動によりまして、事務局の職員に変更がありま

したので、会議に先立ちまして今年度の職員を紹介させていただきます。 

  はじめに、区政課よりお願いします。 

増田区政課長   この４月から区政課長としてまいりました増田と申します。 

  これからいろいろと御指導いただきたいと思っておりますので、よろしくどうぞお願

いいたします。 

牧野区政課参事   昨年度から、区政課にまいりまして、昨年も担当させていただき

ました区政課牧野です。また本年もよろしくお願いします。 

杉山区政課主事   昨年から、御世話になっております区政課の杉山です。よろしく

お願いします。 

石切山参事   それでは、続きまして、清水区総務・防災課にお願いいたします。 

広瀬総務・防災課長  どうも、こんにちは。清水区総務・防災課長の広瀬と申します。

よろしくお願いします。昨年に引き続きというか、今年度も担当させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

山梨総務・防災課参事   同じく、山梨でございます。 

  この４月より清水庁舎の３階まちづくり振興課より異動でまいりました。よろしくお

願いいたします。 

久保田総務・防災課副主幹   総務・防災課、久保田と申します。蒲原出張所よりこ

の４月に異動となりました。よろしくお願いいたします。 

宇佐美蒲原支所長   皆さん、こんにちは。蒲原支所長の宇佐美です。 
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  よろしくお願いします。３月末をもちまして前任の渡邊が退職されまして、私が４月

１日から支所長になりました。ひとつよろしくお願いいたします。 

近藤参事   こんにちは。蒲原支所の近藤でございます。２年目になります。よろし

くお願いします。 

杉山主幹   蒲原支所、杉山です。よろしくお願いいたします。 

石切山参事   最後になりましたが、今年度、地域審議会を担当します石切山といい

ます。よろしくお願いいたします。 

  以上が、今年度の事務職員です。 

  それでは、次第の２、「会長あいさつ」をお願いします。 

  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、出席していただきまして、ありがとうございます。 

  早いもので、審議会の委員になりまして、２年が経とうとしております。この審議会

を最後に２期目の審議会が終わります。このあと、議事の中で２年間の活動報告をし

ていただきますけれども、私たちのこの２年間の活動を顧みますと、建設計画に基づ

いて実際に動き始めている事業が、しっかりとやられているかどうかというチェック

をし、またスタートしていない事業につきましてしっかりと要望していこうというこ

とで、皆さんで十分議論をし、建設計画の中で実際に蒲原に必要な事業と、それから

必要でない事業という選別を、皆さんの中で十分議論して決めまして、そして昨年の

６月４日に小嶋市長に要望書を提出してきました。 

  この要望書は第２次総合計画の中に、ぜひその事業を入れてほしいという要望であり

ます。この４月より、静岡市の第２次総合計画がスタートします。私も、その計画の

作成に携わったものですから、第１期実施計画の内容をいただいております。その中

で見ますと、予算がついてない内容がかなりあります。これは、政権が交代になって

今の政府の状態を見ますと、非常に政局が不安定であって、実際に国から地方にどれ

だけお金がおりてくるかということが非常に不透明な中での予算づけということがあ

りまして、かなりの項目が予算がついておりません。ですから、これからだと思って

おります。私たち蒲原地域審議会もこの蒲原地区をよくするために、どのような予算

が今後つけられていくかということを、なおチェックしていかなければいけないと思

っています。 
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  審議会は、１０年間の期間があります。まだこれで４年終わっただけです。これから

です。そういうなかで、今回２期目を過ぎて、なお継続してやる方もいるでしょうし、

またお辞めになる方もいると思いますけれども、この２年間の経験を十分活かしてい

ただいて、この審議会をバックアップしていただくとともに、市民の皆さんに審議会

のことを聞かれたらよく説明していただきたいと思っております。 

  本当に、２年間でありましたけれども、ありがとうございました。 

  以上で、あいさつとさせていただきます。 

石切山参事   ありがとうございました。 

  それでは、これから議事に入らせていただきます。 

  議事につきましては、須藤会長に進行をお願いします。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、皆さん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。 

  それでは、議事の（１）「平成２０、２１年度静岡市蒲原地域審議会活動報告」を議

題といたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

広瀬総務・防災課長   清水区総務・防災課の広瀬です。 

  お手元の資料の蒲原地域審議会第２期の活動、これを元にお話させていただき、報告

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、平成２０年の６月１２日に第２期蒲原地域審議会がスタートしております。団

体選出５人、公募４人、学識経験者１０人、委員１９人という中でスタートさせてい

ただきました。 

  第２回は、平成２０年の６月１２日、実質第１回ということですけれども、まず第２

期委員の皆さんに委嘱状の交付をさせていただきました。それから、正副議長の選出

ということで、現須藤会長、現宮田副会長というような形でスタートさせていただき

ました。 

  第３回、平成２０年７月１６日、平成２０年度の予算状況について、並びに合併建設

計画関連事業の進捗状況について、広域行政課、また蒲原支所の方からですね、内容

等について報告させていただきました。 

  そして、その間に懇談会というものを設けました。これについては、合併建設計画関
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連事業の整理、そして第１期から懸案というか、地域審議会の状況について広報で知

らせたらどうだということで、その広報紙の発行はいかがかというような審議をさせ

ていただきました。結果、広報紙については出すことはしないということで決まって

現在に至っているわけでございます。 

  そして、第４回、平成２０年９月１６日、合併建設計画関連事業の所管課からの説明

ということで、そこに括弧書きしてありますように公共下水道整備事業、神沢地内公

園整備事業、蛭沢通線道路新設事業、市道整備事業等について、各所管からの説明を

受けております。それに基づいて、２次総の基本計画登載事業をどのような形で持っ

ていくかというような協議もいたしました。 

  次に、第５回として、平成２０年の１０月３１日、２次総の次期総合計画への登載事

業、登載要望事業について協議をしております。協議結果として、２次総の基本計画

登載への要望としては、教職員住宅跡地の有効利用、富士川河川敷緑地整備、蒲原駅

周辺再開発、庵原高校跡地利用ということで要望を出そうということに決まりました。 

  第６回として、平成２０年１２月１８日、同じく２次総、第２次基本計画登載要望事

業の確認ということで、ここでは要望事業の協議として、生活排水対策事業、上下水

道事業、富士川緑地公園の整備、海洋深層水利用の可能性調査と、それと後、当時進

んでおりました（仮称）蒲原地区市民センター建築工事の概要説明を受けております。 

  そして、２１年の１月２７日も、２次総基本計画登載要望事業の確認ということで、

いろいろな事業についての協議をしました。 

  ２１年２月２７日、２０年度の最後になるわけですけれども、静岡市・蒲原町合併建

設計画にかかる要望書（案）ということで、市にどのような要望をするかというよう

な協議をここから始めさせていただきました。 

  結果、２１年の６月４日に、先ほど会長からもお話がありましたように要望書の提出

を正副会長の方からですね、市長の方へと提出させていただきました。合併建設計画

登載事業６項目、合併建設計画関連事業４項目、その他１項目というような形で、市

の方へ要望書を提出しております。そして、その際にある程度市長の方の要望に対し

て回答とまではいかなかったですけれども、そのコメントをいただいております。そ

れをもって２１年７月８日に、会長からその時の市長のコメントの報告、それに基づ

いて清水区の副区長から、それに対する所管課の対応説明等を審議会へと報告させて

いただきました。 
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  ２１年８月６日に市内の施設視察ということで、城北浄化センター、沼上の清掃工場

