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平成１９年度第３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１９年７月２日（月） １４時００分～ 

 

２ 場 所   静岡市蒲原支所２階 第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）志田会長、須藤副会長、稲葉委員、片瀬委員、三好委員、 

佐藤委員、戸塚（正）委員、野村委員、戸塚（善）委員、 

寺門委員、中島委員、内藤委員、鈴木委員、望月委員、 

鷲巣委員、石野委員、辻委員 

（宮田委員、山崎委員欠席） 

        （関係課）荻原中央公民館副参事兼主幹、菊島中央公民館主査、 

石川公共建築課参事兼統括主幹、望月建築総務課参事兼主幹、 

佐野防災指導課参事兼統括主幹、海野子育て支援課副主幹、 

中島子育て支援課主任主事 

        （事務局）区政課：三宅課長、久田統括主幹、高田副主幹 

地域総務課：望月課長、天野主幹、池田主査、 

蒲原支所：原支所長、山崎参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）（仮称）蒲原地区市民センターについて 

   ①（仮称）蒲原地区市民センター建設計画概要について      （資料１～６） 

   ②（仮称）蒲原地区市民センター検討部会の報告 

   ③プロポーザルにおけるパネル展示について             （資料７） 



 

 ―２― 

蒲原支所参事兼統括主幹   ただいまから平成１９年度第３回蒲原地域審議会を開催

します。本日はお忙しい中、また足元の悪い中ご出席いただきましてありがとうござい

ます。本日、司会進行を務めさせていただきます蒲原支所の山崎です。どうぞよろしく

お願いします。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。本日、宮田委員、それから山崎委員が欠席す

る報告を受けております。ですから１７名の委員が出席しておりますので、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いたします。配付いたしました資料は、次第と次

に資料１「建設工事計画概要」が４ページほどです。それから、資料２としまして「建

設工事のスケジュール表」、それから資料３としまして「部屋面積など」です。それか

ら資料４が「蒲原地区市民センター机の配置案」、それから資料５が「１８年度の利用

実績から計算した建替え後の部屋別稼働率」、それから資料６が「現況図」です。それ

から資料７が「パネル展示予定表」というふうになっております。ない方は事務局の方

へお知らせ願います。 

  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。 

  志田会長よろしくお願いします。 

（志田会長あいさつ） 

会長   皆さんご苦労さんです。足元の悪い中をご苦労さまでございます。それから、

先々月でありますけれども５月３０日、長野の方へ視察研修に行かれた方、本当にご苦

労さんでした。片道５時間以上というバスでの研修で、研修時間は２時間ちょっとなか

ったかぐらいだったんですけど、まあまあ、ある意味では参考になったんじゃないかと

思います。 

  また、きょうは、市民センターの方が大体煮詰まってきて、本来ですときょうプロポ

ーザルで結果も出てということを予定していたようですけれども、ちょっとその辺の本

日、結果を後で報告するということですから、ちょっとその辺のあれがあると思います

けれども、説明をよく聞かれて、質問がある方は質問をしていただきたいと思います。

では、これより始めさせていただきます。よろしくお願いします。 

蒲原支所参事兼統括主幹   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会長に進行をお願いしたい

と思います。志田会長よろしくお願いします。 
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会長   それでは、座ったままやらせていただきます。 

  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。会議録作成のために、発言の際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願います。また、本日の会議の終了は午後３時半を予定して

おりますので、ぜひその辺をよろしくお願いしたいと思います。 

  まず、①としまして「（仮称）蒲原地区市民センター建設計画概要について」、事務局

から説明をもらいます。続いて②として「（仮称）蒲原地区市民センター検討部会の報

告」を私の方から簡単にさせていただきまして、その後質疑忚答としたいと思います。

では、事務局の説明をお願いいたします。 

公共建築課参事兼統括主幹   私、公共建築課の石川と申します。 

  それでは、お手元の資料１「計画概要」、それと資料２の「今後のスケジュール」につ

いて、座ったままで説明させていただきます。 

  それでは、最初に資料１をごらんください。この資料につきましてはプロポーザル方

式による設計業者選定の際に示させていただいた資料でございます。それでは、主な点

を述べさせていただきます。 

  【１】の事業の目的でございます。 

  旧蒲原町文化センターは、昭和４５年の開館以来、地域住民の社会教育活動の拠点と

して大きな役割を果たしているが、建物も老朽化していることから建替えを行うもので

ございます。 

  平成１８年３月３１日の静岡市と蒲原町の合併に際し、合併協議会により策定された

「静岡市・蒲原町合併建設計画」の中で、施設の建替えについて合併後に実施する主要

事業の一つとして位置づけられております。 

  【２】の基本理念でございます。 

  まず（１）としまして、多くの市民が「集う」「学び合う」「触れ合う」人づくりと交

流の場であること。 

  （２）自発的な学習活動を支援し、住民主体のまちづくりを推進する生涯学習の場と

する。 

  （３）子供たちの健やかな成長を地域で育むための子育て支援の場とする。 

  （４）万が一の災害発生時に被害を最小限に抑えるため、地域の防災活動拠点となる

場とする。 
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  （５）地域の住民が利用しやすい行政窓口としての支所などを置き、幅広い市民サー

ビスの提供の場とすること。 

  【３】としまして、基本コンセプトでございます。 

  基本コンセプトとしまして、本建設計画は、平成１８年１０月にまとめられた基本構

想を踏まえて複合施設と考えております。 

  そして、飛びまして（１）の複合化の有効利用でございます。 

  ①単に機能を寄せ集めただけの複合ではなく、施設全体を貫くコンセプトを設定する。 

  ②管理方法やレイアウトを工夫し、複数の機能が集まるメリットを最大限生かした施

設とする。 

  ③市民がさまざまな目的を持って訪れる複合化の利点を生かし、ふだんは接点のない

人たちも触れ合い、交流ができる場を創出する。 

  ④複合化により迷わず、楽しく、利用できる、わかりやすい空間構成とする。 

  ⑤周辺環境と調和した計画とする。 

  （２）としまして、将来への変化への対忚としてまして、 

  ①建物に求められる機能は時代とともに変化することを前提として、建物が持つ機能

を柔軟に変化させられるような空間の確保に配慮すること。 

  ②効率的な施設利用を促進するために、利用の目的、形態、規模などの多様なニーズ

に合わせて柔軟に対忚できるような施設の確保を図っていただくこと。 

  ２ページをお願いします。 

  （３）としまして、蒲原地区のすべての市民が利用できる場としまして、 

  ①町並みに配慮した親しみのあるデザインとする。 

  ②ユニバーサルデザインを導入し、すべての人が利用しやすい施設とする。 

  （４）としまして、ゆとりの空間の創設 

  ①くつろいで時間を過ごすことができ、市民同士のコミュニケーションが可能な空間

とする。 

  ②ほっと安心できる雰囲気とする。 

  【４】としまして、本施設の機能としては５つございます。（１）生涯学習を支援する

機能、（２）子育てを支援する機能、（３）防災活動拠点としての機能、（４）行政窓口

としての機能、（５）共用機能の５つの機能で構成されます。 

  まず、最初に（１）生涯学習を支援する機能としましては、公民館または生涯学習セ
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ンターとして、さまざまな学習や文化活動、交流を支援し、蒲原地区における生涯学習

の拠点となる。 

  本施設の中心となる機能であり、多種の利用者のためのさまざまな空間とそれを支援

する機能から成り立つ。他の機能すべてと相互に密接な関係を持つが、この機能の自立

性も保持しなければならない。 

  続きまして、（２）としましては、子育てを支援する機能 

  これは地域子育て支援センターとして、子供と一緒に遊びながら情報交換や仲間づく

りができる交流の場を提供し、育児相談も行う。 

  （３）としまして、防災活動拠点としての機能でございます。 

  地震や風水害などの災害発生時に、人命や財産を守るための蒲原地区の防災拠点とし

ての役割を担うため、蒲原地区支部対策室、防災備蓄倉庫等を計画します。 

  （４）行政の窓口としての機能でございます。 

  住宅密集地の中にあり老朽化も目立つ蒲原支所を移転し、行政サービスの集中化を図

り、住民が利用しやすい行政窓口としての役割を担います。 

  （５）としまして、共用機能でございます。 

  エントランスは多種多様な利用者を招き入れるゾーンでございます。このゾーンは一

体的な空間として計画が可能である。工夫することによって内部空間との一体利用も可

能であります。この共用機能でございますが、日常的には、待合い、展示、催し物、イ

ンフォメーション、コミュニケーションの場としても使われることがあります。 

  ３ページをお願いします。 

  【５】施設の規模計画でございます。 

  プロポーザル方式によって示させていただいた資料でございますので、構造、所要室、

規模については現時点での予定であり、基本設計の協議の中で今後は決定していくもの

とします。 

  設定しました延べ床面積は３,６００平方メートル程度でございます。 

  ５つの機能につきまして、下記の表に示させていただいてございます。 

  まず最初に、上段の生涯学習を支援する機能でございますが、主な部屋としましては、

いろいろな会議室、団体活動室、それと、こちらの事務室、多目的ホールが設けられる

予定でございます。予定しています延べ床面積は１,５５０平方メートル程度を計画し

ております。 
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  続きまして、子育てを支援する機能でございますけれども、こちらには交流ルームや

