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平成１９年度第８回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２０年２月８日（火） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所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、宮田委員、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 

        （関係課）高野子育て支援課長、萩原中央公民館副参事、菊島中央公民

館主査 

（事務局）田島理事、三宅区政課長、久田区政課統括主幹、高田区政課

副主幹、望月地域総務課長、天野主幹、原蒲原支所長、山崎

参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）前回の地域審議会での懸案事項について 

 （２）アンケート調査結果及び来期の委員構成について 

 （３）合併建設計画関連事業についての意見聴取について 

 （４）その他 
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蒲原支所参事兼統括主幹   お待たせしてすみませんでした。 

ただいまから、平成１９年度第８回静岡市蒲原地域審議会を始めたいと思います。 

  本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

  ここで、あらかじめ御報告いたします。 

  本日は、野村委員が欠席ということで連絡を受けております。それから、鷲巣委員と

須藤委員がおくれるという連絡を受けております。よって、１５人の委員が出席されて

おりますので、会議は成立します。 

  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、資料１、アンケート集計結果。資料２、静岡市・由比町合

併に伴う一部事務組合の取り扱いについてであります。お手元にございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

  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。 

会長   皆さん、どうもお忙しい中、ありがとうございます。審議会も回を重ねまして、

本年６月が我々の任期２年ということになると思いますから、きょうの会議と、それか

ら恐らくあと１回ぐらいということで、我々の任期２年終わると思います。残された、

少ないですけれども、ぜひ有意義な討論をしてもらって、次へとバトンタッチしていき

たいなと思いますので、本日の会議も含めて、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、志田会長に進行をお願いしたいと思います。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。会議録作成のために、発言の際に

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をお願いします。 

  また、本日の会議は、およそ２時間ということですので、スタートが遅れてますから、

４時過ぎたころに終了を予定していますので、よろしく御協力をお願いします。 

  それでは、議事の（１）前回の審議会での懸案事項についてということを題しまして、

前回の地域審議会の席上、委員から質問やお願い等が出されましたが、それについて、

事務局からの説明をお願いいたします。 
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中央公民館副参事   中央公民館の萩原です。前回、平面図だけでは、建物、新しい文

化センター、蒲原市民センターの形がよくわからないので、何か絵とか模型とかつくっ

てもらえないかという要望をいただきました。 

  検討したのですけれども、模型をつくるとなると、今の予算に入ってなかったもので

すから、結構なお金がかかってしまうということで、パースと言いまして、斜め上から

見たような絵をつくることにします。３月の末までにつくってくれということで、きょ

うも設計者にお願いをして、何とか間に合わせてもらうつもりではおります。 

  以上です。 

地域総務課主幹   地域総務課の天野です。蒲原地区における決算額を知りたいという

お尋ねでありますけれども、今の市の現状では、地区別の決算額は、人件費や全市域に

またがる経費、この案分が非常に困難であるということから、一切、そういう地区別の

決算額は算出していません。 

  したがいまして、蒲原地区において支出した決算額についても、算出してないという

ことであります。 

  以上です。 

会長   そのほか、ございますか。 

  今の２点について、どなたか質問ありますか。これに関連したことで。はい、どうぞ。 

内藤委員   内藤です。私が設計図とか模型を、市民の皆様にお知らせしてほしいとい

うことをお願いしたですけれども、今のお答えで、３月になったら、斜め上から見た図

面を出すという御回答いただいたんですけれども、もう１点、私たち最初にもらいまし

たね、平面図で３枚ぐらいになっている。１階、２階、３階のフロアの図面ですね。あ

あいう形は、もう出ていると思うので、あの形を回覧板で、町民の皆様に回覧して、今

度の市民センターはこんな具合で、全体がこんな具合で、１階、２階、３階のフロアが

こういう形にできるだよということをお知らせすることは可能じゃないかと思うんで

すけれども、その点はどうでしょうか。 

中央公民館副参事   中央公民館の萩原です。わかりました。 

  ただ、まだ図面の細かいところを詰めている段階なものですからいつごろ出せるか、

きょうも打ち合わせをして、細かいところを変更してくれとか要望をして、幾つかの課

と設計者と打ち合わせをしながら、変更をしていく段階なものですから、どの時点で出

すかというのがありますが、わかりました。回覧板か何かで、平面図を出すようにしま
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す。 