を視察させていただきました。 

  これは、地域審議会が静岡市蒲原町の合併当時にできたということで、相模原市の相

模湖町、こちらは自治区ですけれども、そちらの方から視察に行きたいということで、

須藤会長、宮田副会長、稲葉委員とあと事務局とで対応させていただいた経緯もござ

います。 

  １０月７日の日に、当時建設中の仮称蒲原地区市民センターの名称問題について話し

合われました。話し合いました。その当時ですと、蒲原地区市民センターということ

で地域審議会としては了承というような結果になっております。 

  ２１年６月４日に提出しました要望書について、２１年１０月２９日、それらも含め

た中で合併建設関連事業の進捗状況等について関係各課から報告を受けております。

例えば、蛭沢通線の整備については街路課、蒲原地区市民センターの愛称、あるいは、

オープニングセレモニーについては生涯学習推進課というようなところから報告を受

けております。 

  それから２１年１２月１７日についても、要望書に掲げた合併建設計画関連事業の進

捗状況の報告、そして、来期の第３期になるわけですけれども、審議会委員の改選の

日程等について審議させていただきました。 

  ここで、第１期の審議会委員の改選日程等について、審議会委員の皆様の御意見等を

確認して、次期委員を当時定数が２０人だったものを１５名以内にすると。その構成

は学識経験者５名、団体５名、公募５名ということで審議会の決定を得て、先の市の

定例会において一応提出可決されております。ですから、第３期からは１５名という

こととなりますので御承知おきください。 

  ２２年の３月３日に、ほぼでき上がっておりました蒲原市民センターの視察を行いま

した。そして、２２年度第１回ということで、本日ですけれども、第２期の最後の審

議会ということになります。 

  ２０年度、２１年度と２期目の蒲原地域審議会の活動報告をきょうさせていただいて

いるところでございます。 

  報告の方は以上でございます。 

会長   ただいま、事務局の方から平成２０年、２１年度の２年間の活動報告があり

ました。このことについて、何か御質問ございますか。 
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  はい、名前を言ってください。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。和歌宮神社の和歌が違っています。これだと柵神

社になってしまう。和歌山の和歌ですから。２１年の１月２７日です。 

会長   分かりますか。はい、じゃあ、直しておいてください。 

  そのほか何かありますか。 

  はい。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。何ていいますか、情報が入っているかどうか分かりませんけ

れども、庵原高校の跡地の件ですけれど、前にはまだ全然そういう話は県の方でも上

っていないというような話でしたけれど、その後何か動きがあるですか、どうでしょ

う。 

会長   何か情報ありますか。 

  はい、広瀬課長。 

広瀬総務・防災課長   総務・防災課、広瀬です。 

  今、寺門委員がおっしゃるように、先般報告してから進捗は今現在しておりません。 

会長   いいですか。 

  審議会の中でも今の話が出ましたけれども、あまりのろのろしていて県の方の考えが

決まったあとで、こちらの要望を出しても遅れてしまうということもありまして、で

きれば連合会の稲葉会長にもお願いしてあるわけですけれど、ぜひ、いろいろな関係

の団体の方を集めていただいて会合を開いて、できるだけ早目に県の方へと、蒲原地

区として要望していくという形を取っていかないといけないと思っていますので、ぜ

ひ早目に動いていただきたいと要望しておきます。 

  はい。稲葉委員。 

稲葉委員   一つ課題が残っているですけれども、昨日もちょっとまちづくり推進委

員会の理事会を開きましてその話も出ました。それで、年度も変わりましたので、一

応連合自治会を主体にし、まちづくり推進委員会の各関係者もできるだけ広くスポー

ツ関係とか、福祉関係等の代表者、または庵原高校の同窓会とかＯＢとかの、関係者

にも声をかけて、早急に話し合いを進めていこうというふうなことをちょっと話し合

いましたので、年度も変わって各団体とも新しい体制になったと思いますので、早急

にまとめていきたいというふうに考えています。ただし、そこでまとまったものを県

に出すのがいいのか、市を通じて県に持っていくのか、その辺はまた結果を見ながら
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考えていきたいなと思っています。以上です。 

会長   よろしくお願いします。 

  はい、中島委員。 

中島委員   はい、中島ですが、第７回目のところにございますね。 

  蒲原支所跡地の利用についてですけれども、今後の計画等がございましたら、分かる

範囲内で、取り壊しするのか何か計画があるのか分かりませんがお願いします。 

会長   具体的な内容がありますか。 

  はい、広瀬課長。 

広瀬総務・防災課長   具体的といっていいかどうか分からないですけど、取り壊す

ことは確かです。ただ旧庁舎の議場棟ありましたよね、あちらの方は、そのまま残す

ような計画で旧庁舎の方は取り壊すと。じゃ、それがいつになるのというのは、尐な

くとも今年度は予算もついていないものですから、来年度以降になるかと思います。 

会長   いいですか。 

  中島委員、はい。 

中島委員   中島ですが、２３年度以降になると思いますけれども、なるべく早く取

り壊すようにして、管理の関係も、ホームレス等が入ったりすると大変ですから、そ

の辺をよろしくお願いします。 

会長   この問題についても、第３期の審議会の中で、早目に皆さんで話し合ってい

くような内容になると思うですよ。蒲原地区の審議会として要望を出していくのか、

そういう形になると思うですけれども、これまた次期委員の人たちの仕事になるんじ

ゃないでしょうか。そのほかありますか。 

  はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修です。この蒲原市民センターが完成したあとの周辺の整

備計画について、ちょっとお伺いしたいと思いますけれど、蛭沢通線も兼ねてこの周

辺の整備計画ですが、１２月１７日の審議会を私ちょっと欠席したものですから、そ

の時の議題がちょっと分からないんですけど、その後インターネットから検索すると、

蛭沢通線についての議題についてのことが載っておりまして、現在のところ交通需要

が低いため整備の優先準備は低いが、蒲原駅南北線以東における南北軸を確保するた

め代替路も含めて住民参画などの手法による将来のまちづくりに寄与する道路網を検

討する必要があるという項目が載っております。その後、どういうふうな進行状態が
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続いているか、ちょっとできましたら説明をお願いしたいと思いますけどよろしくお