相談室等を設けさせていただいて、床面積については１８０平米程度を計画しておりま

す。 

  防災活動拠点としての機能でございますが、こちらにつきましては、主な部屋としま

しては災害対策地区支部、それと防災備蓄倉庫等です。これは通常、支部につきまして

は行政機能の会議室等でも（不明）の利用が可ではないかと考えております。防災活動

拠点としての機能の床面積につきましては、こちらも１８０平方メートル程度で計画し

ております。 

  続きまして、行政の窓口としての機能でございますけれども、こちらには事務室とし

まして清水区福祉事務所蒲原出張所、市民生活蒲原事務所等が配置される予定でござい

ます。その他には会議室とかいろいろな相談室等も設けられる予定でございます。床面

積としましては７３０平方メートルを計画しております。 

  共用部分として考えられるのがエントランス、共用廊下・階段・エレベーター・電気

室・機械室等がございます。 

  それでは、４ページをお願いします。 

  【６】の外構計画でございますけれども、外構計画は、周辺環境と一体となった環境

整備と緑化の推進を図り、憩いの場となるような計画も必要となります。内外の空間の

機能的つながりを積極的に取り入れ、外部空間も本施設の重要な場となるように計画す

ることが大事でございます。計画に当たってはユニバーサルデザインに留意しなければ

なりません。 

  【７】の建設地の概要でございます。 

  １）場所につきましては、静岡市清水区蒲原新田一丁目地内でございます。 

  ２）敷地につきましては、現在の敷地の中に使える面積の規模としましては７,２００

平方メートル程度を予定しております。建替え場所としましては、現在ある位置での建

替えを基本と考えております。 

  ３）のインフラの現況でございますけれども、給水は全面道路埋設の水道本管より分

岐しまして取り入れます。汚水排水につきましては合併浄化槽を設置しまして、河川に

放流することになります。あと電気とガスですけれども、中部電力と都市ガスを予定し

ております。 

４）の地域・地区でございます。 
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  都市計画区域としましては市街化区域。用途地域は、第一種住居地域でございます。

容積率は２００％、建ぺい率が８０％でございます。 

  防火地域は、特に指定はございません。 

  地区計画につきましては蒲原西部地区計画がございます。この中の地区計画の第３条

に、建築物の建ぺい率の最高限度が７０％と規定されておりますので、今回の本施設に

つきましての建ぺい率は最大７０％、もうプラス角地の緩和の利用で１０％アップで、

最大８０％が可能になります。 

  計画道路につきましては、敷地内に計画道路はございません。 

  【８】計画施設の予算スケジュールでございますけれども、プロポーザルの際に、ち

ょっと予定総額としまして、おおむね１３億円として示させていただきましたけど、大

分これは予算を尐な目に言っております。 

  今後のスケジュールでございますけれども、平成１９年度に基本設計と実施設計を完

了させていただいた後に、２０年の当初に現在の文化センターの解体工事を行い、１０

月ごろから建設の本体に着手したいと考えております。それと全体工期としましては、

２１年度中も工事でございます。２２年の３月に完成しまして、４月から供用開始にし

たいという予定でおります。 

  続きまして、資料２の方をごらんいただきたいと思います。こちらに今後の建設工事

に際してのスケジュールを記載してございます。 

  上段のプロポーザル方式までは６月時点で終わりまして、上段から３段目に特定者決

定とございます。きょう７月２日、静岡市の内部で組織されています業者選定委員会に

付議をしまして、この付議というのは、特定された業者と随意契約をしてよろしいかと

いう伺いを付議させていただいています。時間としましては午後３時から開催予定にな

っておりますので、この会議の終わりころには入るかと、承諾がいただけたかの連絡は

終了後にこちらの方に入るかと思います。 

  今後の設計ですけれども、契約が大体、おおむね７月２６日を予定しております。７

月２７日から設計着手になりますので、基本設計につきましては何とか、９月中旪で基

本設計をあげたいと考えております。この際に、９月にもう一度開催されます地域審議

会の方に基本設計が提示できればいいなと考えております。 

  実施設計につきましては、平成２０年３月１４日を設計委託工期として予定しており

ます。平成２０年になりましてから今度は工事の方を発注していく予定でございます。 
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  まず、下段にございます、その他の工事としまして解体工事がございます。工期とし

ましては、平成２０年の６月から９月の４カ月間を予定しております。 

  本体の建設につきましては３億以上という議決案件になりますので、本体の契約とし

ましては１０月初旪になりまして工事着手、そして随時関連する設備工事の方も発注し

ていきまして、全体工期としましては平成２２年の３月、２カ年事業で建設の方を進め

たいと考えております。 

  私の説明は以上でございます。 

中央公民館副参事兼主幹   中央公民館の萩原です。よろしくお願いします。 

  では、引き続いて資料の続きを、資料３以降を説明いたします。 

  資料３をごらんください。 

  現在の蒲原文化センターの部屋の面積と稼働率について書いてある表です。 

  見方といたしましては、一番上、４Ｆ大の右の方に面積と、それから１６年度の稼働

率、１７年度の稼働率、１８年度の稼働率が記入してあります。 

  例えば４Ｆ大は、１００人用の部屋で１９６平方メートルとありますけれども、これ

は、通路部分も４階の場合は使うことができますので足してありますが、それを引くと

１５８平方メートル。１６年度３２.４％だったものが、１７年度は合併前で、いろん

な会合がふえまして４１％にふえました。その後、１８年度は尐し落ちついてきまして

３７.７４％に下がっているということです。 

  上からずっと４Ｆ大会議室、３Ｆ大会議室、２Ｆ大会議室というぐあいに記入をして

あります。下の方は福祉センターのホール、舞台、舞台袖、講習室、老人室などが書い

てあります。全体の稼働率といたしましては、１８年度で２３.３１％というもので、

これは静岡市の清水区の公民館としては大体平均的な稼働率、平均よりちょっと上回る

くらいの稼働率となっております。 

  それでは、右のページの資料４をごらんください。 

  この図は、先ほど工事計画概要の方で述べられました、全体で３,６００平方メートル

程度の中の生涯学習を支援する機能としては床面積が１,５５０平方メートル程度とい

うものに基づいて、その中で考えたものです。ですから、これで決まりということでは

なくて、この面積の範囲内であれば、これだけの部屋はつくれますよという図面です。 

  最初に、この大会議室９３人１２６.６３平方メートルとありますけれども、その下に

あるものも同じ部屋です。これは二つの部屋ということではなくて、教室のようにだっ
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と机を並べると、これだけ入る、９３人入れるよと。その下、矢印で上下につないであ

りますけれども、よく使う会議形式のように並べると８４人使えますよという図です。

それから、その下は小スタジオということで音が漏れにくいのが望ましいんですけれど

も３０人の部屋。 

  それから、次のページに行きまして、２４人の会議室が二つと１６人がパソコンを使

える部屋が一つということ。それから左下は、スタジオという名前で書いてありますけ

れども、結構蒲原文化センターの場合には合唱ですとか音が出るもの、大正琴なんかも

そうですけれども、詩吟もありますけど、音が出る使い方が多いものですから、隣の部

屋がうるさくならないように音が漏れにくい部屋が欲しいということで、スタジオとい

う名前をつけてありますけれども６０人で使える部屋、ここにクラビノーバという電子

ピアノを置いて使えたらいいなということで設定をしました。 

  その右側、調理実習室７０.２平方メートルということで調理台が四つの場合の図面、

これは、並べ方はこんなものではなくても普通に四つに並んでいても、どちらでもいい

んですけれどもこんな形。 

  それから、一番右下が工作室は７５.６平方メートル。現在の倉庫と呼んでおります、

もとの青年会館、一番線路際にあって陶芸の窯が置いてある部屋ですけれども、あそこ

が現在陶芸とか簡単な工作に使っているんですけど、あそことほぼ同じ程度の面積でし

ょうか。７５.６平方メートルの中では作業台が五つぐらい置けるスペースが確保でき

ますよという図面です。 

  それから右のページ、資料№５と書いてありますけれども、これは今説明いたしまし

た図面の部屋を仮につくった場合に、それぞれの稼働率がどうなるかなという表です。 

  ホールと舞台につきましては、面積は書いてありませんけれども、両方合わせて６０

０平方メートルを超えるものになると思います。座席の数は、現在と同じく４００席程

度を想定しております。 

  それから、その下に９３人会議室、先ほど説明した大きな会議室ですね。ここが稼働

率でいきますと４１.７９％、スタジオ６０人が４２.０２％というぐあいに、４０％台

の稼働率の部屋が多くなりまして、全体では一番下に書いてありますけれども、舞台を

含んで１２部屋と数えた場合に３３.０３％の平均稼働率となります。現在の稼働率よ

りも若干上がると予想しております。 

  部屋につきましては、これで決まりというものではありませんので、これから皆さん
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の意見を聞きながら、また設計者の方と相談しながら、ひょっとしたら９３人じゃなく