会長   よろしいですか。 

  ほかに何か。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。先ほど、蒲原の方へ出す、財政の方の話をちょっと

伺いましたけれども蒲原とは別個にしろということは、土台無理な話ですよね。 

  でも、大ざっぱに、どのぐらいの工事をして、どうなっているというぐらいの決算額

は出てくるじゃないですか。 

  まだ決算額が出ないとはいっても、でも一応、年間１１億円ぐらいは、職員の必要経

費で、蒲原の。元の蒲原の職員が静岡へ行ったんですから。だけど、じゃあ投資効果が、

投資する、蒲原の投資。蒲原に投資してくれるお金が、大体どのぐらいあるかというこ

とですよね。 

地域総務課主幹   地域総務課の天野です。 

  単体の、皆さんに配付した事業ごとの予算とか、決算についてはわかりますけれども、

じゃあ、蒲原地区に特定した経費となると、やはり人件費とか、市全体に係る経費とい

うのがありますので、その辺があるものですから、蒲原地区だけ幾らかかったかという、

投資したかというのは、事業の単体での決算とか、そういうのはわかると思うんですけ

れども。 

  例えば、清水区、葵区、駿河区、じゃあどれくらいかというのは、算出が困難という

ことです。 

戸塚（善）委員   ということは、結局、細かくはできないということですね。 

  そうしますと、ちょっとお聞きしたいですけれども、静岡の財政力指数というのは、

どのぐらいになったんです。全体の。 

  というのは、予算を一生懸命あれしてますよね。 

蒲原支所長  ちょっと保留いただけますか。資料をお持ちします。 

戸塚（善）委員   その間に、ちょっとあれしますけれども。 

  けさの新聞あたりを見ますと、公債比率が２２年までに１８．１になるという、もう

予想がたってますね。静岡市でも、予算を組んだ時点でそういうふうな予想をたててま

すよね。 

  そうすると、今はまだまだ、１４から１５％でいるですか。それとも、１４から１５％

でも、もうあれですよね。イエローカードかレッドカードか、もう出ている状態ですよ
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ね。公債比率が。１８．１になっていますよ。けさの新聞では。２２年。 

  そうなりますと、もう許可をもらわないと、借金できないということでしょう。１８

過ぎると。 

  そして、今、これ財政的な、おかしなことを言うようですけれども、行政改革審議会

の中から拾ってくると、５年間で１２５億円削減するって出ているですよね。ホームペ

ージに出ていますよ。そうすると１年に２５億円削減するわけですよね、計算上では。

だから、そっちを削減しても、そっちが上がってくれば、何もならないじゃないかとい

うことになるです。 

  だから、蒲原の場合は、そんなこと言って申しわけない。１つの財布になったからし

ょうがないですけれども、結局、財政力だって１００ですから。公債比率だって、９．

２から９、３で済んでいるわけですから。そうすると、健全財政で蒲原はいったという

ふうな自負は、私ら持っているんです。 

蒲原支所長   すみません、蒲原支所の原です。 

  私が今、御説明する数字の根拠は、市勢概要といいまして、市の議会事務局でまとめ

たものです。 

  それによりますと、普通会計の決算の中では、１７年度と１８年度が出ております。

１７年度の財政力指数が０．８７、１８年度が０．８９でございます。１９年度は、年

度中途なもので、最初の締めくくりの数字というのは、決算統計でかたまると思います

ので、まだでございます。 

  一応、そういうことで財政力指数については、近似値は０．８９と、こういうことで

ございます。 

 実質公債比率を知りたいですか。資料を持ってきます。 

事務局   実は私、財政当局ではありませんので、本来お答えすべき話ではないのかな

と思っています。本来、こちらに財政のプロが来まして、皆さんに、もし質問があれば

お答えをするのが筋論かなと思っておりますけれども、きのう、たまたま局長会議の中

で、実質公債比率の状況につきまして、実は説明ございました。それが新聞に載ったと

いうような状況でして、先ほど、委員さんがおっしゃるように、平成２１年度に１８．

１％、いわゆる１８％を超えますと、国の許可をいただかないと起債が借りられないと

いうようなことに陥ってしまう可能性があるということでの、発表があったというふう

に理解をしております。 



 