願いします。 

会長   一つは、市民センターの周り、例えば体育館とか。 

片瀬（幸）委員   片瀬ですけど、はるみ荘をつぶした後の、今、砂利になっていま

すけど、その後の舗装をどういう状態で進めるか。それと、私も商工会の方の関係で

出ておりますので、やはり商工会に関連して話題が絶えず出てきておりますので、特

にこの周辺の整備計画については関心を持っておりますので、その辺具体的に話が進

んでいるような項目がありましたら聞きたいと思っております。よろしくお願いしま

す。 

会長   はい、広瀬課長。 

広瀬総務・防災課長   教職員住宅はるみ荘の跡地については、昨年度３月までは教

職員課の方が所管ということで、確かこの４月から生涯学習課の方へ所管替えして、

あそこを舗装して生涯学習交流館、支所を含めた中の駐車場整備ということを聞いて

おります。 

  それから周辺の関係ですけれども、この裏の体育館については、耐震補強を今年度や

る予定でおります。 

  蛭沢通線については、過去に幾つか現在の審議会の委員の皆さんに報告してからは、

まだ進展はしておりません、はい。以上です。 

会長   いいですか。 

  はい、宮田委員。 

宮田委員   宮田です。 

  今の片瀬委員の蛭沢通線の件ですけれども、これ蛭沢通線に限らず、先日の津波の時

にバイパスが通行止め、県道３９６号線も渋滞、それと由比の倉沢のところも渋滞、

入山からずっと芝川の方も渋滞。静岡から私の息子が帰ってくるのに１８時間かかっ

たと。こういう状態を、例えば県も国もそうですけど、こういうときにやはり第２東

名、今後完成するであろうし、どういうふうにライフラインを今後考えていくかとい

うことを、やはり検討していく必要があるじゃないでしょうか。ここ全部通行止めに

なった時に、日本の産業がほとんどストップ状態で、物流の行き交いができない。次

の日になっても来ない。そうするとこの蒲原の産業もそうですけど、静岡、あるいは

東京等からこちらに来るトラックにしろ随分時間もかかり、それと配送の方、その他
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いろいろ影響が出てくると。こういうこともやっぱりライフラインの整備というか、

逃げ道というか、由比、蒲原、この辺の人間のことをもうちょっと考えていただいて、

あんにこの間も津波だけのことで止まったと。高波の時には東名がだめで、今度は３

９６号線が渋滞だと。そういうことも含めた上で、今後南北線というものを、重大な

ライフラインとして考えてもらって、今後検討していっていただきたいなと思います

けど。よろしくお願いいたします。 

会長   意見ですね。はい。石野委員。   

石野委員   石野です。 

  市民センターが立派にできましたけれども、２点ちょっと質問します。 

  雨が降ると、工作室へ上がって行く階段がありますね、あの前の辺りが水はけが悪く

てたまったような状態が見られました。そのほかにもいろいろとあると思いますけど、

どういうように直していく計画があるのか。 

  それから、もう一つは、私、子育て支援センターをやっているわけですけど、支所に

はいろいろな複合施設でありますよね、そういった複合施設の中で、例えば地震が起

きた時にどういうようにするのか、それぞれの施設の管理運営についての会議がまだ

持たれていませんけれども、そういうのを持つ予定があるならば早くやっていただき

たいと思います。以上です。 

会長   どうですか。市民センターの関係です。 

宇佐美支所長   蒲原支所、宇佐美です。今の要望ですが、この間、稲葉自治会長さ

んともお話し合いをしたわけですが、防災の面、防災管理ですね、それから夜間また

昼間の管理ですね、また共有部分の管理の仕方、そういったこと。それから緊急時の

連絡方法ですね。などが、まだ煮詰めてありませんので、お互いに考え方、問題を挙

げたところでそれをまとめてみようということで、近いうちに皆さんと会合をもって

円滑な運営ができるような形で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

会長   先ほど、水がたまってというような話があったんですけど、その辺について

は何か考えているでしょうか。 

宇佐美支所長   そうですね、実は、いろいろ不都合も出ているところですが、すぐ

に手をつけられる部分もありまして、例えばアスファルトの舗装で道路からの乗り上

げ、あの辺りはすぐに対応できたんですが、本体の工事につきましてはもう尐し拾い

上げたところでどういった解決方法があるか、その辺をまとめて持っていきたいなと。
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というのは、簡単に手をつけますと、例えばクレームですよね、防水のところを手を

つけてしまうと、防水工事のクレームっていうですか、期間が過ぎる前に手を付ける

と融通がきかなくなってしまうとかいろいろな条件があると思いますので、また公共

建築課とも連絡をとり合いながら進めていかなければならないかなと思っています。 

会長   はい、石野委員。 

石野委員   もう１点お願いします。３階に交流コーナーがありますよね、あそこに

ロッカーが３０幾つかありますけれども、あれまだ使えるような状態がないですけど、

お話もないし、市民活動をやる時にあそこを利用している人は多いけれども、あそこ

はいつから使うんだというような質問が多々ありますけど、それはどういうようにな

っているんでしょう。 

会長   ちょっと今、活動報告についてですので、市民センターの中のこういうこと

はどうだということは、その他の中で聞いてください。今、２０年度、２１年度の活

動報告について何か質問ありますかということですので、それについての質問をお願

いします。 

  どうですか。はい、中山委員。 

中山委員   中山です。 

  以前、この場でお話出たんですけど、由比バスをこっちの支所まで動くようにお願い

できないものかという話をしたんですけれど、そういう話はどうなっていますか。 

  コミュニティバスが。 

会長   それは、いつごろの話でしたか。（「１２月１７日の中ですね。」と宮田副

会長が言う。）蒲原地区のコミュニティバスについてということですね。はい。これ

について何かありますか。 

  はい、広瀬課長。 

広瀬総務・防災課長   この審議会の中でももちろん話題となった件ですけど、実は、

旧由比町さんから合併する際に、要望書が出たんですよね、（不明）そういうなかで

由比バスをこっちへと伸ばしてもらえないかと。その当時はなかなか難しいというこ

とで、進展しなかったですけど、現在市の交通政策課ですか、そちらの方で富士急と

かそういうところへ折衝というか、どういう方法を取れば一番いいかというような検

討はしている状況です。 

会長   いいですか。今、検討中だそうです。はい。そのほかどうですか。 
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  はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   決定事項に記入してもらった方がいいような感じがするんですけ