て１００人がいいんじゃないかとか、８０人でいけるだろうという話になるかもしれま

せんし、それぞれ部屋をきっちり区分するのではなくて、つなげてつくって仕切りで使

用頻度に忚じて区分できるようにしたらいいという案が出るかもしれませんけれども、

これから検討していくことになろうかと思います。 

  それから次のページ、資料６ページ、これが現在の文化センター周辺の敷地の図面で

す。県道３９６号が北の方向になります。右の方に静岡市蒲原体育館がありまして、そ

の南側にプールがございます。一番南はＪＲ東海道が走っております。それから中央部

分に蒲原文化センターの建物があって、それから左上の方は、元消防署があったところ

なんですけれども、現在、共用の駐車場に使っています。その下、一番西の方に蒲原図

書館がありまして、その南側に教職員住宅があります。文化センターと図書館、教職員

住宅の間には静岡市の道、蛭沢２号線が走っているという状況にあります。 

  中央公民館からの説明は以上です。 

内藤委員   資料３を開いてみてください。資料３の福祉センターの部分に児童室とい

うのがありますけれども、児童室の部分が空欄になっていますけれども、児童室の方は

どうして空欄になっているのでしょうか。 

中央公民館副参事兼主幹   はい、お答えいたします。ここは、申し込みを受けて貸し

出すという使い方ではなくて、ほぼ毎日あいていて、子供が遊びに来て使うということ

が多いものですから、稼働率という形ではちょっと出せなかったものですから、空欄に

させていただきました。すいません。 

内藤委員   そうですよね。私も母親クラブを長年やっていまして、児童館とは随分か

かわりを持たせていただいたんですけれども本当に毎日、文化センターの小さな部屋な

んですけれど、あそこの児童室は稼働率１００％で、子供たちも毎日わんさかわんさか

押しかけて、とても盛況な状況が今の文化センターのところの児童室の現状なんですね。 

  それで、資料の２ページの施設の機能の（２）子育てを支援する機能、ここは今度の

新しい市民センターの、それこそ目玉部分になるんじゃないかと私は思っているんです

けれども、ここの子育てを支援する機能の中で、この部分を読ませていただきますとね。

「子供と一緒に遊びながら情報交換、仲間づくりとか育児相談も行う」と。本当に子育

てを始めたばかりの乳幼児を持ったね、それこそ幼稚園、保育園の就学前の小さい子供

さんたちを持ったお母さんと子供を対象にしたというようなイメージがすごく強く感
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じられるんですけれども、実際、ここの文化センターの児童室は、もちろんひよこクラ

ブとか、やんちゃクラブとかって、そういう乳幼児を対象にした親子の教室もたくさん

やっていますけれども、それ以上に小学校の子供たちが毎日のように使っているという

のが現状なんですよね。だから、そういう部分で、この子育てを支援する機能というと

ころに小学生の子供たちの部分も十分に考慮して、内容を考えていただきたいなと思い

ます。その点はいかがでしょうか。 

子育て支援課副参事   子育て支援課の海野です。まだ運営方法については検討段階な

んですけれども、現状の小学生の子供さんたちの活動の場ということも、こちらの方も

わかっておりますので、その辺も考慮をしながら、これから決めていきたいと思います。 

鷲巣委員   資料３をお願いします。 

  ４Ｆ大の会議室ですか。１６年度から１７年度、稼働率がふえておりまして、１８年

度また減っております。合併前の会合によって一時的にふえて、また１８年度落ちつい

たということを言われていたんですけれども、全体的にそのほかの部屋を見ましても、

１６年度から１７年度ほとんど上がっていまして、みんなほかの部屋もやっぱり合併に

よるものなんでしょうか。 

  その中でも４Ｆの小１ですね。１０.５％から１８、２１％というふうに徐々にふえて

いる部屋もあるんですね。あと舞台の方もふえていますね。あと相談室や何かがね。相

談室が著しくふえているなあというのと、あと老人室が著しく減っているなと、このあ

たり社会情勢の悩み事相談とか、また、老人がふえてきたというか、人口推移が出てい

るのかなあと思われる節も見られるのですけれども、私としてはホールの客席なんです

けれども、６.３１％ということなんですけれども、やはりせっかくいいものをつくっ

ていただくので、仏つくって魂入れずということにならないように、やはり建設計画と

あわせて、どういう使い方をしていくかという形をもう尐し具体的にね。一緒に並行し

て煮詰めていく必要があるのではないかなと思います。 

  以上です。 

会長   回答は、どなたかよろしいですか。 

鷲巣委員   またおいおい、そういったお話し合いもさせていただく必要があるのでは

ないかなと提案でございます。 

会長   提案でいいですね。ほかに、どなたか。はい、どうぞ。 

片瀬委員   これを一通り見させてもらって、この地域審議会というのは合併のときの
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建設計画に対してどういうふうに、これからしていくんだ、ということを検証をしてい

く立場にあるかなというふうに思っているんですけれども、そうした中で、数字だけが

ひとり歩きをしたり、特に、お金をかければいいというふうな部分ではないかとは思う

んですけれども、この予定総工費というのは、数字がひとり歩きするのでは困るとは思

うんですけれども、当初２５億円ぐらいかかるのではないかというふうなことがある中

で、今回はおおむね１３億円。こうした部分で建設計画、１０年間で２５０億円とか、

そういうふうな数字がひとり歩きするかどうかはわかりませんけれども、いわゆる一つ

一つ、ここの場で、やっぱり検証をしていく必要があるかなというふうに思います。 

  そうした中で、その２５億円とこの１３億円のその違いという部分をちょっと示して

ほしなというふうに思うし、なし崩し的に例えば、面積の問題とか金額の問題が、その

静岡市のレベルのベースで流れてしまうと、蒲原町民が合併するときにいろいろ考えた

部分とのギャップが出てきてしまって、それをどうやって埋めていくのかなというふう

なことも思いますので、ちょっとその数字的な違いについて説明をいただければという

ふうに思います。 

会長   これに関しては。 

区政課長   今回、この資料にあります１３億円というのは、第１回の地域審議会でち

ょっと今資料を持っていませんけれど、総合計画の第２期の実施計画の説明をさせてい

ただいたと思います。そのときの数字が１４億幾らという数字で話をさせていただいて、

それに対するご意見もいただいたところであります。 

  今回出ております数字は、先ほども公共建築課の方から話ありましたように、安くな

るといいますか、比較的それに比べて抑えたような、いわゆるその額で一忚記載をさせ

てもらっているというだけでありまして、基本的には、第２期実施計画の数字と基本的

には変わっておりません。この表示が、いわゆるおおむね１３億円と、そういう表示を

させていただいている、そういうことであります。 

  また、その２５億円とかというお話につきましては、これもちょっとお話があったと

思うんですが建設計画の中で、今回、第２期実施計画の数字というのは、昨年度策定さ

せていただいた基本構想と附帯意見、それを踏まえた形で算出された数字だという形で、

一忚実施計画に盛り込んでありますので、一忚そういう理解でおります。 

会長   よろしいですか。 

片瀬委員   そういうふうな形で、やっぱりこれがもう徐々に固まって決定してしまう
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のかなというふうな、ちょっと懸念もあったものですから、あえてまた質問もさせても

らったんですけれども、そこら辺のことはまたよろしくお願いします。 

会長   ほかに、どなたか。はい、どうぞ、石野さん。 

石野委員   資料３をごらんください。 

  ３Ｆの中会議室、ここは資料を見ると２２人、それから２Ｆの中会議室は３０人、稼

働率を見ると、３Ｆの２２人の中会議室の方は年々、最後の１８年度２４.５２％です

よね。それから２Ｆの方は１８年度が３５.８３％。何でこういうふうに３Ｆの中会議

室が尐ないのかというと、あそこ長い部屋で、非常に会議しにくいんですよ。いすが、

すごい大きないすで、もうそれで場所を取られてしまって、いっぱい入ると身動きがで

きないような状態で使いにくいという点で、ここは稼働率が３Ｆの方が悪いんですね。

２Ｆの方は同じような構造の部屋で長い部屋ですけど、いすがもう尐し違うので、小さ

いいすですのでわりと使いやすいと。ですから、そういう点も考慮すると、資料４の上

の方に細長い部屋が描かれていますけど、できればこういうのを先ほど提案されたとき

に仕切らないで何か、アコーディオンカーテンか何かでやればいいじゃないかというふ

うな説明がありましたけど、この辺を考慮していただいて、余り長いような会議をしに

くい、そういう点がありますので考えていただきたいなと思います。 

  それから、先ほど鷲巣さんが４Ｆの小１はわりと、２１.９％稼働率があるんですけど、

小２あたり、小３は、これはパソコンの教室ですからまた別ですけど、小１が何でこの

辺、稼働率を平均的に３年間保っているかというと、最近、蒲原に外国の方が非常にふ

えていまして、いはらにほんごの会という会が毎週木曜日この部屋を、小１を使うんで

すね。もうフルに。で、こういうように稼働率が確保されていると思いますので、こう

いった部屋も、あそこ小１は正方形になっているんですよ。そうするとわりと日本語を

教えるときに教えやすいんですよね。長くなってしまうと非常に回っていくの、一人一

人見て回っていくのも時間食うし、真四角だと、ぐるっと机間巡視がしやすい、話も聞

きやすい、そういう点で生涯学習のセンターにするならば、これからどんどん生涯学習

のあり方が時代とともに変わっていきますので、そういうことも考慮して、ただ会議室

をたくさんつくればいいじゃなくて使いやすい会議室、それは目的によって、そういう

ことがいろいろ考えられますので、ぜひその点は使いやすいということを考えてつくっ

ていただきたいと思います。 

会長   わかりました。一忚要望としてよろしいでしょうか。ほかに。はい、どうぞ。 



 

