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第３期第１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２２年６月１４日（月） １３時３０分～ 

 

２ 場 所   静岡市役所静岡庁舎新館 ８階 市長公室 

 

３ 出席者   （委 員）須藤会長、望月副会長、稲葉委員、宇佐美委員、 

片瀬委員、草谷委員、篠原委員、杉浦委員、鈴木委員 

寺門委員、山本委員、 

（折原委員、小西委員欠席） 

        （関係課）分権・広域政策課長：村岡参与兼課長、兼高参事、駒形主     

査 

        （事務局）区政課：増田課長、牧野参事兼統括主幹、杉山主事 

総務・防災課：広瀬課長、山梨参事兼清水区区付主幹兼統

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）地域審議会について           

 （２）第３期（平成 22 年度）のスケジュール（案）について          

 （３）その他 
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蒲原支所参事   定刻になりましたので、午前中の委嘱状交付式に引き続き、第３期

第１回静岡市蒲原地域審議会をはじめさせていただきます。 

これからの司会進行を務めさせていただきます蒲原支所の石切山です。どうぞよろ

しくお願いします。 

  ここで、あらかじめ御報告いたします。本日は、折原委員、小西委員が欠席という

ことで、15 人の委員のうち 13 人が出席されております。「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」とうたわれておりますので会議は成立しております。 

  それでは、まず資料の確認をお願いします。配付いたしました資料は、次第、委員

名簿、資料１－１「市町村の合併の特例に関する法律の抄本」、資料１－２「静岡市及

び蒲原町の配置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書」と「協議により定めら

れた事項を変更する条例」資料１－３「静岡市蒲原町合併建設計画」、資料２「第３期

平成 22 年度 蒲原地域審議会スケジュール（案）」でございます。お手元にございま

すでしょうか。 

  なお、本審議会は、設置に関する協議書に基づきまして公開となっておりますので

よろしくお願いします。 

  今回は、委員の改選後初めての審議会となりますので初めに自己紹介をお願いした

いと思います。次に、委員の方から自己紹介をお願いします。簡単で結構ですので、

名簿順にお願いします。なお、マイクの使い方ですが、右側のボタンを押してからお

願いしたいと思います。それでは、委員名簿１番の磯部委員から起立してお願いしま

す。 

磯部委員   蒲原商工会の代表で出席させていただきます磯部肇と申します。よろし

くお願いいたします。 

稲葉委員   稲葉 穣です。蒲原地区連合自治会会長をやっています。公共的団体等

を代表しましてということで３期目になりますけれども、頑張ってやっていきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

宇佐美委員   公募で参加させていただきます宇佐美信次です。よろしくお願いいた

します。 

片瀬委員   するが路農協から参加の片瀬正通です。今回で３期目になります。よろ

しくお願いいたします。 
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草谷委員   草谷 満です。由比港漁業協同組合蒲原船主会の会長をさせていただい

ています。２期目です。よろしくお願いいたします。 

篠原委員   篠原美恵子と申します。よろしくお願いいたします。 

杉浦委員   公募から参加しました杉浦裕子です。よろしくお願いします。 

鈴木委員   旧蒲原町教育委員の鈴木博喜です。３期目になります。よろしくお願い

します。 

須藤委員   旧蒲原町議会議員の須藤謙です。３期目になります。よろしくお願いし

ます。 

寺門委員   旧蒲原町議会議員の寺門邦治です。３期目になります。よろしくお願い

します。 

日野委員   旧蒲原町社会教育委員の日野信子です。よろしくお願いします。 

望月委員   公募から参加しました望月秀美です。名前は秀美ですけど正真正銘男で

す。よろしくお願いいたします。 

山本委員   公募から参加しました山本真理です。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  続きまして、事務局の職員を紹介します。 

  初めに区政課よりお願いいたします。 

区政課長   区政課長の増田と申します。よろしくお願いいたします。 

区政課参事   区政課の牧野です。よろしくお願いいたします。 

区政課主事   区政課の杉山です。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   次に清水区総務・防災課にお願いいたします。 