ど、生活排水対策事業で油缶川の問題で、いやというほど私質問しましたけどね、こ

れがおかげを持ちまして、去年ことしと来年と３カ年の計画で改修ができるようにな

りました。これは決定事項で成果ですから載せておいた方がいいじゃないですか。 

会長   静岡市になってからの成果ですね。 

戸塚（善）委員   静岡市になってからの改修ですからね、２年、３年前ですか、僕

がずっと最初から言っていて。それで、去年、一昨年１億２，０００万円の予算をつ

けてもらって工事始めましたからね。これもやはり審議会の活動の一つで成果が大き

いですよ、これは。だから、一応そういうふうなことでどうですか。 

会長   活動の。はい、広瀬課長。 

広瀬総務・防災課長   そうですね。審議会の中でもある程度協議された事項であり

ますので、載せさせていただきたいと思います。確か、これ合併建設計画に載ってい

る事業ですよね。そうしますと、来期の報告の中でも載ってきますので、分かりまし

た。 

会長   はい、久保田委員。 

久保田委員   久保田です。前にも話したような記憶があるですが、ちょっと薄覚え

だけど庵原高校の関連ですけど来年再来年で一応終わりますよね、庵原高校が。自転

車置き場あるでしょ。新蒲原の。あそこがあいてしまうですよ。稲葉会長とも話した

ことがあるですけど、別ルートで話しているですけど、あそこを活用する方法はない

かと。庵原高校が去った後、自転車置き場を埋めようと。というのは、一つは、この

間地震でも御存じのように今宮田さんが言ったように、我々も孤立するんだけれども、

東海道線が１０分おきに走っていますよね、お客さんが町へ出てきてしまう。これの

一つの対策に、あそこを避難場所に使う方法はないかと。交通の便利さからいって、

あそこは蒲原町として、蒲原町というか、蒲原の皆さんがね、活用するには非常に立

地がいいと思うですよ。そういうことも、一応それに載せてやっていくべきじゃない

かなという。前にも言ったような気がするんだけど、一応そういうことも一つ検討の

材料にしたらどうですかということです、以上です。 

会長   意見でいいですね。 

久保田委員   意見、意見。 
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会長   庵原高校が廃校に伴う駐輪場の利用ということについて、はい。 

  はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。私、最初のころから、この地域審議会の内容を市民の皆さん

に広報で知らせてもらいたいということを再三再四要望してきました。ここのところ、

回覧板で回す地域審議会のお知らせに議題の内容が載るようになりましたので、これ

を引き続き、広報紙はだめだということで否決されましたので、せめて蒲原地域の人

たちに地域審議会に関心を持ってもらう意味でも、今何を地域審議会では審議してい

るのかということの情報が、蒲原地区の市民の皆さんにお伝えができるような形をこ

れからも取っていただきたいと要望します。 

会長   そのほかどうですか。 

片瀬（正）委員   片瀬正通です。 

  以前、この場でも蒲原畑総の非農用地の活用について報告もさせてもらいました。そ

の後の経過ですけれども、あそこに農業公園をつくりたいという要望を農林水産部の

方に出しておりまして、ある意味では非常に具体的な要望事項になりましたので、そ

の名称も蒲原農業公園設立準備委員会というような名前に変えまして、具体的な要望

書として市の方に挙げました。ただ、市の方は新規就農者用の畑として研修農場とし

て使いたいというような希望もありまして、その辺についての調整はこれからになる

とは思いますけれども、今まで市の農業、蒲原農業公園にしたいという要望は伝えま

したので、これからまた市の方の回答が出ると思います。今のところの進捗状況とい

うのは以上です。 

会長   今の内容については、第２次静岡市総合計画第１期実施計画、平成２２年度

分の中に予算がついています。蒲原地区に新農者向け貸出農園と体験農園を整備とい

うことで、設計という形になっていますけれども３００万円。ですから、この事業は

動き始めるということになりますね。 

  はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。 

  公共下水道整備事業ですけれども、これは何か進展があるんでしょうか。 

  なければないで結構です。あればあったで説明してください。 

広瀬総務・防災課長   すみません、私が把握している中では、ちょっと報告できる

ような状況ではないということは確かです。すみません。 
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会長   いいですか。はい、草谷委員。 

草谷委員   それについて、全然前向きなことは全然考えてないということで理解し

てよろしいでしょうか。 

広瀬総務・防災課長   すみません。前向きではないというよりも、市全体の位置づ

けが申しわけないですけど、私きょう把握してないものですから、この場ではちょっ

と報告できないというような意味です。 

草谷委員   草谷です。じゃあ、次回の地域審議会でちょっとまた質問したいと思い

ますので、その時にはぜひ尐しでも答えが出るようなことで、よろしくお願いしたい

と思います。 

広瀬総務・防災課長   分かりました。ただ、蒲原地域としてどのぐらい進んでいる

かという報告ができればこれにこしたことはないと思いますけど、市全体の中での報

告は可能かと思いますので、よろしくお願いします。 

会長   この問題については、地域審議会の中で、市の担当者の方から合併浄化槽に

するか公共下水道にするかというのを一、二年の間に結論出したいという報告があり

ましたので、そういう検討もされていると思いますので、第３期の審議会の中でいろ

いろと議論されていくのではないかとそう思っています。 

  そのほか、ありますか。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修です。この資料の１ページ目の第６回の１２月１８日の

主な内容の中に、海洋深層水利用の可能性調査ということで話した覚えがあるわけで

すけど、実は、焼津沖合の海洋深層水２本くみ上げているところの１本の６９８メー

トルの配管が破裂というか故障して、それ以後、そこは利用をしないということに決

まったようです。それで、この由比の沖合いあたりの地域の利用が可能かどうかとい

う調査を引き続いてできましたら市の方で取り上げてもらえればと思っております。

これは、第２次総合計画の登載要望事業の中にも入っている事項だと思いますので、

もう一度調査なり利用調査ができますかどうか、可能性を見極めたいと思いますから、

調査の方をよろしくお願いします。 

会長   要望ですね。 

  一応、市長に出した要望書の中には、調査をしてほしいという要望を出してあります

ので、その動きを今後話し合っていくということになると思います。 

  そのほか、ありますか。 
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  いいですか。それでは、質問がないようですので、この件についてはこれで終わりた

いと思います。 

  次に（２）「その他」に入ります。 

  委員の皆さんから、きょうの協議以外で御意見、御質問等ございましたら出してくだ

さい。 

  先ほどの件、まず石野委員。 

石野委員   石野です。 

会長   ロッカーの件ですね。 

石野委員   ３階にロッカーが３２ほどありますけど、まだどういうように使うか話

がないですけど、早くですね、あそこを利用する方も利用しやすいものだから、下へ

頼まなくてもね、予約しなくてもすぐ使えるものだから、結構利用しているんですけ

ど、すぐその横にロッカーがあるんですけど、あそこへちょっと書類を置いておいた

りすると便利ですので、早く使えるようにしていただきたいです。要望です。 

会長   はい。 

宇佐美支所長   蒲原支所です。 

  所管としましては、生涯学習交流館になるわけですけど、きょう出席しておりません

ので、早速審議会の方でそういった要望が出ていますよということで伝えておきたい

と思います。よろしいでしょうか。 

石野委員   はい、ありがとうございます。 

会長   それでは、江澤委員どうぞ。 

江澤委員   江澤です。 

  今の件にも関連すると思うですけど、生涯学習交流館、私もいろいろ利用させていた

だいているですけど、いろいろまだできたばかりでうまく機能してない部分があると

思いますけれども、その辺のところで利用者会議のようなものを開く予定があるのか

どうなのか、円滑に、有効に利用できるような形にしていく何か方策を考えておられ

るのか、その辺をお伺いしたいです。 

会長   どうですか。 

  はい、宇佐美支所長。 

宇佐美支所長   ありがとうございます。これもやはり大事なことだと思いますので、

審議会で要望がありましたよということで利用者会議ですか、こういった会議を持っ
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ていただきたいということを伝えておきたいと思います。よろしいですか。 