 ―１４― 

稲葉委員   資料５のところの新しい建替え後の部屋別ということで提案されていま

すけれども、これに関してちょっと要望的なところを言いたいんですが、レジュメ見ま

すと検討部会の報告もあるんですが。 

会長   それを後でやろうかと。先にやりましょうか。 

稲葉委員   それによってですね。じゃあ、それ聞いた後、要望させていただきます。 

会長   じゃあ、ちょっと前後したようですけれども、ここで、私の方から②の「（仮

称）蒲原地区市民センター検討部会の報告」を、ちょっとかいつまんでさせていただき

ます。 

  検討部会は５月２３日と６月１９日の２回開催いたしまして、当局からは中央公民館、

公共建築課、建築総務課、区政課、清水地域総務課、それから蒲原支所総務担当にそれ

ぞれ出席していただきました。 

  ５月２３日の会議では、市民センター建設工事計画概要について協議を行い、それに

対する質疑が行われました。検討委員の意見としては、公民館等の会議室が２ないし３

室ぐらい足りないんじゃないかと。できたら大会議室をもう一つぐらいふやしてほしい

という要望がこのときに出されています。また、駐車場の台数については、現在の駐車

場台数を確保して、できれば現在よりもむしろ台数を欲しいんだという意見も出されま

した。 

  それから次に、６月１９日の会議では、６月１４日にプロポーザルを８社で行い、そ

のうちの１社を選定し、本日２日ですね。先ほど報告ありましたけれども、業者の選定

に今諮っているということです。また、その業者が市民センターのイメージを描いたパ

ネルが提出されているわけですけれども、本来でしたら、きょう、これを提示して皆さ

んにも見ていただくということになっていたんですけれども、時間の関係が前後したも

んですから出せないということでありました。それをちょっと我々の方は参考程度に、

その場で見させていただきました。次に、駐車場の配置図が、その場で３案が建物との

関係ですね。提示されました。それに基づいて、それぞれのメリット、デメリットの説

明がありました。ですから、これはまだ、これからの問題でありまして、その配置とか

いろんなものは、これからの検討事項になるということであります。 

  以上が検討部会の今までの経過です。よろしいでしょうか。どうぞ、稲葉さん。 

稲葉委員   今、検討部会の報告ということで５月２３日、工事計画概要を聞く中で、

部屋数がちょっとこの案だと足りないじゃないかという声も上がっているんですが、ち
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ょっとやはりそこ、気になるものですから、ちょっと私の感ずるところをちょっと分析

して、要望として述べさせてもらいたいんですけれども、資料５を見てください。 

  一忚ここではホールとか舞台とかいろいろありますが、とりあえずホール、それから

和室とか調理実習室、工作室、そういうところはちょっと別にして純粋な会議室的なと

ころ、そこにちょっと焦点絞ってみたんですけれども、資料５の上から三つ目の９３人

会議室というところから１６人のパソコン室まで、この新しい案ですと６部屋、この６

部屋を対象にちょっと分析してみると、この６部屋で平米数として４４４平方メートル

なんですね。そして、現在使っている文化センターは、今言ったような類の会議室を見

ますと９部屋ありまして、約６６０平方メートル、今使っていると。簡単に言えば、現

在６６０平方メートルのところに９部屋ある。それがこちらの資料５のところへいきま

すと、同じように純粋な会議室というのが６部屋で約４４０平方メートルということを

見ると、ちょっとしんどいかな。 

  といいますのは、稼働率が全体で、３３％。従来は２３でしたか。稼働率の見方、非

常に難しいと思うんですが、多分、午前中と午後の部と夜の部という一日を三つに分け

て、それがフルに使った場合に１００％となると思うんですが、その中の例えば３３％

というのは、午前、午後を例えば使わないで、全部夜に集中したとすると、夜は１００％

だというふうな見方になるわけですね。そうしますと現行２３％というのは夜だけに一

極集中しちゃうと約７０％ということですので、やはり夜の稼働率というのが多いと思

いますので、３３％というレベル、非常にきついんじゃないかなという感じがいたしま

す。そういうパーセントから見ても、部屋数がもうちょっと必要じゃないかな。 

  そして、先ほど６部屋で４４０平方メートルぐらいと言いましたが、ちなみに興津の

公民館、ちょっと調べましたら、こういう類の会議室が８部屋ありまして、そして平米

数で６５０平米という水準なんですね。といいながらホールが今度は、今まではホール

は会議室なんかに使えなかったけど、今度は多目的で使えるようになりますので、部屋

としては新しく６部屋といいますけど 700 平方メートルくらいになるのかな。しかし、

あと１００平米くらいの会議室というのは、あった方が稼働率も含めて、約１００平方

メートルを半分ずつにして二つにするか、一つで１００平方メートルにするか。大体１

００平方メートルくらいの会議室を考えた方が、せっかくここまでつくったときの、そ

の使いやすさとか運営上いいのではないかというふうに思います。ということで、ぜひ

いろんな全体の３,６００平方メートルというなかで何とか１００平方メートルか１０
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０数十平方メートルくらい、設計するときに取り入れてほしいなというふうな感じがい

たします。  以上です。 

寺門委員   ちょっと今、関連するんですが、これ見ていて、３ページと５ページをち

ょっと参考にしてください。 

  萩原さんね、今使っている４階、３階、２階ですね。これでいくと１００人、８０人

の部屋があるわけですね。そういうなかで１８年度が３７．７４％、３７．７８％、３

３．９３％ですよね、稼働率が。そうすると、さっき稲葉委員が言ったように、これ、

午前中と午後と夜とに平均して、この三つが分かれていてね。これが稼働率として出て

いるならば、混雑もないんでしょうけど、そういうなかでね。この１００人の部屋を３

７.７％使って、３階の１００人を３７.７％使うと、これだけで７５％ぐらいになるわ

けよね。 

  そういうなかで５ページ行くと、９３人の会議室が４１.７９％ですか、これが計画の

中で載っているわけですがね。そうした場合に、さっき稲葉委員が言ったように、やは

りこれが現状の１８年度の推移でいくと、とてもじゃないけど満配のような状態でなっ

ていくんじゃないかなと思うわけです。それで４ページの大会議室が９３人と８４人に、

これ一つの部屋で二つの机の並べかえでできるわけよね。そうした場合に、やはり稼働

率がふえれば部屋数が尐ないんじゃないかなというふうに私も感ずるんですよ。この辺

はどういうふうな理解をしたらよろしいでしょうか。 

中央公民館副参事兼主幹   部屋数そのものにつきましては、部屋を小さくすればふや

せるんですけれども、大人数で使うというケースがありますので、そうもいかないとい

うことで９３人と６０人、３０人、２４人という案をつくったわけです。 

  全体としては現在３７％とか３３％で、あとは大きな部屋が建て替え後は４１.７９％

とか４２％というぐあいに若干上がるということで、今よりも尐し予約が取りにくくな

るということは承知をしております。ただ、全体の面積があるものですから、じゃあ支

所の分を削って会議室をふやせというわけにも今の段階ではいかないものですから、共

用面積とかをとってありますから設計者の方と相談をして、廊下がひどく狭くなったり

しないのであれば、部屋をもうちょっとふやせればいいかなと考えておりますけれども、

今の段階では、ふやせますとは断定はできません。 

寺門委員   萩原さん、わかりました。ですから、これから設計入っていくわけですか

ら、ぜひ、せっかくつくるんですから稼働率のいい、使いやすいような形をぜひ持って
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いっていただくとありがたいなと思います。意見です。 

稲葉委員   寺門委員と同じような要望になるんですけれども、全部で３,６００平方

メートルというなかで、この３ページのところに示された面積でいきますと、共用機能

としての面積がほぼ１,０００平方メートル予定されているなあと見えるんですが、共

用部分というのは、例えば、２階建てにするのか、３階にするのか、４階にするのかで

大分違ってくると思います。その辺も工夫して、できれば１００数十平方メートルくら

いは、支所から持ってこいとは言いません。そういう共用部分の効率的な、そのデザイ

ンすることによって何とか効率的に、その会議室をもっと使えるような、１００数十平

方メートルくらいの組み出しはできるんじゃないかと思いますので、ぜひその辺、プロ

の方にお願いしたいなと思います。 

野村委員   僕の方も一忚関連するような意見ですけれども、資料５を見ていくと、や

はり計画の稼働率ですけれども、２４人の会議室ということが一番稼働率が高くなって

いるということ。多分、夜になると、本当に予約は取りづらくなるだろうということは

十分予想はされるわけですから、僕としてもやはり５０平方メートルぐらいの部屋、あ

と二つほどは、やはりふやした方がいいかなというふうに、全体面積が限られているの

で大変だろうけれども、ちょっと調整してもらって、その辺をお願いしたいということ

と、もう一つ提案したいのは、９３人会議室ありますけれども、例えば、これ、使われ

ないあいてる日というのは、全くそのスペースはあいちゃうわけですからね。そうする

と、これね、出入り口を二つ設けていただいて、真ん中あたりを仕切るような形をとっ

たら、より効率的に有効に利用ができるんじゃないかなというふうに考えております。 

会長   わかりました。意見として。はい、どうぞ。 

望月委員   ここまでですね、稼働率まで計算してアウトラインができたということは、

そして、なおかつ稼働率を上げていくということで、確か１２０何台の今の駐車場があ

ると。それで上げるためには長い町ですから、なるべく駐車場が欲しいよと言っている

中で、どれぐらいの駐車場が必要とされてくるか、当然計算していくと思うですよ。そ

れでもって今の１２０何台の駐車場では尐なくなるのか、最低限度どれぐらい、理想だ

ったらどれぐらいということも計算できていましたらお教え願いたいですが。 

会長   じゃあ、その辺も質問事項に今入れておきましょうか。はい、そうさせてくだ

さい。議事録としては残るでしょうから。ほかに、どなたか。 

内藤委員   資料５を見ますと、稼働率１００％の児童室を含む子育て支援の部分の説
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明というんですか、結構、ホールにしても舞台にしても、備考の欄に細かいところが決