総務・防災課長   清水区総務・防災課の広瀬と申します。よろしくお願いします。 

総務・防災課参事兼統括主幹   同じく清水区総務・防災課の山梨と申します。よろ

しくお願いします。 

総務・防災課副主幹   清水区総務・防災課の久保田と申します。よろしくお願いし

ます。 

蒲原支所参事   次に蒲原支所の職員を紹介します。 

蒲原支所長   こんにちは、清水区蒲原支所長の宇佐美です。よろしくお願いします。 

蒲原支所参事兼統括主幹   蒲原支所の近藤と申します。よろしくお願いします。 

蒲原支所主幹   蒲原支所の杉山です。よろしくお願いいたします。 
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蒲原支所参事   同じく蒲原支所の石切山です。よろしくお願いいたします。 

  以上が今年度の事務局職員です。よろしくお願いします。 

  それから、本日の議事にあります合併建設計画の所管課であります分権・広域政策

課の職員を紹介します。 

分権・広域政策課長   分権・広域政策課長の村岡と申します。よろしくお願いいた

します。    

分権・広域政策課参事   分権・広域政策課の兼高です。よろしくお願いいたします。 

分権・広域政策課主査   分権・広域政策課の駒形です。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  それでは、次第の３「正副会長の選出」に入ります。会議の議長となります会長が

決まるまでの間私の方で進行させていただきます。 

  資料１－２「地域審議会の設置に関する協議書」第６条に基づき、会長及び副会長

を委員の互選により選出したいと思います。 

  互選の方法としましては、立候補された方、または推薦を受けた方の中から投票に

より選ぶ方法や、委員の皆様の異議がなければ投票によらず指名推薦により選ぶ方法

があります。投票による場合は、委員の過半数の投票により決定することになります。

また、指名推薦による場合は、全員の同意が必要となります。指名推薦がない場合で、

立候補者がお一人の場合は、立候補した方が会長となります。 

  今、説明してまいりました方法の中で、どのような方法がよいでしょうか。 

  どなたか推薦される方、または、立候補される方はいらっしゃいませんか。 

  寺門さん。 

寺門委員   会長は指名推薦による方法がいいんじゃないかなというふうに考えま

す。前回、前々回と指名推薦という形で行ってきました。経験豊かで合併協議会から

携わっております昨年、一昨年会長を務めた須藤委員を推薦します。 

蒲原支所参事   ほかにどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

  今、寺門委員から須藤委員を推薦する発言がありました。ほかにいらっしゃらない

ようですので、指名推薦されました須藤委員を会長とすることに賛成の方は挙手をお

願いします。 

（挙手全員） 

蒲原支所参事   挙手全員ということで、須藤委員が第３期静岡市蒲原地域審議会会
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長に決定しました。 

  ただ今指名推薦により、会長には須藤委員が選出されました。 

  次に、「副会長の選出」ですが、副会長は会長を補佐するという立場でありますので、

会長の指名ということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

蒲原支所参事   異議なしということですので、それでは、須藤会長の方から副会長

の指名をお願いします。 

会 長   それでは指名させていただきます。望月委員を推薦します。 

蒲原支所参事   今、副会長として望月委員を推薦されました。 

  ここに、静岡市蒲原地域審議会の正副会長が選出されました。御協力ありがとうご

ざいました。   

  これから議事に入りますが、議事に入る前に正副会長から就任のごあいさつをいた

だきたいと思います。最初に、須藤会長からお願いします。 

会 長   ただ今、指名推薦により会長に選ばれました須藤謙です。 

  皆さんご承知のことと思いますが、私は蒲原地区が静岡市と合併を決めた時の議会

の議長です。また、合併協議会の委員で、合併協議会の中で静岡市との合併に賛成し

た委員の中の一人です。蒲原地区の市民の皆さんに静岡市と合併してよかった、住み

よい地域になったといわれるようにすることが私の責務であると思い、４年間審議会

の委員を務めてきました。三期目になりますが、静岡市には同じ会に３期しか務める

ことができないとの決めがありますので、審議会の委員としての最後の務めとなりま

す。３期目の審議会の委員を見ますと、新しい委員が 15 人中９人入っています。新し

い感覚を取り入れながら、なお一層、蒲原地区が住みよい地区になりますよう、皆さ

んと十分協議していきたいと思います。皆さんの御協力を仰ぎながら一生懸命、蒲原

地区のためにやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  それでは、次に望月副会長からお願いします。 