会長   そうですね。蒲原地区の皆さんにたくさん使ってもらうためには、やはりし

っかりと話し合った中で、よい利用方法を考えてやっていただくためには、やはり話

し合いが必要ですからよろしくお願いします。 

  そのほか、ありますか。はい、佐藤昇委員。 

佐藤委員   はい。市民センターの関係の使い勝手の部分ですけれど、非常に立派な

ものができた。あとは、使用の内容ですね、そういうものも周知していくということ

ですが、前の文化センターの時に使っていた各種の団体の会議等についてはね、使っ

ているとは思うですが、どうしてもその後の懇親会という形がルール上できないです

よと。それは口をすっぱく言われ聞かざるを得ないですが、文化センターで使ってい

た当時の、いわゆる会議の集会施設がなくて、あそこで実は私も結婚披露宴をやった

ものですから、あとそういう勝手がこの蒲原地域の住民の皆さんには、あってせっか

くいいものができたのに、そういう懇親会ができないということで、それは各種団体

ですよね、例えば学校関係だとか、あるいは言いづらいでしょうけれど、商工会の方

でも、前は新春の祝賀会だとかそういうものもやっていたと。しかし、今回こういう

ふうな形でいいものができたにも関わらず、使えなくなってしまっているというよう

なことがありまして、市の方の考え方も分かります。公民館という位置づけであれば、

それは無理ですということも分かるですけれども、蒲原は蒲原の経緯もあるものです

から、多分うんとは、言ってしまうとだれが言ったんだという話になって、今度市の

中でもめるんじゃないかという余分な心配もするんですけれども、もう尐し団体に使

い勝手の、旧文化センターで使用していたぐらいの懇親会ができるような考え方の幅

を持っていただけないかなというのを、ちょっと要望ですけど、私が当事者になると

答えるにも非常に答えづらいというのは分かりますが、何とかそこはいいものができ

ても使えないじゃないかという答えの方が多いと逆に不満にもつながるということも

ありますので、ぜひその辺はローカルルール的な考え、例えば各種団体でも使える責

任を持ってやらせて、そこで問題が起きればもうそこは使えないよというような一つ

のルールを、ローカルルールじゃないけれども、そういうものをつくっても構いませ

んので、何とか使いやすいような形でご検討をお願いしたいという要望になるんです

けれど。 

会長   私も、いろいろな人から言われているですよ、何とか使えないかというよう
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な話を。ただ、前の話、いろいろ議論した時に、それは無理ですよという話だったで

すけど、ちょっと資料を調べてみたら、「原則としては使えません。ただし、館長の

裁量で」というのが文章の中へちらっと入っていました。調べてみれば、私それ調べ

たんですよ。入っていました。館長の裁量で、というような話が入っていました。今、

佐藤委員が言われたように、使う人はしっかりと責任持って、注意事項をしっかりと

守ってそれで使うというような、しっかり縛りをつけて使うというような形が何とか

できればと思うですけれども、それも今後の検討課題として、またみんなから要望が

出ればやっていかなければならないじゃないかと、これは次の審議会の内容にもなり

ますけど。ただ、そういう項目は入っていました、はい。 

  いいです。ちょっと要望ですので、はい。 

佐藤委員   支所長、前向きな答えをぜひ聞かせていただきたい。 

支所長   生涯学習交流館、行政の拠点である事務所ができたわけで、本当に胸をふ

くらませてうまく使いたいなという気持ちが伝わってきます。そういうなかで、江澤

委員からちょっと提案していただいたこの実際に使う方の利用者会議、これを開いて

いただいていろいろな要望が出たところで、それをうまく取りまとめて佐藤委員が申

し上げましたようなローカルルール的なものまであるかないか、そこを練ってもらっ

た中で運用してもらうと。そして、そこで行き詰まりがあったものについては、また

委員会の方でお力添えいただく場合もあるかと思いますけど、そんなところでキャッ

チボールやりながら進めていくのがいいかと思いますがどうでしょうか。 

佐藤委員   はい、分かりました。 

会長   そのほか、ありますか。 

  はい、戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦ですけど。 

  先ほどの説明で、ここの市民センターに関連することですけど、説明の中で舗道をま

た舗装をするという話がちょっと出たんですけど。駐車場と、そしてその道路の方も

尐し直すではなかったですか。 

  じゃあ、ごめんなさい。それに関連することですけれど、前々からちょっと私言って

いるんですけど、要するに図書館とこの市民センターの間の道路、あそこのセンター

ラインとか、舗道のラインを引いてほしい。というのは、県道から入ったりここから

県道へ出て行くのに、しっかりセンターラインがないと、私も何回か、ここ出たり入
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ったりしたんですけど、やはり怖い思いをすることがあるんですよ。それで、今は停

止線が本当にちょっとだけしかないですけど、停止線もしっかり書いてもらいたいと

いうか、そういう要望ですけれども。これぜひ大至急やっていただきたいと思うんで

すけれど、事故が起こる前によろしくお願いいたします。 

会長   はい、そのほか。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   はい、寺門です。細かい話のついでです。 

  そこの入り口、ポールが置いてるでしょう、赤い。赤いこういう三角の。あれは一生

置くの。何かの方法で、もう尐し見栄えのいいような形はできないのかなと思って。 

宇佐美支所長   今のは、正面玄関入口の赤いポールの件ですね。 

  これにつきましては、今まで文化センターの通路としてあそこは入って来れるように

なっていたですが、今回ちょっと形が変わったわけですけど、一見車で走って来ると

広い通路があいているような形で、車が乗り入れられるような感覚を持ってしまうと

いうことで、そうでないよと目立つように置いてあるわけですけど、また、路肩のブ

ロックにはちょっと赤い塗料を塗らしてもらったりして、事故のないようにはしてい

るわけですけど。またそれも考えてやっぱり景観にあうような方法にしていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