 ―６― 

  これにつきましては、当然、財政当局としてもそうならないように、財政等を引き締

めて、あるいは充実財源等の確保をしながら進めていくじゃないかなと思いますけれど

も、いずれにしても、私は財政当局ではありませんので、これをどうしてやっていくの

か、あるいはどうするのかということはお答えできませんけれども、確かに、そういう

話はありましたということしか申し上げられないという状況でございます。 

  それで、現在の実質公債比率は、その資料もございますので、それもお答えをさせて

いただきます。 

  それでは、ちょっとお答えをさせていただきます。 

  実質公債比率でございますけれども、平成１９年度、これは予測になりますけれども、

１６％。２０年度１６．９％、２１年度１７．６％、２２年度１８．１％、２３年度１

８．３％というような財政計画、こういう見込みを立てているという状況です。今のま

までいけばですね、あくまでも。今のままでいけば、こうなりますよと。ですので、こ

の辺を何とかしたいというのが、財政当局でのお話ということになっております。 

戸塚（善）委員   それで、行政、財政審議会ができて、その中で１２３億円を５年間

で削減するというふうなのが、ホームページに出ていましたけれども、そうなりますと、

結局、それでやってきた、こっちが足りなくなってくるというのが、余りにも急激にや

ると、２５億円から３０億円というと、結構な金額になりますから、それでいきますと、

バランスが、だんだんおかしくなってくるような感じが、ここでそんな話をしてもしょ

うがないですけれども。 

  やっぱり、どうしても我々の、静岡が政令指定都市とはいっても、政令指定都市はど

うだったかというと、国と直結しているから、何でも県の許可もなしに、国から何でも、

許可がおりるだよとか、いろいろなことを聞いて、そういうふうなあれになってますか

らね。 

  今の場合は、まだまだ県に首根っこをつかまれているようなのが、静岡の政令市じゃ

ないか。 

  今、浜松が政令市、静岡が政令市、あと何年かたてば沼津が政令市になると、県は要

らなくなって、道州制に移行するという最初の話し合いの（不明） 

会長   戸塚委員、審議会の本筋に戻りましょう。それは後で、もし、場をつくっても

いいですから。時間がないですから、そうしてください。 

  ほかに意見ありますか。はい、どうぞ。 
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内藤委員   内藤です。先ほど、決算額をということで、地区別には算出していないと

いうお答えをいただいたんですけれども、去年の４月の第１回審議会でいただいた資料

２の合併建設計画蒲原地区関連事業等というので、皆さん持っていると思うんですけれ

ども、補正後の１８年度の予算額と、１９年度の当初予算額の１から７３の細かい項目

に対して、それぞれ予算が計上されている資料をいただいたんですけれども。 

  これに対して、この事業の執行状況というのが、１年たって決算で出たじゃないかと

思うんですけれども、その辺の形で、蒲原町のこの７３項目における、その中には、例

えば６４番目の直轄道路といって、本当に蒲原地区には、住民には関係のない、バイパ

スの負担金の８億３，０００万円だって入っているのもあるんですけれども、それ以外

の、この細かい項目に対しての執行状況の決算額というのは、出るんじゃないでしょう

か。 

地域総務課主幹   地域総務課の天野です。 

  今、委員のおっしゃるとおり、事業ごとの決算調査については、今後、企画サイドの

方で年１回やりますので、それは、また結果が出次第、御報告できると思いますけれど

も。 

  まだ、今は調査前ですので、具体的には出ておりません。 

  以上です。 

内藤委員   じゃあ、出ましたら報告の方をよろしくお願いいたします。 

会長   ほかに、どなたか。 

  質問がないようですから、次の２のアンケート調査結果についてを議題とします。 

  子育て支援課は来ている。じゃあ先ほどの説明を。 

子育て支援課長   すみません、子育て支援課でございます。遅くなって申しわけあり

ませんでした。 

  こちらの議事録の方にあります、児童館のことにつきまして、ちょっと説明をさせて

いただきます。 

  先日来、皆様方の方から御意見等をいただいているのは、文化センターにございます

児童室が、解体工事に伴いまして使えなくなるということで、その代替を考えるべきで

はないかというふうな、そういう課題をいただきまして、私どもの方でも調整させてい

ただきました。 

  結論から申しますと、蒲原西部保育園を借りまして、１階のお部屋になるですけれど
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も、８０平方メートルぐらいあるということで、小学校の教室よりちょっと広いぐらい