望月副会長   ただ今、須藤会長から副会長に推挙されました望月秀美でございます。

今期公募で地域審議会委員に選出していただき、早々大役を仰せつかり、身の引き締

まる思いでおります。２年間、これからの蒲原のために須藤会長を補佐し、会のスピ

ーディーな運営に努めて参りたく思う次第です、よろしくお願いいたします。 
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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。 

  資料１－２「地域審議会の設置に関する協議書」第６条には「会長は、審議会の会

議の議長となる」と謳われておりますので、これからの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、発言の際には氏名を述

べてから発言をお願いいたします。 

  それでは、議事の（１）「地域審議会について」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。 

区政課長   区政課長の増田と申します。よろしくお願いいたします。 

  私からは、地域審議会について法律に基づきます制度並びに役割等を中心に御説明

させていただきます。 

  今回、引き続き委員をお願いさせていただきました方には、第２期の最初の審議会

におきましても、ご説明済みの内容ではございますが、今後、当審議会を設置の目的

どおり円滑に運営していくために、委員の皆さんの共通したご理解が必要であります

ので、ご確認の意味も含めてお聞きいただきたいと思います。 

  それでは、お手元の資料１－１と資料１－２をご覧いただくことになりますが、よ

ろしくお願いします。まずは、資料１－１の１ページをご覧ください。 

これは、市町村の合併の特例に関する法律で、いわゆる旧合併特例法のうち地域審

議会に関する規定の第５条の４を抜粋したものでございます。 

なお、この法律自体は、平成１７年３月３１日を期限とした旧法でありまして、こ

の期限までに国への合併申請を行い、平成 18 年３月３1 日までに合併した市町村が対

象となっており、静岡市と蒲原町の合併につきましては、この旧法が適用されており

ます。 

因みに新法におきましては、第５条の４は第２２条に変更されておりますが、内容

そのものは変わっておりません。また、経過措置がありまして旧法の規定に基づく協

議は新法によるものとみなされておりますので、静岡市と蒲原町の協議は現在も有効

でございます。 

それでは、まず、第５条の４第１項についてですが、「合併関係市町村の協議により、
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期間を定めて合併市町村に、合併市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村

が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要

と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会（以下「地域審議会」とい

う。）を置くことができる。」と規定されており、これに基づきまして、静岡市と蒲原

町の協議により蒲原地域審議会が設置されました。 

 この地域審議会設置の趣旨は、合併によって住民の意見が合併市町村の施策に反映さ

れにくくなるとの懸念があり、そのことが合併推進の障害となっていることに対応し

て、合併市町村の施策全般に関し、きめ細かに住民の意見を反映していくことができ

るよう、創設されたものでございます。 

 そして、この地域審議会の役割といたしましては、下線でお示しした部分のとおり、

「市長の諮問に応じて審議する」こと、もう一つは「必要と認める事項について市長

に意見を述べる」という二つの役割が謳われております。その内容につきましては、

後ほど、資料１－２に基づきまして、ご説明させていただきます。 

次に第２項ですが、地域審議会の組織及び運営に関する事項については、合併関係

市町村、つまり合併前の静岡市と蒲原町の協議により定めるものとされております。

この内容も後ほど資料１－２で、ご説明させていただきます。 

次に第 3 項ですが、第２項の協議については、それぞれの議会の議決を経ることと

しております。 

第４項では、合併後、第２項の協議により定められた事項を変更する場合は、条例

で定めなければならないとされておりますので、議会の議決が必要となります。 

続きまして、資料１－２の１ページをお願いします。 

「静岡市及び蒲原町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書」について、

説明させていただきます。 

この協議書は平成１７年３月に静岡市と蒲原町が締結したものですが、第１条では、

先ほどご説明いたしました合併特例法に基づき地域審議会を設置すると規定しており

ます。 

第２条は、設置期間を合併後１０年間ということで、平成２８年３月３１日までと

しております。 

第３条は、市長の諮問事項ですが、先ほどの合併特例法のところでご説明いたしま

した地域審議会の役割であります「市長の諮問に応じて審議する」ことといたしまし



 