会長   はい。石野委員。 

石野委員   また細かな話ですけど。 

  図書館側から、ステージの裏側に、色が変わったずっとこの中を通る道がありますよ

ね、公道っていうのですか。向こうから進入禁止がないものだから、「ここ車入って

いいですか。この中ずっと向こうへ通り抜けていいんですか。」というようなことを

いう人達がいます。 

  だから、向こうに進入禁止あるじゃないですか、道路標識赤いので、こういう横線が

入っている。あれを、立てておくとか何かしないと、若い人は何をするか分からない

から。単車で入ってくるかもしれないし、これは危険ですからね、ぜひ早急にやって

もらいたいと思います。 

会長   あれですね、まだ新しくつくったばかりだから、いろいろ気がつくところが

ありますね。 

  はい、内藤委員。 
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内藤委員   内藤です。 

  児童遊園の件ですけれども全部完成しまして、児童遊園の方を子育て支援の方から見

ましたところ、外階段の大きな階段が本当に死角になりまして、本当に子育て支援の

あの部屋からも児童遊園が見えませんし、ましてや何ですか、事務室の方からも見え

なくて児童遊園が全くの死角になっているんじゃないかなというのが、すごく不安材

料、設計の段階から不安材料だったんですけれども、やっぱりでき上がってみたらや

はり児童遊園のところに大人の目が届かない、で、最初は子育て支援の方の事務所の

へ行って聞いたら、カメラがあって、カメラでリモコン、リモートコントロールって

いうですか、あれを操作すると見えるというようなことで説明を聞いたんですけれど

も、それだけではやはり子供の安全性を考えると不安な部分がありますので、外の児

童遊園の安全性に十分気をつけてもらいたないとつくづく思いました。 

会長   はい、石野委員。 

石野委員   その点については、私たちも心配していて、午後２時過ぎになると小学

生がここへ来ますので、小学生が向こうへ遊びにいく時には、午後来る指導員の方が

いますので、その方にちゃんと言って、あるいはその方が付いていくとかというよう

な配慮はしようと思っています。だからリモコンもその時にはちゃんと操作して、児

童公園が見えるように事務室で見えますからね。それから小さな乳幼児はすぐ横にあ

る小さな幼児公園で遊ぶようにしてあります。向こうにはいかないように。小さな子

がね。向こうは小学生で考えています。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   ちょっと補完させてください。内藤委員の言うとおりです。 

  稲葉です。 

  まずですね、ちょっと何て言うんだろう。厳密な形で言っておきますと、あの児童遊

園の管理はどこがやるのが本筋かというところの整理がまだはっきりしていないんで

すよ。あそこは自由ですよと。だれでも遊んでください。だけど、もしあそこで何か

トラブル、事故があった時、遊具から落ちたとか、遊具の管理が悪いとか、というと

ころの児童公園の管理者というか責任者はどこなのか、支所なのか子育て支援センタ

ーなのか生涯学習交流館なのか、それでその辺も心配になって、先ほど支所長にも言

われたように、管理者間の複合施設ですから、その辺のいろいろな防災のことも含め

た責任範囲だとか、そういう会議を早急にやりましょうという話はしたんです。そし
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て、今、子育て支援センターの中に監視カメラがあるですけれども、それを子育て支

援センターは指定管理者で受けている。じゃ、その指定管理者がそのカメラを見て監

視する義務があるのかどうかということになると、それも指定管理の協定書の中には

ないわけですよ、その業務は。というところで、非常に心配しているところです。何

かあった時に、だれの責任なのか、今は例えば子育て支援センターでは、子供さんが

センターへ来ても、そこから出て公園に遊びに行く時は、一応「さよなら」っていう

あいさつをして、ちょっと整理しながら子供たち指導しているんですね。ですから、

これは皆で子供たちを見守ればいいじゃないかと、それは当然なんだけど。ですから、

一応公共施設のあるところのその管理はだれが責任もって管理し、指導していくのか

というところ、非常に難しいものですから、これは今後詰めていかなければいけない

という課題になっているということだけは、理解していただきたいと思います。以上

です。 

会長   はい、中山委員。 

中山委員   その件に関して、第三者的に現状を見た時に思えることを言わせていた

だくと、あそこの場所は生涯学習交流館の事務所からは見えませんよね。で、支所か

らも見えませんよね。で、モニターのテレビが子育て支援センターにあるということ

は、そこがやっぱり見ているということじゃないですか、と、私は把握しましたけど。

だって、見えないじゃないですか。 

稲葉委員   ですから、なぜあそこにつけたのか、そして、子育て支援センターがみ

る責任があるということになるならば、そういう前提で静岡市と指定管理者であるど

ろんこが明確に手続をとっておかなければいけないわけですよね、当然。子供たちを

守るためにみんなで手をあわせて守ろうという気持ちは一緒なんですよ。じゃなくて、

私の言っているのは、冒頭言いましたけど、非常に厳密な変なルールの話になってし

まうけど、正面から見ると今非常に未確定というか、明確でない部分があるものです

から、これは早急にきちっとしなければいけないという課題を言ったまでです。だか

ら、こうあるから、当然そうでしょうだけでは、責任問題というか、協定というもの

は成り立たないわけですよ。その辺御理解いただきたいなと思います。以上です。 

会長   もうもう、その辺にしてください、その話は。 

  はい。 

内藤委員   最後に一言。責任論は、大人の問題であって、児童遊園で遊ぶ子供たち
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は毎日のことなんですよね。だから、本当に毎日の子供の安全を考えて、早急に、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

会長   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。話題変えます。この１月、３月頃、いのししが諏訪町で

２カ所出る所があったんですよ。一つは、研究所の降り口、この県道の。もう一つは、

鉄管路あるでしょ、鉄管路の西側の篠原接骨院の所の山、私の方で軽金属と相談して、

いのししは臆病だからちゃんとしておけば出てこないと言うので、そこを刈りあげた

らトンネルがあるんですよ、そこに。あのトンネル、皆さん今度そういう目で見てく

ださい、トンネルがあるんですよ。僕も知らなかった、農業用水の。 

会長   ちょっと。久保田委員。ちょっと、だから審議会としてどうするかという話

をしてください。できるだけ簡潔に。 

久保田委員   トンネルの中を、あれ何も使ってないですからあれを何か活用する方

法がないかなと思ってね。１回考えてもらいたいと思います。 

会長   まず、提案型でやってください。私はこう考えるけどできないかとか。考え

てくれじゃなくて。 

久保田委員   活用する方法を皆に検討してもらったらどうかなと思いましたので。 

会長   はい、分かりました。 

  それじゃ、たくさん出たところですけど、これでその他は終わりにいたします。 

  それでですね。 

戸塚（善）委員   一つだけ。この間聞かれたですけど、佐藤委員。ピアノがね、ピ

アノ。もともとあった文化センターのピアノが、ないじゃないかと言うんだけど。

（「どこかにあったものを持ってきたんですよ。」と佐藤委員が言う。）どこかにあ

ったのを持ってきたんでしょう。そのあったものをどこへやったか。（「あれはもう

使い物にならない。」と佐藤委員が言う。）あれは、使いものにならないと。今まで

文化センターで使っていたものは使いものにならないとか何とかじゃなく、あれは、

どこかで寄贈したらしいですよ。だから、それがどうなってしまったのかという話を

聞いたんです。 

会長   分かります。 

支所長   それは、分からないです。ピアノが保管されていたのは旧支所の２階です。
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その後どうなったかは分かりません。 