まっていますよね。でも、子育て支援に関するコーナーが何もここに載っていないんで

すけれども、そういう部分の細かい話というか、計画は全然ないわけなんですか。 

会長   じゃあ、ちょっとよろしいでしょうか。この後、③でプロポーザルのパネル展

示のことを出すあれが入っていますけれども、それと、ここで今月中に、その設計者の

契約とかいろんなものができるんですけれども、案としましては、そのパネルを見て、

そこで説明会、７月中に。それから８月に入って、すぐ選定された設計者との懇談会、

これ、地域審議会じゃなくて、きょう出席している方に出てもらって、懇談の場で今の

ような意見をもう一度いろいろ詰めてもらって、設計に反映していくという場を設けた

いと思うんですけれども、その辺について説明いただけますか、ちょっと日程的なもの

とか。その方が、今いろんな意見が皆さん出たんですけれども、実現しやすいんじゃな

いかと思うんですけど、どうでしょう。 

建築総務課参事兼主幹   プロポーザルの事務局やりました建築総務課ですが、説明し

てもらってよろしいでしょうか。 

会長   はい、どうぞ。 

建築総務課参事兼主幹   建築総務課、望月と申します。初めて出させてもらいます。

よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料７につきまして、ご説明をさせていただきます。（仮称）蒲原地区市民

センター建設プロポーザル技術提案書パネル展示予定表というものです。 

  プロポーザルという言葉、皆さん聞きなれないかとは思いますけれども、市の方から

５人のプロポーザルの審査委員の方、これ、大学の建築の先生の方、男女共同参画フォ

ーラムの方、地域の市民の方、行政の方、そういった５名の方に５月、６月、２回、プ

ロポーザル審査委員会というものを開催いたしまして、優秀な提案者を決めてきたとい

う経緯がございます。 

  これにつきましては技術提案書という提案を設計事務所から出していただくんですが、

これにつきまして１０社、１０の市内の設計事務所に今回のこういった蒲原地区の市民

センター建設プロポーザルについて、地区の歴史、地域のことを反映するような提案を

いただきたいとお願いしたところ、１０社のうち８社から提案書が提出されました。そ

の技術提案書の中は、どういった体制でこの設計を進めるのか。建築士は１級建築士な

のかどうなのか、何名で取り組むのか、そういったことも踏まえて、この地域に対する、
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この課題に対しまして、どういった提案をするというものも含まれております。 

  どういった方がというふうなところ、あと生年月日もあったりして、個人情報もあっ

て、お出しできないところもあるんですが、このパネル展示というのは、その技術提案

書の中で、課題に対しまして各社３枚提案をいただきましたので、それをＡ１版の大き

さにしたものを各社３枚ずつありますので、それを展示して皆様に見ていただこうとい

うものです。 

  この資料７では、この展示の予定が示されております。本日７月２日は、今、蒲原地

域審議会が開催中でありますが、先ほど公共建築課からも説明がありましたように、静

岡市建設業者選定委員会というもので、この最優秀者と単独随意契約の見積もりを行う

ことの決定がされますので、それを踏まえまして各委員の方、また、提案してくださっ

た方に結果を文書でお知らせしていくということで、まだ一切公表されていない情報で

はございます。 

  ですから、本日は、ちょっと中身についてはお知らせできないわけですけれども、こ

れが過ぎましたら７月５日、６日には、こちらの清水区役所蒲原支所１階の方に、最優

秀であった特定者と次点者のパネルを展示させていただきたいと思っております。全部、

８社ということも考えたんですけど、ちょっとスペース的に無理なものですから、一忚

８社を正面玄関入った前あたりに、ちょっと工夫して展示させていただきたいと思って

おります。 

  それから、７月１７日から２７日までは、蒲原図書館の２階に展示コーナーがござい

ます。ここには８社分展示するスペースがございますので、ここに展示して、まずは、

その地区の方によく見ていただきたいと考えております。また、７月３１日から８月９

日までは静岡市役所の、静岡庁舎の１階ホールの方でも、この８社分のパネルについて

展示をしたいと考えているところです。 

  資料７の中段以降、プロポーザルについて、ちょっとおさらいの形になりますけれど

も、結論から言いますとプロポーザルというのは、いろんな技術提案がされていますけ

れども、そこにあるイメージ図とか写真とかそういったものを決定するのではなくて、

この蒲原地区市民センターの建設に関して、どういった提案、それが文章による提案が

主になるんですけれども、それに補うものとしてイメージ図、写真等がございます。で

すから、プロポーザルというのは、その提案された設計図そのものを選ぶのではなしに、

提案者、設計者を選ぶというものですので、一忚ご承知おきいただきたいと思います。
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今申し上げましたようなことが、その中段以降に書かれております。 

  以上がパネル展示予定表の件ではありますけれども、会長さんの方から。 

会長   ありがとうございました。つきまして、このプロポーザルの選定委員の方には、

７名の我々の方の委員の中から鈴木委員が代表で中へ入っていただいて、選定委員の中

に、５名の中に入っているわけですね。そういうことで鈴木委員にやっていただきまし

た。 

  それで、今説明がありましたように、パネルが展示されるわけなんですけれども、そ

こで私の方からの提案でして、今、各種いろんな要望が出されたわけですね、委員の方

から。それも踏まえた上で、これからの具体的設計になる過程で、まず、パネルがそろ

ったところで７月の日時を指定しますけど、２０日の１時に蒲原図書館にあるパネルを

見ながら、そこでそのパネルの質問とか説明をしていただくという案が一つと、それか

ら、それを受けた上で、ここに予定表の中に書いてありますけれども、特定者決定とい

うところにありますけれども、２日に選定委員会に付議して、７月１９日に入札、７月

２６日に契約、７月２７日から着手となっております。この７月２１日から具体的に設

計に入れるということらしいです。業者が特定されて。それを踏まえて８月２日、木曜

日の２時から、ここにおいて、その選定業者呼んで勉強会という形で、今のような意見

をみんなから出し合って、設計者にぶつける会を開いたらどうかなと思っているわけな

んですけれども、どうでしょう皆さん、委員の方、賛同いただければ。 

  ですから、もう一度言いますと、７月２０日の１時からは図書館でパネルを見ていた

だくと。そこで、そのパネルについての説明とか一等席にどうなって、どれがいいんだ

とかという説明をここで受けると。それから、８月２日の木曜日の２時からここで、具

体的に決まった設計者と今のような我々の思いをぶつけていくと。それが今後の設計に

どれだけ反映させていただけるか、今のいろんな形の中、部屋の数とかというものも、

そこで討議したら一番早いんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょう。よろし

いでしょうか。はい、どうぞ。 

稲葉委員   今のパネルの展示のスケジュールを見ますと、その８社のパネル展示が１

７日火曜日から始まるわけですね。その段階で多くの地域のみんなに見てもらえるわけ

ですね。また、その前の５日には、もう２社だけなんだけど目に触れると。そのパネル

というのは、我々が基本構想とかプロポーザル選定するに当たっての考え方とかいうも

のを出して、その上に成り立って、その絵が出てきていると思いますので、我々自身が、
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一般の方がそのパネルをぱっと見たときに、これは何だとか、こうとかいった声が出た