 ―８― 

て、（１）から(７)のとおり建設計画の変更に関する事項をはじめ、7 つの事項が列挙

されております。 

従いまして、地域審議会では、これらの事項のうち市長が特に必要があると認めるも

のの諮問事項について、ご審議願うこととなります。 

また、もう一つの地域審議会の役割といたしまして、合併特例法で規定されている

「必要と認める事項について市長に意見を述べる」ことがあります。 

この事項は、協議書の中には規定されておりませんが、地域審議会で決めることにな

りますので、地域審議会で必要と認める事項について、十分ご審議のうえ、結果を踏

まえて、必要に応じて市長に意見を述べることになります。 

その例といたしましては、建設計画に掲げた事業の進捗状況の報告や建設計画以外の

各種事務事業の執行状況等に対するご意見が考えられます。 

次に第４条ですが、第１項で審議会の委員は２０人以内をもって組織するとなって

おります。ここで、４ページをご覧願います。 

これは、本年の市議会２月定例会におきまして、委員定数の２０人以内を１５人以内

に変更するために上程し、議決された「地域審議会の設置に関する協議により定めら

れた事項を変更する条例」でございます。変更した理由といたしましては、・・・・・・。 

なお、平成２２年６月１２日からの施行となっておりましたため、平成２２年６月

１２日づけで本日、第３期の委員として１５名の皆様に委嘱をさせていただいたとこ

ろでございます。 

第２項では、公共的団体等の代表の方、学識経験のある方、市民の方から委員を委

嘱するとしております。このうち市民の方の選任つきましては、第３項で公募による

方法でなければならないことになっております。今回の第３期の審議会委員につきま

しても、この規定に基づき公募させていただきました。２ページをお願いします。 

  第５条は、委員の任期ですが２年でございます。第６条は、会長及び副会長の選任

と職務について、第７条は、会議の開催等について規定をしております。 

 第８条では、当地域審議会の庶務は所管区域を所管する区役所において処理するこ

ととしておりますので、清水区役所の所管課が務めさせていただいております。 

 第９条は、第１項で、市長の責務として、第３条に列挙した７つの事項のうち、市

の施策に関する重要事項で所管区域、つまり蒲原地域に係るものを決定し、又は変更

する場合は地域審議会に諮らなければならないとし、第２項では、地域審議会の答申
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又は意見を勘案し、必要があると認める場合は、適切な措置を講ずるものとしており

ます。 

 地域審議会の制度及び役割についての説明は以上でございます。 

  続きまして、静岡市蒲原町合併建設計画につきましては、市の所管課であります分

権・広域政策課より、ご説明いたします。 

会 長   ただ今資料１－１、１－２、１－３の内容について説明がありました。 

 このことについて質問はありませんか。いいですか。 

   午後２時になりました。草谷委員が所用のためここで退席します。委員数が 12 名に

なりますが、委員の過半数を超えておりますので会議は成立します。このまま進めさ

せていただきます。 

  次に資料１－３「静岡市・蒲原町合併建設計画」について説明をお願いします。 

分権・広域政策課長   分権・広域政策課長の村岡です。よろしくお願いします。 

  合併建設計画についてご説明いたします。 

  事務局より、合併建設計画とはそもそもどういうものか説明するよう依頼されてお

りますので、本計画の法的な位置付け、計画全体の考え方についてご説明させていた

だきます。 

  従いまして、これまで委員を経験されていた皆さまには、ご確認の意味でお聞きい

ただきたいと存じます。 

  また、計画事業の詳細や、その進捗については、次回以降の協議会の中で、ご説明

していきますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。 

  まず、建設計画とは合併協議会が作成するものであり、合併に際し、住民や議会に

対して、合併市町村の将来に対するビジョンを示し、合併の適否の判断材料となるも

のであります。計画内容は、ソフト・ハード両面を含んでおります。 

 資料１－１の２ページ、合併特例法の抜粋をご覧ください。そもそも、この建設計

画はこの法律によるものです。この第５条は、建設計画の作成手続きやその内容につ

いて規定した条文であります。  

 それでは、条文に沿って、ご説明しますと、第５条第１項をご覧ください。  

第１号「一」の「基本方針」は、編入合併の場合、編入される区域の合併後に果た

す役割やその位置付けについて定めることになります。 

  第２号「二」は、１号の方針を実現するための事業について、その大綱を定め、そ
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の中には、県が実施する事業を含むことになっております。 