戸塚（善）委員   処分してしまったものかどうしたのかということね。あれ、ライ

オンズかどこかで寄贈したらしいです。 

会長   それは、分からないそうです、今の段階じゃ。 

戸塚（善）委員   だから、そういうふうなことをね、もし寄贈した方に聞かれる場

合に、いや分からない、どこかへいってしまったと言ったらまずいからね。処分した

なら処分しましたというふうな話をはっきりしておいてください。 

佐藤委員   余分な話ですみません。あのピアノは、この間も中山委員が言ったんだ

けど、言ってみればピアノを弾く人から見ると、もうあれはピアノとは言えないとい

うレベルのものでした。 

会長   ちょっと、ちょっと一旦それはやめてもらって、終わった後話してください。 

  それでは、これでその他を終わるんですけど、先ほど私もあいさつの中で言ったんで

すけれども、これで第２期の最後の審議会となります。いろいろの思いがあって２年

間やってきたと思うですけれども、最後に２年間の感想ですね。一言ずつで結構です

から、こちらの端から言ってください。 

  稲葉委員、よろしくお願いします。 

稲葉委員   はい、トップバッターで。稲葉です。 

  これで４年やったことになります。引き続き５年目をやるようになるのか分かりませ

んが、４年間ずっととおして感じていることは、つい蒲原町合併建設計画の進捗の審

議ですが、登載事業が表に出ていて、当然それはやっていくのが当たり前なんですけ

ども、登載事業でなくても建設計画の本文に沿った中から生まれてくる将来に向けて

必要なことというのを、できるだけ皆で絵を描きながら登載させていくというか、も

う時期的に難しいか分からないですか、第２次総合計画との関連で。いずれにしても、

この与えられた１０年というなかで、登載事業だけではない考え方から生み出てくる

新しい事業とかそういうものを皆でこう話し合って、これはどうしても必要だからと

いうことをもっともっと要望として出していくとか、そんなふうに話し合える審議会

であったらいいなということを感じておりました。以上です。 

久保田委員   久保田です。 

  ２年間やらせてもらいましてありがとうございました。 

  私は、自治会の方からのいろいろな要望があって、それがこれとは別件で幾つかある
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ですよ。そういうものをこの場に挙げていいのかな、どうかなと思って迷いながら来

ました。基本的にはやっぱり合併してよかったなという感じが、皆さんの話から聞こ

えます。感じます。というのは、私も清水区の区民懇話会に出席して１年務めさせて

もらいました。現場をいろいろと見させてもらいました。やっぱり合併して一番大き

いのは、こういうもの、あるいは浄化槽みたいに大きな、何て言うですか大きな行事

というか、大きなものがさすがあるという感じを持っています。問題は、この小さな

ものというとおかしいけれど、身近なものをどういうようにやっていくか、先ほども

言ったように、自治会ではこんなことを考えているよと、そういうものを挙げていく

ような場があるともっといいのかなという感じを持っています。一つ今後とも次期委

員の方よろしくお願いします。以上です。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。 

  ２年間ありがとうございました。団体ということで、商工会の方から前会長に次は、

ということで２年間やってくれということで委員になったわけですけど、正直なとこ

ろ、何かミニ議会議員みたいな感じで第一印象は受けたわけですけど、商工会の関係

の主な話をしただけで終わってしまったのかなとも思っておりますけれども、この２

年間の間にいろいろ審議してきたこと、また合併建設計画に登載されている事業がこ

れからも具体的にいい方向に進んでいくように期待したいと思っております。以上で

す。 

片瀬（正）委員   片瀬正通です。 

  私は当初から４年一応やらせてもらったことになります。そうしたなかで一番感じて

いるのは、地域審議会があってよかったなと。特に、由比町の場合は、そういうもの

がなくて合併をしました。蒲原は建設計画もあって、そのとおりに実行して着実な成

果をあげつつあるのかなというふうに思う中で、特にこの審議会があってよかったと

いうふうに思っているわけです。 

  ただ、課題はやっぱり二つぐらいあるのかなと思っています。一つは、先ほど稲葉委

員が言ったように、新しく生まれてくる、実際新しく合併した後の中で新しく生まれ

てくる課題にどう対応していくのかということが一つ、それから私は、ずっと由比の

事務所に通っていたものですから、その由比の方はそういうものがない、そうした中

で、例えば先ほど津波の時にも交通機関が麻痺してしまったと。それを考えた時には、

例えば、由比の林道を使って５２号線に抜ける道を旧蒲原町にも影響があることです
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から、そういうものをつくってほしいというような要望をあげるとか、その由比の部

分も含めた中でカバーできることがあるじゃないかというようなこともちょっと感じ

ておりますので、そこら辺のこともこれからは含めた中で話をしていった方がより有

効なものになるのかというふうに思っています。 

草谷委員   草谷です。 

  私も、１期２年、この地域審議会に参加させていただいたんですけれども、私の方の

要望としては、行政の方にお願いしたいのは、静岡市の方の早い対応と早い結論を出

してほしいということが、この１期２年やらせてもらった感想です。ぜひ、そういう

ことを静岡市の方へお願いしながら、次回はちょっと分かりませんが、もしできれば

そういうことでやっていきたいと思いますので、また静岡市の方よろしくお願いしま

す。 

佐藤委員   佐藤です。 

  ４年間ということで、考えてみるとあっという間だったなというふうに思っています。

大変、地域審議会の中でいろいろなこともありましたし、いろいろなことも言わせて

いただきました。お世話になりました。学識経験者という枠の中に入っていたみたい

ですけど、何が学識経験者なのかと自問自答していましたが、経過もありましたので

そういうことなんです。今度５人になるということですので、その辺は当局の方にど

ういうふうにお考えかということでお任せしたいと思います。４年間大変御世話にな

りました。ありがとうございました。 

石野委員   石野です。 

  私も４年間やらせていただきましたけども、合併建設計画の中で一番目玉の市民セン

ターをつくるいろいろな話し合いに参加させていただいてありがとうございました。 

  人づくりがやっぱり地域づくりの一番根幹になると思いますので、この市民センター

がこれから地域づくり、人づくり、そういったセンターに必ずなっていくと思います。

それから、私は子供を育てるのが一番使命だと思っておりますので、子育て支援セン

ターをだれがやるんだという話になった時に、やはりこれは合併建設計画の中でいろ

いろ話し合っていく中で、この市民センターに付随して子育て支援センターを造って

くれるということで非常に喜びを感じておりましたので、じゃあ、どろんこは大変だ

けども、学童保育と子育て支援センター両方やるのは非常に大変だけども、年は高齢

だけども頑張ってやろうっていう気持ちになりまして、指定管理を受けて４月１日か
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ら始まりました。本当にこれからの子供を育てるいい拠点ができまして、ありがとう