ときに、我々自身が何にも消化していないと、どうなのかなあと。 

  ということは尐なくとも７月５日、２社だけだけれども支所にぽんと出たときに、ま

ず我々自身が、その一番初めにちょっと説明をしてもらうとかね。そして、知っていな

いと地域の人たちは、ああ、地域審議委員はずっとかかわってきただろうと、これはど

うなんだと、ちょっと質問されても何にも説明受けていないと、返す言葉がないんじゃ

ないかなと心配になるのですが。 

会長   いや、プロポーザルの、どうでしょう。それをやっぱり２０日でそろったとこ

ろで、みんなで勉強すればいいじゃないですか。その質問は、その場で受けてりゃいい

わけですから、僕はそう思いますけれども、どうでしょう。 

稲葉委員   じゃあ、例えば１７日に図書館で、２０日のを１７日にやるというわけに

もいかないですか。 

会長   二つだけ見ても。 

稲葉委員   だから、１７日。 

会長   一番最初の日にするということですか。 

稲葉委員   スケジュール的に難しいということですか。 

会長   うん、それもあるかと思います。 

稲葉委員   私はできるだけ早く我々が説明を聞いていて、そして、どこから説明があ

っても、その橋渡しができるとか、対忚ができるようにしておいた方がいいんじゃない

かなと。そうでないと審議委員知らないのかとかね、言われそうな感じがするんですけ

どね。 

石野委員   私もそう思うんですけど、審議委員がよく理解していないと、いろんな質

問が。 

会長   そういう意味でこの２０日を設定したんですけどね。それじゃ遅いということ 

 ですか。 

石野委員   遅いです。 

会長   じゃあスタートでそれをやれということですか。 

  予定どうでしょう。確か、これ、２０日は何か予定で、これ決めたんじゃなかったで

すか。２０日に持っていったのは。 

稲葉委員   そうしたら５日にやっちゃった方が。 
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会長   それは議論ですから、はい。 

稲葉委員   一般からは非常に、それ、興味持っていると思います。 

副会長   そういう形のプロポーザルで、これが決まりましたよという案が出てしまう

と、一般の市民の皆さんがそれを見ると、ああ、こういう建物ができるんだなってね。

入っちゃうんですよ。（「これ、もう一度言いますと。」と会長が言う。） 

 ところが、そうじゃないんです、この案は。あくまでも私たちがそのイメージとして

出したものを入れて、それと提案だから、そのパネルの中の当選した企業ですね。それ

がそのままできるということじゃないということをね、やっぱりはっきり市民の皆さん

にも言わないと、何だ、できてみたら、あのパネルと違ったじゃないかとかいう話にな

るので、やっぱりそういう誤解が生じないような形にしていかないと大変だなというふ

うには、検討委員会の中でもそういう話出ましたがね。 

内藤委員   私も後でそれを確認しようかなと思ったんですけれども、結局、プロポー

ザルでパネルが展示されても、その後の話し合いで、その内容は、いかにでも変えられ

るということなんですよね。結局、私が言いたいのは特に、子育て支援の児童室のあり

方なんですけれどもね。白銀の児童センターを建てるときに、じゃあ私、母親クラブで

尐しかかわらせてもらったんですけれども、結局、現場の利用する先生たちの声を余り

反映されなくて、すごいすばらしい児童センターができたんですけれども、その後に外

の水道、足洗い場とか、そういうところがなくて、また、でき上がった後に追加のよう

な形で工事をしたというのがあるわけなんですよ。 

  今度できる市民センターで、そんなことがあっても、もう追加の工事は絶対してもら

えないと思いますのでね。私が声を大にして言いたいのは、利用する現場の先生たち、

児童館、児童センターの先生たちの声を取り上げてね。子育て支援の方の児童室の方の

設計とかそういうふうなのに、現場の声をとにかく反映してもらいたいと思うんです。 

  それで、８月２日の設計業者との打ち合わせのときに、児童館とか児童センターの現

場の先生たちの出席をここに求めて、現場の声をここの設計者等に、じかに伝えるとか

という、そういうふうなことはできないでしょうかね。 

公共建築課参事兼統括主幹   今の委員の方からの質問なんですけれども、まず、現在

このプロポで技術提案されたものは設計資料ではございませんので、まだ計画案は示さ

れておりません。ですから、ただ、それぞれが設計者様は、イメージづくりはされてい

ると思うんですけれども、まだ出発点にはなっておりません。提案としまして皆様に設
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計者も含めて市役所の方の各関係課、それと地域審議会の委員の方々に８月の上旪に、

もし開催させていただければ、それぞれ今まで地域審議会、検討部会で審議していただ

いた生涯機能部分の各会議室等の諸室ですね。それとか内部の方でも関係課を集めまし

て、いろいろな子育て支援関係、それと行政機能です。それとか防災機能の関係、それ

ぞれアンケートも取りまして、運営上、機能上、どういう処置が必要であるのか。必要

室としては今後検討して打ち合わせていくんですけれども、そういう運営母体がかなり

運営時間帯も異なってきますので、いろんな管理部門について、かなり心配な面もござ

いますのでいろいろと。 

  それと８月の上旪には関係各課も入っていただいて、そういうものを先に示させて、

こういう検討資料、先にもう契約直後に相手方の方に契約がされれば、設計者の方に示

させていただきます。そして、その打ち合わせの際に、いろいろと特定業者さんと随意

契約がなされれば、そのときのプロポの考え方、もうちょっと説明資料も今後つくって

いただきたいなあと考えております。そうした中で今後、その会議の中で設計者さんに

対してこういうものを、要望しているものをすべて上げさせていただいて、そして今後、

まだ要望等がございます。ここの場でお話しいただいた要望もまた、議事録を相手の方

にしめさせていただいて、設計の方に何せたたき台を先につくっていただくと。 

  先ほど会長の方からも途中での検討部会のご報告がございました。まだゾーニングの

方の部分も決定しておりません。これについても設計者様の考え、それと地域の皆様が

いろいろとかんばらまつりとか、そういうふうなものを今現在の文化センターの駐車場

の方で開催されているというお話も聞いております。それについても、まだ結論が出て

おりません。そういうものを今後、駐車場の部分もそういうものが現在の位置で必要に

なるのか今後もいろいろと、かんばらまつりがそこで、支所の方の新しいところで開催

するのかどうか、ほかの場所があるのかどうか、その辺のちょっといろいろな関係団体

ともございますでしょうから意見聞いていただいた中で、今後ゾーニング等も決めてい

かないと、基本的に建物の位置が決まってきませんので、そういうものをご検討もお願

いしたいと思います。ですから、まだ設計案ですね。今回展示させていただくんですけ

れども、それが設計案でないということは頭に入れていただいて、勉強会という形でご

らんになっていただければと考えております。 

  以上です。 

会長   よろしいですか。今、稲葉委員からもありましたけれども、ですから、これは
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あくまでも今度の、私はそういう意味で２０日でもいいんじゃないかと言ったのは、市

民からそういう質問があったら、尐なくともここにいらっしゃる方は、これはあくまで

も設計業者を選ぶためのコンテストをやったんだと、コンペを。その中でアイデアのい

い方が一席、二席になったんだと、そういう解釈ですよね、鈴木さん。 

鈴木委員   プロポーザル審査会にまず出させていただいて、本当にありがとうござい

ました。そのときの状況を、どなたが選定されたかということを述べることはできない

んですけれども、皆さん８社とも物すごい労力と調査と熱意を割いて、よくぞここまで

仕上げたというような内容のもの、みんな８社ともそろえていただいて、その中の最優

秀なので、本当に最後まで練り上げられ、事前の調査も十分になされている案が採用さ

れているということは間違いありません。 

  設計者としての的確性を見ていったという中では、もういうことないんじゃないかと

自分なんかは感じて、その方が一番の得点を得たわけなんですけど、まず、住民の方々

にどのように説明するかという問題なんですけれども、先ほど会長もおっしゃったとお

り、プロポーザル審査会というのは、この審議会とは独立した機関でして、審査をする

機能を与えられているのはプロポーザル審査会であって、地域審議会ではないものです

から、審査会がこの方のコンセプトを最優秀に選んだんだよという説明だけ、とりあえ

ずできれば、その趣旨をよくわかっていただければ、住民への説明はそれで足りるので

はないかと私は思うんです。その機能の違いをまずわかってもらえれば、審議会で選ん

だのではないということ。審議会から人間１人行っていますけれども、独立した機関で

専門家ですね。大変なプロフェッショナルな皆さんが私以外４人そろって、もう本当に

熱心に、報酬もない中で、あれだけの時間を割いて熱心に考えていただいた結果、選ば

れた方だよということだけ説明できれば、とりあえずいいのではないかと私は思います。 

  それとあと、逆にご注意いただきたいのが、先ほど市の当局の方からもあったんです

が、パネルを８枚並べると、この中からいいのを選ぶんだよみたいな感覚で、説明のな

い方はとられがちなので、それを防いでいただきたいと、逆に。審議会のメンバーの役

割としては、全然そうではないんだよと。もう設計者が決まった状態の中で、静岡市の

ご好意で、そのほかの案も民主的に紹介してくれてるだけなんだよということを説明し

ていただければいいんじゃないかなと思います。だから、大変誤解を招きかねない中で、

８社ともパネルを展示していただけるというのは本当に英断というか、感謝したいとこ

ろなんですけど、その誤解を招かないように皆さんにご努力いただければいいんじゃな
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いかと思うんです。 