  第３号「三」の公共的施設の統合整備は、支所出張所の統廃合などについて定める

ものであります。 

  第４号「四」の財政計画は、合併後概ね 5 年から 10 年程度の計画を示すこととなっ

ており、静岡市・蒲原町合併協議会では、計画期間を 10 年としています。 

  次に、第２項では、建設計画の作成にあたり、合併市町村の建設を総合的、つまり

ハードだけでなくソフト面にも配慮し、かつ、効果的、効率的に推進することを目的

とし、合併後の一体性の速やかな確立と均衡ある発展及び住民の福祉の向上等に資す

るものでなければならないとされております。 

  第３項以降８項までは、建設計画を作成する際の手続きとして、県知事との協議や

公表、総務大臣への送付、また、建設計画の変更などの手続きについて定められてお

ります。 

  第９項をご覧ください。建設計画を変更しようとする場合は、あらかじめ、この地

域審議会の意見を聴かなければならないとされております。 

 以上が建設計画に係る法律の規定でありまして、これに基づき、合併協議会におい

て、資料１－３の静岡市・蒲原町合併建設計画が作成されたところであります。 

 まず、資料１－３の 1 ページをご覧ください。 

  ここでは、建設計画の概要として、計画の趣旨や構成内容のほか、計画期間を 18

年度から 27 年度までの 10 年間としています。 

 ２ページから３ページにかけては、合併の必要性と効果について記載されておりま

す。 

 ４ページから６ページまでは、基本方針としての合併後の蒲原地域の役割や地域の

特性に応じた土地利用について記載しております。 

 ７ページでは、基本方針を実現するための事業として、静岡市の総合計画の６分野

に体系化しおります。８から 14 ページにおいて、分野ごと、市が実施する主要な事業

を列挙しております。 

  その事業の視点、ポイントについて説明します。 

８頁をご覧ください。 

視点１点目は、計画は「住民の福祉の向上等に資するもの」とされています。 

  このように、健康・福祉分野等、生活に密着した事業を多く盛り込んでおります。 
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視点２点目は、計画は「ソフト・ハードの両面を含む。」とされています。 

９頁をご覧ください。 

  例えば、表の 1 番目の「文化センターの改築」のようなハード事業、２番目の「図

書館機能の充実強化」のような蔵書購入増による図書館機能の強化というソフト事業

があります。 

視点３点目は、計画は、合併後の「一体性の速やかな確立と均衡ある発展に資する

もの」とされています。10 頁をごらんください。 

  例えば、表の２番目にあります清掃工場の建設については、蒲原地区のごみの受け

入れを見据え、静岡地区の清掃工場（西ヶ谷）の整備を行います。ほかにも蒲原地区

を含めた全市域に及ぶ道路整備や教育施設の耐震整備を行うことになっております。

現在、文部科学省の耐震規定(0.7)をすべてクリアー。 

  15 頁をご覧ください。こうした事業を分野ごと、積み上げた 10 年間の概算事業費

は、2,084 億円となっておりますが、「※」にあるように、この事業費は、将来の社

会経済状況の変化に伴い変化するものです。 

  16 頁をご覧ください。公共施設統合整備の基本的考え方ですが、これは、記載のと

おり、住民の利便性や地域特性、地域バランスなどを考慮しながら、計画的に進めて

いくことを基本としております。 

 この４月にオープンいたしました蒲原市民センターにつきましては、合併建設計画

推進の大きな一歩となりますので、この施設の活用と市民の手作りによる地域おこし

がますます盛んになることを期待しております。  

以上、簡単ですが、合併建設計画についてご説明いたしました。 

よろしくお願いいたします。 

会 長   このことについて、ご質問はありませんか。 

 ご質問がないようですので、次に（２）の「第３期（平成 22 年度）のスケジュー

ル（案）について」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。 

蒲原支所長   蒲原支所の宇佐美です。 

蒲原支所は主に委員との連絡及び会議の運営・進行のお手伝いをさせていただきま

す。２年間よろしくお願い致します。 

それでは、平成２２年６月から１年間のスケジュール（案）について説明いたしま

す。 
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「資料２」の「第３期（平成２２年度）蒲原地域審議会スケジュール（案）」をお開