の大きさになるんですが、そこを借りまして児童室、現在の文化センターの児童室のか

わりの施設と言いますか、位置づけをいたしまして、解体工事が始まった段階で、児童

室というふうな、代替ということで使っていきたいと考えております。 

  一応、保育園ですので、土曜日までやっておりますが、日曜、祝日はお休みなもので

すから、それにあわせまして、月曜日から土曜日まで、朝は児童館と同じように９時か

ら５時半まで開館して、使っていただくという、そういうことで今、準備を進めている

ところでございます。 

  以上でございます。 

会長   よろしいですか。これに関しては。はい、どうぞ、内藤委員。 

内藤委員   これも私の質問で、御配慮していただいてありがとうございます。 

  本当は、蒲原ってすごく細長い町なものですから、今の文化センターのところにあれ

ば一番いいかなと思ってはいたんですけれども。西部保育園というと、わりかし西の方

のはずれになるものですから、ちょっとあれですけれども、でも、すごく配慮していた

だいてありがとうございます。 

  １点お聞きしたいですけれども、この児童館に配属する構成員ですね。構成員の先生

は、保育士が来るのでしょうか。 

  こういう質問をなぜさせてもらうかと言いますと、児童館というのは、性質上、箱物

を建てればそれでいいというものじゃないですよね。結局、児童館を運営する構成員の

先生のスキルとか、ノウハウとか、そういうものによって、すごく児童館が繁盛すると

言ったら、ちょっと言葉がおかしいですけれども、子供たちがすごく大勢来て、児童館

がすごく、本来の機能を果たすというのは、児童館を運営する構成員の手腕にかかって

いるものですから、どのような方が来るのかなというのを、ちょっとお伺いしたいと思

います。 

子育て支援課長   子育て支援課です。まだ、具体的に人選はしておりませんけれども、

児童室でいろいろな、現在やっているような幼児教室ですとか、お母さん、お父さんた

ちの相談にのれるような、何らかの資格を持った方、そういうノウハウを持った方をと

いうことで考えてはいます。 

  まだ、具体的には人選しておりません。 

会長   よろしいですか。 
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内藤委員   じゃあ、人選のときには、その辺を考慮して、よろしくお願いいします。 

子育て支援課長   参考にさせていただきます。 

会長   それでは、（２）アンケート調査結果についてを議題とさせていただきます。 

  順序といたしまして、まず、事務局からアンケート結果の報告をしてもらいまして、

その後、委員の皆様からアンケート結果を見て感じたこと等の意見を出していただきた

いと思います。 

  そして、皆さんの意見聴取後に、それらを踏まえて、来期の地域審議会委員の構成に

ついて、区政課から説明していただく予定であります。 

  では、事務局から報告をお願いいたします。 

蒲原支所参事兼統括主幹   蒲原支所の山崎でございます。 

  お手元に把握しましたアンケート集計表をごらんいただきたいと思います。 

  一番後ろに調査票が載っております。それに回答していただいたものをまとめたもの

であります。 

  まず、「①年間の地域審議会の開催回数は」ということで、少ないと答えた方が１８人

中２人、それから適当と答えた方が１８人中１６人ということで、おおむね適当ではな

かったかというふうに思っております。 

  少ないと答えた方で、「適当な回数は何回ぐらいですか。」という問いですけれども、

１０回が適当であるという人が１人、それから１０回から１２回が適当だという人が１

人おりました。 

  次に、「②の地域審議会の実施時間」ですけれども、短いという方が１８人中４人、そ

れから適当という方が１８人中１４人、長いという方はおりませんでした。 

  短いと答えた方で、「適当な時間は」ということですけれども、２から３時間が１人、

それから２．５時間から３時間が１人、３時間が１人、８時間が１人という回答があり

ました。 

  それから、次に、「③の今までの審議内容は」ということで、適当であったが１８人中

１４人、それから不適当であったが１８人中４人ということで、この４人の方に、どん

な審議内容が適当だったかということをお聞きしましたところ、そこに黒ポツで４つほ

ど書いてあります。それが委員の皆さんのお答えであります。 

  それから、「④の委員の構成について」聞きましたところ、２０人、現在、今、１８人

ですけれども、当初の人数が２０人ということで、２０人が適当という方がちょうど半
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分の９人、それから多いと答えた方が９人ということで、ちょうど真っ二つに分かれま