  それと私個人の意見なんですけど、設計者は選定された設計業者であって、我々では

ないですよね、基本的に。ですから、その審査会で採用されたコンセプトというのを余

り大幅に崩すというのは、審査会の理念からしてどうなのかなという気は私自身はして

おります。ですから、その審査会で採用されたという、その部分のコンセプトは大幅に

崩さない中で、審議会の要望をくみ上げていただくという作業に、これからなっていこ

うかと思うんですけれども、一から組み直している時間というのは多分ないと思います

ので、その辺をご配慮いただきながらやっていった方がいいんじゃないかなというのは

私の個人的な意見です。 

  本当にすばらしい審査会を開いていただいて、静岡市として２例目なんだそうです。

１例目がこないだ新聞にも載った登呂博物館で、これが２例目ということで、設計者を

決めるのにコンペまで開いていただいて、最高の方を選んでいただいたということで、

大変な熱意を静岡市の方が持っていらっしゃると思います。ですから、本当にいい方向

に文化センターの建設進んでいると思います。そういう感想を持ちました。繰り返しに

なりますけれども、逆に地域の皆さんに、展覧会になって誤解を招くようなことを我々

避ける方向で努力しなきゃいけないなというふうに思いました。 

稲葉委員   まさに鈴木議員が述べられたとおりだと思います。だからこそ誤解のない

ように我々自身も住民がパネルを見たときに、また、問い合わせがあったときに、そう

いう位置づけなんだよということを間髪でぱっと答えが出るように、ただ、このパネル

は、今、鈴木委員はもう既に見ているわけですよね。我々はだれも見ていないわけです

ね。だから、見た上で今言われるような、鈴木委員の考え方がぴしっと合うんだけど、

何も見ていない我々は、ということで、できれば要望です。５日に支所で２社の展示が

あったときに、朝出られる人は出て、今のような注意事項も含めながら説明を聞いたら

いいのかなと思うんですが。 

佐藤委員   私も皆さんが心配しているところあるんですけれども、それでちょっとお

聞きしたいんですが、そのパネルの展示の方法なり、今心配されているところ、いわゆ

るこれがイコール、もう設計されたものですよというふうな形にとらわれないような形

になるのかどうかというところで展示の方法なり、そのイメージといったらよろしいで

すかね。パネルをただ置いて、プロポーザルというのはこういうもので、こういうパネ

ルで、こういうＡ社あるいはＢ社が選ばれましたという形でなされるのかどうなのか。
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そういうところをまずちょっとお聞きしたいんですが、なぜそういうことを聞くかとい

うと、それがイコール設計図、いわゆるそれがもう建物のイメージですということをと

らわれないようにするためには、どうしたらいいのかなというのを、これは私の案です

けれども、まずは、ここに書いてあるプロポーザルとはどういうものですよと。しかし、

ここではあくまでもこれが設計図じゃありませんけどという形で、多分出してはいただ

けるとは思うんですけれども、どういうふうなその展示の方法なりをお考えなのかなと

いうのをちょっと聞かせていただければありがたいんですが。 

建築総務課参事兼主幹   展示の方法についてのご質問ですけれども、確かに８社、３

枚のパネルをただ並べておくだけでは、ただ見に来た人はわからないものですから、ま

ずは静岡市の方から今回、（仮称）蒲原地区市民センター建設に関してプロポーザルと

いう技術提案方式をとって、それについて、こういうふうに特定されましたというのが

一番目に来まして、その次に、やはりご心配であります、そのプロポーザルというのは

どういうものかというものも、その次に説明をつけて、それで８社の展示、期間によっ

ては２社になりますけれども、展示をするように考えております。 

  以上です。 

佐藤委員   イメージは大体わかるんですけれども、そういう中で、これは要望になり

ますけれども、住民から見たときに、それで、ああこれがもう、そういうふうなことで

選定した形で上位の方なんだよという受けとめをしてくれればありがたいんですけれ

ども、えてして、やっぱり住民というのは言葉を読むよりも見る方が、やっぱりインパ

クトが強くて印象が残ると思いますので、ぜひせっかくいろいろなものを準備していた

だいて大変なんですけれども、そういうところもわかっていただくような形で、例えば、

細かいかもしれませんが文字を大きくしてしまって、これはあくまでもイメージですよ

というような、設計図ではありませんというようなところを言い切っても僕はいいと思

うんですよ。そういうところの展示に当たってのご配慮をしていただければありがたい

かなというふうに、これ、要望をさせていただきたいと思います。 

石野委員   パネル展示をするということは、すごく民主的でいいと思うんですけど、

市民が見れば必ず質問とか要望が出ると思うですよ。今いろいろな説明がありましたけ

ど、そういうものを踏まえた上でも市民から質問とか要望が出た場合に、どういうよう

にするのか。どうですか、それは。見れば市民はね、ここはこうじゃないですかとか、

こうしてほしいとかって必ず何か言うと思うんですよ。 
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望月委員   一般の方というのはプロポーザルって何だかわからないですよね。それを

展示するとき、ここの皆さんにね、プロポーザルというのは、そこの会社の技術能力と

か、実際設計する人の能力とか評価をするためにプロポーザルして、この会社が一番い

いだよというのをそこで説明してやれば、質問が出たときどうするだとか、ああ言われ

たって私ら今、蒲原地区の人にどうして答えたらいいかというのをわかってしまいます

ね。そこで一緒に聞けばですね。それをやるためのプロポーザルで業者決めていくとい

うところですね。話してもらえば、プロポーザルって何だかちょっとわからない中で、

みんな心配されているんじゃないのかと私は思うんです。 

建築総務課参事兼主幹   建築総務課ですけど、ちょっと補足説明させていただきます。

資料７をごらんいただきたいんですが、中段以降に「プロポーザルとは」とございまし

て、先ほど私、別の言葉でこれ説明したものですから、これ、もう一度読ませていただ

きたいんですが「プロポーザル方式による設計者選定方式は、これから計画するような、

その施設に求められる象徴性、地域性などを考慮し、当施設の設計業務に最も適した創

造力、技術力及び経験を持った設計者を選定することで、より質の高い設計業務を実現

することを目的として技術提案を求めるものです。 

  建築設計者を選定するに当たり、「設計案」を評価するのではなく、設計者の考え方や

取り組み姿勢などを評価し、「設計者」を選ぶものです。 

  今回展示しますパネルには、その考え方などを提案する際の文章表現が基本とされて

おりますので、それを補うものとして、イメージ図や参考写真が記載されているものが

ありますが、それらは設計図面ではありません。」多尐これをもう尐しわかりやすく、

字を大きくして展示するようにしていきたいと思います。 

  以上です。 

会長   これがすべてだと思いますけど、よろしいですか。 

  じゃあ、そういう意味で稲葉委員からも説明ありましたけれども、場合によったら、

その５日の初日の日に、どなたか立ち会っていただけるんですか。 

建築総務課参事兼主幹   ５日の展示のことをもう尐し詳しくお知らせしますと、大変

恐縮ですが５日、静岡庁舎の方を朝出まして、こちらに来て、午前中で展示したいと考

えておりますので、皆さんに見ていただけるのは午前１０時ころかなとは思っておりま

す。そのときに必要であれば、説明をさせていただきたいと思います。 

会長   僕は、その程度でよろしいかと思うんですけど、どうでしょう。来ていただけ
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る方は、そのときに来ていただいて説明を受けるということで、このパネルに関しては、

それでどうでしょう。７月の件に関しては、じゃあそういうことにさせてください。今

のパネル展示に関しては、よろしいですか、それで。 

建築総務課参事兼主幹   そうすると７月５日午前１０時ころ、蒲原支所の方で特定者

と次点者の展示をして、簡単な説明をする。もう一つ、７月２０日午後１時の件があり

ましたが。 

会長   それはよろしいかと思います、とりあえず。 

建築総務課参事兼主幹   よろしいですか。はい。 

会長   いいですか、それで。 

  それで、もう一件の、その８月２日に設計者を呼んで、その上でいろんな意見を聞く

と、これは非常に有意義だろうと。きょう出たようなことも含めて、いろんな意見が出

ると思いますので、じゃあ、この８月２日の１４時からということで、ここで勉強会を

やらせてもらうということは決めさせていただいてよろしいですか。よろしくお願いし

ます。じゃあ、これで。どなたか、まだ。簡潔に、もう時間も迫っているものですから

よろしくお願いします。 

内藤委員   先ほど、８月２日の設計者との話し合いに現場の先生の出席をと。 

会長   これは検討させてもらってということでどうでしょう。ここで決めるわけにも

いかないと思いますけれども。現場というのは。 

内藤委員   現場というのは、実際に児童。 

会長   設計者が見えるという、今決まっているのは。 

内藤委員   設計者との話し合いが。 

会長   審議会と委員の質問、委員に説明してもらうということです。 

内藤委員   わかりました。 

会長   はい、よろしいですか。 

鈴木委員   プロポーザルの件じゃなくて、その前の要望を出した段階で、ちょっと言

い忘れたものですから、ちょっと前に戻って一言。すいません、私も会議室がやっぱり

足りないというのは同意見でして、私も自分なりにいろいろな計算をしてみますと、会

議室の面積にして２００平方メートルぐらいで、定員にして１００人ぐらい足りないん

じゃないかというのが概略、自分の感覚なんですが、そうするとやっぱりここで言う６

０人規模の部屋と、あと３０人規模の部屋ぐらい、１部屋ずつぐらい恐らく不足してく
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るだろうというふうに自分も思います。ぜひご考慮をいただきたいなあと。 