きください。ご覧のとおり年８回の開催を計画しております。 

まず、第３期第１回目は本日となりますが、会長及び副会長の選出及び年間計画な

どを審議していただくことになっております。 

なお、本日は静岡庁舎の開催となりましたが、次回からの審議会は蒲原支所の会議

室で行うこととなります。 

第２回は７月頃に地域審議会に関する研修を計画しております。 

先ほど、区政課並びに分権・広域政策課から地域審議会の概要や合併建設計画を説明

していただきましたが、この研修では主に合併建設計画中の審議経過や要望書の提出

とその回答などの説明を計画しております。 

第３回は、８月頃に平成２２年度の予算状況と合併建設計画関連事業進捗状況調査

結果について説明する予定でおります。 

第４回は、１０月頃に蒲原地区の合併建設計画に関連する現地視察を計画しており

ます。 

第５回は１２月、第６回は１月頃の開催を予定しておりますが、合併建設計画につ

いてご審議していただく予定でおります。 

合併後、４年間２期にわたり建設計画に関する事業を審議していただいたわけです

が、今までの積み上げた審議を継続性を持って進めるものや、新たな方向性で審議す

る案件など、関係所管課との意見交換を通して進めていきたいと考えております。 

第７回につきましては未定、第８回は１年間の総括となっています。 

以上、１年間８回の開催スケジュール（案）ですが、審議会の内容につきましては、

委員の皆様の意見を取り入れながら決定していきたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

会 長   ただいま第３期蒲原地域審議会のスケジュール（案）の説明がありました。

このことについてご質問等ありますか。はい、望月委員。 

副会長   会議の招集についてですが、どのくらい前に招集するでしょうか。 

近藤参事   ３週間前には通知を出します。 

副会長   ありがとうございました。 

会 長   やり方としては、審議会の一番最後に、次はこの日とある程度日にちは意

見を聞きながら進めております。変更もありますが、そういう形で審議会が終わる時
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に次の日程を皆さんに諮りながら、やっていくことになると感じています。 

鈴木委員   第３期蒲原地域審議会のスケジュール（案）の第３回の合併建設計画関

連事業進捗状況調査結果についてですが、８月の審議会で 23 年度予算要望事項の話

し合いを行うという判断でよいでしょうか。 

総務・防災課長   鈴木委員がおっしゃるように第３回の８月頃に翌年の要望も確認

しあうというように考えております。 

稲葉委員   合併建設計画関連事業進捗状況調査結果についてですが、建設計画の関

連事業に挙げるにあたり、できるだけ早めに要望事項等出して、７月の研修会になる

か分かりませんが、時間が短くても皆さんと要望や課題を出して、秋までには弾力的

に声を発せる審議会の内容にしたらと思います。 

会 長   昨年の６月４日に小嶋市長に要望書を出してきました。その要望がどうい

う形で予算に載ったのかも確認しなければと思います。また、皆さんで意見を出し合

い、その確認を今後の審議会で行っていきたいと思います。庵原高校が 25 年３月で

廃校になります。庵原高校の跡地についてどうするのか、そういう要望を新しい委員

の方に聞いてほしいと思います。市からは、県の土地ですし、県も動いていないとの

回答をいただいています。県が決めてからでは遅いので、調整は自治会のまちづくり

推進委員会が動いてくれていますので、説明をお願いします。 

稲葉委員   庵原高校の跡地については、昨年の審議会の中で多くの住民の声を集約

して蒲原地区の要望として県に持っていくのがいいのではないかということで、蒲原

連合自治会の中のまちづくり推進委員会で決めていくのがいいと、皆さんの合意の中

で進んでいきたいと思います。６月３日に庵原高校跡地活用検討委員会の第１回目の

会合を 26 名で開きました。今夜、２回目の会合がありますが、連合自治会の役員、

まちづくり推進委員会の４つの部会長、体育会のメンバー、スポーツ少年団７団体の

代表者、庵原高校の同窓生２名以上のメンバーで検討しています。できるだけ早くま

とめて皆さんにもお知らせしたいと考えています。 

会 長   連合自治会の方でそういう動きをしてもらっていますということを、頭の

中に入れておいてください。 

  それでは第３期（平成 22 年度）蒲原地域審議会スケジュール（案）につきまして、

承認することとしてよいでしょうか。 

               （「異議なし」の声あり） 
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次に議事の（３）「その他」を議題といたします。 