した。 

  それで、多いと答えた方に、「適当な構成人員は」ということで聞きましたところ、５

人という方が１人。その括弧内に構成の人員が書いてありますけれども、それから、１

０人から１２人が１人、１０から１５人が１人、１３人が１人、１２から１５人が１人、

それから１５人が２人ということで、１０から１５人が適当ではないかというふうに、

多いと答えた方が思われているようであります。 

  次に、めくっていただきまして、２ページ。地域審議会委員として、来期も活動をし

たいとお考えですかということで、活動したいと答えた方が１８人中１５人、それから

活動したくないと答えた方が２人、どちらでもよいという方が１人おりました。 

  それから、そこにいろいろな意見が書いてありますけれども、上２つが活動したくな

いということで、返ってきた理由であります。 

  それから、その下からが、「活動したい理由」として書いてありますけれども、主なも

のをあげますと、建設計画を責任持って達成したいとか、見守りたいというような理由

で、今後も続けたいということであります。 

  それから、市民センターの完成まで見守りたいという委員さんも多いようでした。 

  それから、蒲原地区の活性化のためにお手伝いをしたいという委員さんもおります。 

  それから、蒲原地区がまちづくりにおいてどう変化していくのか、経過を見たいとい

うような、このような意見が多いようでありました。 

  次に、３ページの「⑥今後どのような審議内容で地域審議会を開催すべきだと思いま

すか」ということで、委員の皆さんの意見がそこに載っております。 

  主なものを挙げますと、合併建設計画の進捗状況や位置づけ、そして新規事業を含め

検討し、第２次総合計画に搭載できるよう、具体的な審議をしていきたいという意見が

多かったようです。 

  それから、地域住民の生活環境の検討をしていきたい。それから、住民の声や身近な

問題を見落とさず拾い上げて解決していく内容で審議したいという内容。 

  それから、このような意見で、短期決戦でなく、時間を有効活用し、対話方式で審議

会をやってほしいというような意見もございました。 

  最後に、４ページがその他の意見ですけれども、ここは皆さんに読んでいただきたい

と思います。 
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  事務局からは、以上です。 

会長   事務局から、アンケートの結果について、報告がありました。このことについ

て、何か質問がありますか。 

  ないようですので、それでは、委員の皆様からの御意見を伺いたいと思います。これ

に附属したようなことで意見があれば、この際、出してもらいたいと思います。 

  アンケートに書き込んだことで、十分ということでよろしいでしょうか。 

  じゃあ、意見がないようですので、このアンケート結果は、今までのを含んで、区政

課から何か説明があれば、説明させていただきたいと思います。 

区政課長   区政課の三宅です。お願いします。 

  区政課から、来年度になりますが、第２期地域審議会の委員の構成などについて、御

説明をさせていただきます。 

  これ、現在の第１期地域審議会委員の皆さんの任期が６月１１日で満了を迎えること

になりますので、その次の第２期となりますことしの６月１２日から２年間の委員の構

成や、その人数などについて、事前の手続なども必要なものですから、その基本的な考

え方について御説明をさせていただきます。 

  まず、地域審議会の委員につきましては、合併に伴いまして締結しました地域審議会

の設置に関する協議書もございます。そちらにおきまして、１点目として、委員は２０

人以内をもって組織すると。 

  ２点目としまして、委員は１、公共的団体等を代表するもの。２、学識経験があるも

の。３、公募の市民の３つの区分から市長が委嘱するというふうな形で、規定をされて

おります。 

  基本的には、この規定に基づきまして、手続を進めていくことになるわけですが、こ

のほかにも、市民は附属機関の設置及び運営に関する指針というものがありまして、こ

の審議会につきましても、附属機関としまして、この指針の規定が適用されることにな

ります。 

  その指針には、委員の構成としまして、女性の登用が３０％以上になるように努める

こととか、公募の委員は２０％以上にするとか、あと委員の数は、原則として１５人以

内とすることなどが示されております。 