ございました。これからも、よろしくお願いします。 

江澤委員   江澤です。 

  ２年間、公募という形で参加させていただきまして、ありがとうございました。 

  当初、建設計画ということもあまりよく理解もしていなくて、実際この２年間で多尐

なりとも何か役に立てた部分があるのかなと自分では思っています。自分自身として

は今、地区社協の方に関わっているものですから、そんなことに何か役に立てるよう

なことがあればなと思って参加をさせていただきましたが、残念ながらちょっと自分

自身の評価としては、そういったことができなかったなというふうに残念に思ってい

ます。市民センターのことで先ほど申し上げましたけれども、建物ができただけじゃ

なくて、これからそれをどう活かしていくかというようなことをこれから考えていっ

ていただければいいかなというふうに考えています。ありがとうございました。 

中山委員   中山です。 

  私も、公募で参加させていただきました。女性として、一市民として何か自分ができ

ることがあるかなと思って参加させていただきましたけど、以前にもお話したように、

何か何もできないまま終わってしまったかなというのが、私の今の気持ちです。やっ

ぱり何かもうちょっと外に開けているといいかなという、ここの中だけで、お話が外

に広がっていかないかなというのをちょっと感じましたけれど、今後そういうことも

ちょっと参考にしていただいて、また後の方たちにやっていただけるといいかなと思

います。お世話になりました。ありがとうございました。 

寺門委員   寺門です。 

  ４年、務めさせていただきました。この４年間は、建設計画がどのような形で静岡市

に理解していただいて進めていくかと、実現させる方法はどうしたらいいかというこ

とが主だったような気がします。そういうなかで、なかなか議会の延長というような

形に思うところもあったわけですけど、成果はそれなりに出てきているんじゃないか

なと思います。やはり、この地域審議会というのは静岡県でも初めての組織ですから、

静岡市としてもいろいろな形で注目するというか、耳を傾けてくれていたのではない

かなと私は思っています。これからは、どのようにしてこの地域といいましょうか、

静岡市の東の端ですけど、この地域に住んでみたいなというような形の建設計画以外

に、いろいろな政策が出てくるとありがたいなと、よろしいんじゃないかなと私は思
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っています。いろいろありがとうございました。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦です。 

  旧庵原三町で合併特例法で期限内に合併した蒲原地区に、このような立派な市民セン

ターが完成したことの喜びと、そして由比地区、そして富士川地区にはない市役所の

支所機構、これができたということで安心感と、この地域審議会の大きかった役割と

いうところを感じております。どうもありがとうございました。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。 

  地域審議会の中で一番の私の目玉として油缶川の改修工事やったです。これもおかげ

を持ちまして３年目かな、できて何とかスムーズにこれから下水が流れるではないか

と思うんですけど、今度、ついでに古屋敷通も、補修工事がもうそろそろ始まります

ものですからありがとうございました。 

  それから、一番残念なことは、これだけの建物が建った時に、私エコエコということ

で太陽光発電を言いました。あの時に市の職員は、もう一刀両断ですよね、金がない

からできないと。そういうふうなことを言わないで、もう尐し、市の職員は上ばっか

り見てないで、この間自民党の何ていうんですか、あの人が言っていましたね、ヒラ

メじゃないけど、えさが来るまで待っていないで、上ばっかり見てないで、もっと周

りを見て、これからいろいろと蒲原の人達が、こうやって職員が、いろいろ入れ替わ

りになりますから、もう尐し勉強して蒲原の今までのあれを一生懸命これから勉強し

てくださいと、それだけはお願いしておきます。 

内藤委員   内藤です。 

  私も第１期から参加させていただきまして、４年間地域審議会をやらせていただきま

した。最初の１年は訳が分からなく過ぎてしまったような思いがします。地域審議会

の重要な仕事としまして、合併建設計画の検証と市長の諮問機関であるということの

立場は十分分かりました。私、４年間やってみてつくづく思ったのは、この地域審議

会の２０名足らずのこの人数の中でいろいろなことが決定されていく、例えばこの市

民センターの名称一つにしても、この２０人のこのメンバーの中で名称が決まってし

ていくということに、ちょっと、ああそういうものかなと疑問を抱く時もありました。

これから、続けていく審議委員の皆様には、ぜひ地域を巻き込んだ、蒲原地区の皆さ

んの声を反映していく地域審議会という方針をぜひお願いしたいと思います。地域審

議会は、市長の諮問機関という意味合いもありますし、地域の市民の声を市長に届け
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るという項目も、私はそこの項目が地域審議会の中でかなり重要な部分じゃないかな

というのを常々思っていました。だから、これから第３期目の地域審議会の皆さまに

は、ぜひ地域の住民を巻き込んで地域の皆様の声も一緒に吸い上げて、いろいろ審議

会の中に盛り込んでいただければいいなと、つくづく思いました。 

中島委員   中島秀雄です。 

  私は４年間やらせていただきまして、本当にありがとうございました。 

  やっぱり、蒲原地域に審議会があって本当によかったなと。市民の要望をいろいろ審

議したりしていいものが出来ていくということです。４年間、本当にありがとうござ

いました。今後は、次の方に市民の代表として、真剣に協議していただいて、いい蒲

原地域をつくっていただきたいと思います。ありがとうございました。 

野村委員   野村です。 

  私も４年間やらせていただきました。大変お世話になりました。どうもありがとうご

ざいました。 

  勤務との関係で、なかなか皆出席ということにはならなかったですけども、これから

は一般市民として、この町に本当に安心して住み続けられる町にしたいという望みを

皆さんもっていると思いますので、一般市民として行政に対して何かあればまた要望

なりさせていただくこともあろうかと思います。どうもありがとうございました。 

宮田委員   宮田です。 

  私も４年２期やらせていただきました。今回は副会長もやらせていただきました。昨

年から、国の方も政権交代ということで変わって、今後こういう、例えば地域審議会

的なものが、どのようになっていくのかというのがちょっと不安になりますけど、残

りあと３期ありますね。その中で、やっぱり国の財政がどうのこうのとかいうわけじ

ゃなくて、静岡という政令市という大きい中で、地域審議会というものをもっともっ

と強い意見を持って、市長に対しても諮問していきたいと思います。今後もよろしく

お願いします。 

会長   どうもありがとうございました。 

  先ほどから出ていますように、この地域審議会っていうのは建設計画、約束事がしっ

かりやっていただけるかということも重要なことですけれども、先ほど内藤委員から

出ましたように住民の意見を市長に直接話ができると、これも地域審議会の一つです。

ですから、建設計画だけでなく新しく出てきた問題、例えば庵原高校の跡地は後から
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出てきた問題だし、支所の跡地の問題もそうですし、そういういろいろな問題がまだ

６年間の中で、多分地域審議会の中で出てくると思います。そういう問題を、これは

あくまでも私が言ったけど取り上げてくれなかったじゃなくて、言った意見をこの地

域審議会で取り上げて皆で議論して、じゃあ地域審議会として市の方へと要望してい

くか、いやそれはそういう問題じゃないよとか、あるいはやはりちゃんとやっていく

べきだと。全体のことを考えれば、これは審議会として市の方へと要望していかなけ

ればならない問題だとか、そういう形でしっかり議論した中で地域審議会として要望

していくという形を取っていくのが一番いいじゃないかなと思っています。 

  本当に、いろいろな御意見ありがとうございました。 

  また、委員の皆さんには、この２年間会議の運営に多大な御協力をいただき、会長と

して感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。 

  以上をもちまして、本日の会議を終了したいと思います。なお、本日の会議録の署名

は、名簿順に中島秀雄委員にお願いします。 

  以上をもちまして平成 22 年度第１回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。どう

も御苦労さまでした。 

 

（午後３時３０分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