 委員の皆様から、全般的に何かご意見、ご質問等ありませんか。 

鈴木委員   交付式の後、市長さんから蒲原病院が厳しいとの話が出ましたが、私、

１期目から思っていたんですが、一部事務組合で管理者が富士市なのは分かりますが

現状どうなっているのか。先ほど、分権・広域政策課長さんから「福祉の向上等に資

するもの、ソフト、ハードの両面を含む、一体性の速やかな確立と均衡ある発展に資

するもの」というお話がありましたが、医療の点で由比・蒲原の開業医の方には頑張

っていただいており、蒲原病院は総合病院の機能を果たしていない。地域住民は心配

して生活しています。搬送先として蒲原病院が今どういう状態にあるのか、今後どう

なっていくのか、その辺はどうでしょうか。合併建設計画の説明を聞く限りでは、こ

の場で審議して意見を申し上げる内容と理解していますが、意見を伺いたいのと蒲原

病院の現状をちょっとお聞きしたいと思います。 

会 長   ２期目の時に鈴木委員から意見が出まして審議会としてどうするかとい

う話をしました。蒲原病院の問題は審議会としてはなかなか入っていけないと、ただ

現状は鈴木委員の言われたように「蒲原病院の現状はどうなっているか。」に対して、

担当者を呼んで説明を聞くことはできるにしても、審議会の中では「ああして、こう

してというのは難しいのではないか。」と前回の審議会ではそういう結論になりまし

た。ただこの問題については、次の審議会である程度新しい審議会としてどういうこ

とをやっていくのかを考えてきていただいて話し合っていきたいと思います。 

日野委員   蒲原病院の問題ですが、合併する前は救急搬送は蒲原が出はらっている

時、由比もいなければ松野から来たんですが、今は、湾岸消防署庵原分署がいないと

清水の湾岸消防署なんですね。湾岸もいないと小島になってしまうんです。不安なの

でそういう問題も話し合っていただけたらと思います。病院の話が出ましたのでここ

で意見を言っていいか分かりませんが言わせていただきました。 

会 長   蒲原病院がどういう体制でどのようにやっているのかということを皆さ

ん伺いたいとのことでしたら、意見を出して関係の方に来ていただいて説明を受ける

こともできますので、次回の審議会でやっていきたいと思っています。 

稲葉委員   鈴木委員が現状が分からないというように現状について説明を伺える

と、自分達が議論に入って行けると思いますが。 

会 長   今、稲葉委員からも話がありましたが、審議会として現状について知りた
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いので、関係者に来ていただいて説明をお願いしたいと要望しますが、当局の方いか

がですか。 

総務・防災課長   委員の皆さんの要望ということで、次回できる範囲で現状等報告

できるような体制を整えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会 長   次回の審議会で蒲原病院の現状、救急体制について説明を受ける、そうい

うことでいいでしょうか。この件についてはこれで終わります。 

  ほかに何かありますか。 

鈴木委員   蛭沢通線について、現在どうなっているか説明できたらお願いしたいん

ですが。 

会 長   次回担当者を呼んでということでいいでしょうか。 

稲葉委員   次回が７月、３回目が８月ですが、８月 29 日にタウンミーティングを

蒲原市民センターで開くという計画があります。昼は蒲原、夕方から由比でやるそう

ですが、その際課題を３つほど出しますが、要望等ありましたら出していきたいと思

いますのでご協力をお願いいたします。 

会 長   事務局から何かありますか。 

蒲原支所参事   次回の地域審議会は、先ほどご承認いただきました審議会スケジュ

ールにありましたように「地域審議会に関する研修会」を予定しております。会場は、

蒲原支所会議室で行います。開催通知は後日送付いたしますのでよろしくお願いいた

します。事務局からは以上です。 

会 長   ただ今の事務連絡について何かご質問等ありませんか。 

             （「なし」の声あり） 

 質問等ないようですので、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  なお、本日の会議録の署名は名簿順に磯部委員にお願いします。 

  以上を持ちまして、第３期第１回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。長時間

にわたりご審議ご苦労さまでした。 

  

                         （ 午 後 ２ 時 ３ ６ 分 閉 会 ） 

                  会      長 

                  会議録署名委員 