会長   これ、要望として出しておくということでよろしいですか。 

鈴木委員   設計者の方だけではどうにもならない問題かもしれないので、市の方にお

願いしておきます。 

石野委員   私も大会議室が一つぐらい足りないという計算をしましたけど、ぜひ会議

室をもう一つぐらい。会議室が尐ないというのに、きょうの資料５のところですけどね。

防音してある部屋が６０人のスタジオと小スタジオ３０人、防音、それから和室も防音

と、三つ防音室があるのですけど、和室を防音してしまう理由は、そこにカラオケをや

るということで書いてありますけど、和室を防音されてしまうと、せっかく隣り合って

いる和室が、スタジオにしてしまうとカラオケだけに使ってしまって、何かすごく利用

率が不便になると思うんですけど、防音しない方が広く使えるし、それから外国から来

たときに、いろんな日本の和服とか着たり、茶道をやったりですね。広げてやるんです

よ。今あそこ、文化センター２つ和室がつながっているけど、あの中へいっぱい入るん

ですよ。外国から来年２０周年やるとすると、６０人ぐらい来るとすると、そこでいろ

んなことをやるですね。日本の和室のよさとか日本建築のことについて触れてもらうた

めに、和室があそこしかないので、だから、ぜひ和室は広く使えるように防音しないで

ほしいと思います。カラオケやりたければスタジオ６０人のところと３０人と二つもあ

るんですから、三つもわざわざ防音する必要ないと思います。要望です。 

会長   はい、わかりました。じゃあ、よろしいでしょうか。 

  一忚これで③までの審議を終わらせていただきます。 

  その他に入りたいと思いますけれども、事務局の方、何か。 

戸塚（善）委員   支所長にちょっと聞きたいんだけど、今、コピーサービスをやらな

いということなんですよね。そうしますとね、過日ちょっと（不明）やったときに、１

枚のコピーを欲しいですよね。１枚のコピーを。そのときに下で聞いたところが、コピ

ーサービスはやりません、ただそれだけなんですよ。それで、どこ行ってやるかいろい

ろ考えたら、職員がコンビニ行ってやってくださいと。１枚で。いや、そういうことは

ないでしょう、幾ら何でもね。いや、僕は車で来たからちょっと行きますよ。だけど、

もしこれが年寄りでね、歩くにやっとの人だったらどうしますか。それが住民へのサー

ビスですか。静岡市になったら、こんなになってしまったよっという話なんですよ。静

岡市は全部そうですか。確認しますけど。 
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  いや、ここでね、社会保険のあれを聞いて、最後に１枚コピーが必要だけどというわ

けで、コピーをもらいに来た。じゃあ、１０円出すからやってくださいと言ったら、い

や、だめですと、コンビニ行ってくださいと。こういうことが現実に起こっているんで

すよ。自分がやってるんだから。だから、静岡市というところは、そういう薄情な市で

すか。住民サービスで。 

地域総務課長   今、コピーのことなんですけれども、静岡市、現在、静岡庁舎におき

ましては地下売店の方で有料コピーということで行っております。清水庁舎におきまし

ては４階地域総務課におきまして、コインサービスのコピー機を入れております。蒲原

支所の現在、コピー機については契約を業者の方と行って、現在のコピー機が入ってい

るわけですけれども、ちょっとコインサービス等のコピー機に変更できるかどうか今後

検討をちょっとさせていただきたいと思います。 

戸塚（善）委員   いや、それはわかる。検討はいい。ただね、そうなってから、そう

いうふうにするならいい。現状をということなんです。現状をある程度融通しろという

ことなんですよ。そうじゃないですか。これは苦情になりますけどね。現実に私がそう

いうふうな目に遭ったんだから、もし年寄りが遭ってね。コピーをとるときに、５００

メートルも６００メートルも行かなければならないじゃない。それが静岡の方式かとい

うことを聞いてるですよ。だから、それが清水庁舎、静岡庁舎は、そうなっているから

それでいいでしょう。蒲原は現実が違うんだから、もう尐し配慮するべきだと私は思い

ます。 

会長   要望としてよろしいですか、それで。 

戸塚（善）委員   いや、要望じゃないですよ。これは絶対に、速やかにやってもらう

ということなんです。 

会長   配慮ですね。よろしいですか、これは。 

  その他ありませんか、事務局の方から。 

区政課長   ここで地域審議会委員の方の辞職について、ご報告をさせていただきます。 

  公共的団体を代表する方としまして、蒲原女性の会からご推薦をいただきまして委員

をお願いしてまいりました吉田委員から５月１８日付で辞職願が、市長及び志田会長あ

てに提出がされました。吉田委員には昨年１年間、委員としてご活躍をいただいており

ましたが、一身上の都合ということでありますので、５月３１日付で委員の職を解職す

るというような形になりました。 
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  地域審議会の設置に関する協議書におきましては、委員の任期は２年と定められてお

りまして、その推薦をお願いしました公共的団体にも２年間委員をお願いできる方の推

薦を依頼したところでありまして、その方が任期途中で辞職された場合には、基本的に

は残りの期間について後任の委員は特に補充しないというような形で考えております

が、その取扱いにつきまして今後、会長さんと協議の上決めさせていただきたいと考え

ております。 

  なお、来年６月以降の第２期の地域審議会につきましては、その構成区分であります

公共的団体等の代表者とか学識経験の方、公募市民の内訳等を含めまして、また、本年

度の地域審議会におきまして、改めてご審議いただきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  報告は以上であります。 

会長   ほかに何か。 

地域総務課主幹   地域総務課の天野です。次回の日程について、ご報告いたします。 

  次回の第４回の地域審議会は、（仮称）蒲原地区市民センターの基本設計の報告を受け

る予定となっております。先ほど、所管課の説明にもありましたように、基本設計の完

了が９月中旪の予定となっておりますので、９月の下旪の開催で調整したいと考えてお

りますけれども、基本設計が完了してから開催しなければならないため、具体的な日程

につきましては、基本設計の進捗状況を見ながら調整してまいりたいと考えております。

委員の皆様には、なるべく早い時期、日程が固まり次第お知らせいたしますので、よろ

しくお願いいたします。 

  以上です。 

会長   はい、どうぞ、何か。 

辻委員   いいですか、その他で。一つだけ感じたことを言わせていただきたいんです

けど、５月３０日に視察研修ということで行きましたけれども、とても私も参加して、

もちろん初めて参加したんですけど、びっくりしたんですけれどもね。何か得るものが

皆さんおありだったでしょうか。本当に一日、みんな１０時間もバスに揺られて行って、

向こうで１時間ですよね。質問する内容も余りないようなところで、こっちが逆にアド

バイスしてあげたいような審議会だったように思ったんですけれどもね。どうしてあん

な視察旅行になってしまったのかなと思うんですけど、もうちょっとやるならね。お金

も使ってることですし、私たち審議委員も一日費やしているんですよね、時間。 
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  ですから、そういうことで、ただ行けばいいという視察旅行は本当にむだだと思いま

した。本当に当局の方の姿勢が疑われます。もう本当にがっかりしましたのでね。何に

も得るものがありませんでしたので、やり直していただきたいぐらいです。 

  以上です。 

地域総務課主幹   前回、視察につきましては大変、時間を使わせて大変だったと思い

ます。ただ、選定場所につきましては静岡市と同等の規模、人口規模、３０万人程度の

規模の中で一番近いのを選ばせていただいたもんですから、なかなか候補地が尐なくて

遠いところになってしまいまして、その点は申しわけなく思っております。 

  ただ、全国的に地域審議会というのは設置されておりますけれども、ほかの市の意見

も聞いた方が今後、地域審議会の委員の方にとってもいいんじゃなかと思いまして、視

察を計画した次第ですので、内容が結果的に、こちらの地域審議会の方がなかなか進ん

でいたという現状はありましたけれども、その点ちょっと了承していただきたいと思い

ます。以上です。 

会長   私は、そういうふうに善意に解釈したんですけど、冒頭の意見でも。よろしい

でしょうか。安心したところはあったんじゃないかなと、これも一つの勉強かなと思っ

て私は帰ってきました。私の意見はそんなところです。 

  じゃあ、ほかに、その他の。はい、どうぞ。 

蒲原支所主幹   ５月３０日の視察研修のちょっと会計報告をさせていただきます。 

  審議会委員さん１２名と事務局３名の計１５名が参加しました。まず、収入としまし

て１人２,０００円ずつ徴収しまして、１５名ということで３万円。支出としましては、

豊野支所のお土産代ほか昼食代ですね。合計が２万６,８２５円。収入金額の３万円か

ら支出額の２万６,８２５円を差し引きまして、３,１７５円が残金となりましたので、

これを１５名で割りまして、１人２１１円の返金となります。机の上に分けさせていた

だきました。それで残金が１０円出たんですけれども、これにつきましては歳末助け合

いのときに支所分ということで含めさせていただきますので、ご了承ください。領収書

は裏にコピーをとって張りつけてありますので確認してください。 

  以上で報告を終わります。 

会長   ほかに何かございますか。なければ、本日の議事はこれで終了いたします。 

  本日、会議録の署名は、順番によりまして片瀬委員にお願いしたいと思います。 

  以上をもちまして、第３回静岡市蒲原地区地域審議会を閉会させていただきます。皆
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さんどうもありがとうございました。 

 

                     （午後３時 50 分 閉会） 
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