  ただ、委員の数が、先ほど申し上げた、協議書では２０人以内となっておりますので、

指針で１５人以内と異なっているわけですが、この合併に伴う協議書につきましては、
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これは地域審議会の設置条例に相当するものなものですから、協議書の規定の方が優先

するものと考えております。 

  それらの規定に基づきまして、第２期の審議会委員の構成などについて検討していく

わけですが、まず、公募の委員につきましては、少なくとも２０人の２０％ということ

で、第１期と同じ４人ということで募集をしていきたいと考えております。 

  今後の予定としましては、前回もそうだったんですが、３月１日号の広報紙に募集の

記事を掲載させてもらいまして、募集は３月の中旪から４月の中旪までの１カ月間、主

に蒲原支所で募集を受け付けることになっております。 

  受付後、面接等を行いまして、５月ごろには第２期の公募委員の、先ほど申し上げた

４人ということで決定されることになると思います。 

  次に、公共的団体の代表者につきましては、この審議会当初は５つの団体から委員が

選出されておりましたが、その後、辞職とかがございまして、現在は自治会と商工会、

それから農協からそれぞれお一人ずつ、３人の方に委員をお願いしているところであり

ます。 

  そして、第２期としましては、委員構成の全体のバランスから、少なくとも、先ほど

申し上げた公募委員が４人という形でありますので、少なくとも４人という形が望まし

いのではないかと考えております。 

  具体的には、今後、現在の公共的団体を基本に調整をさせていただきまして、新年度

になりますが、その団体から改めて御推薦をいただくような形で考えております。 

  最後に、学識経験者につきましては、今申し上げた公募による選考とか、公共的団体

からの推薦とかという手続ございませんので、特に期限とかございませんので、今現在、

説明するところはございません。 

  以上によりまして、最終的に第２期の委員の数が決まってくるわけですが、ただ、先

ほどのアンケート調査の結果にありますように、委員の構成について、２０人が適当と

した方と、あとそれが多いと答えた方が半々となっております。また、それに関しての

さまざまな御意見もいただいていますので、それについて、今回の参考とさせていただ

きますが、また今後の検討課題としていきたいと考えております。 

  説明は以上であります。 

会長   今の説明について、どなたか質問ございますか。どうぞ。 

石野委員   先ほど、アンケートの結果、続けてやりたいという方が１８名中１６人い
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らっしゃいましたよね。地域審議会の設置に関する協議書の第５条の２に、委員は再任

されることができるという項目がありますけれども、この場合、どういうようにこの条

文を扱うのか。 

  １５人残りたいという要望が出ていますけれども、この再任されることができるとい

う、これをどういうふうに当てはめていくのか、それをお伺いします。 

区政課長   区政課の三宅です。 

  確かに、協議書の第５条の２項に、委員は再任されることができるという規定がござ

います。 

  ただ、これにつきましては、選考された結果、再任を妨げないというふうに理解して

おりますので、先ほど申し上げましたように、公募による選考、それから団体からの推

薦とかがございますので、その結果、ちなみにこの協議書だけでなくて、市の方の指針

につきましても、再任は妨げないというような規定になっておりますので、同じような

形で考えております。 

  以上であります。 

石野委員   学識経験者の中に、旧蒲原町時代の議員さんが入っておりますよね。その

方は、どういう扱いになるですか。これからも同じように学識経験者というように、扱

うように考えていらっしゃるでしょうか。 

区政課長   区政課の三宅です。 

  先ほども、特に学識経験の方には手続とか基準とかがございませんということでお話

させてもらったですが、ただ、この選考につきましては、最終的には、幅広く適切な人

材を選任するというのが、この附属機関の選任の基本原則になりますので、それにのっ

とった形で選任されていくというふうに理解しておりますので。 

  それ以上のことは、私の方でも申し上げられません。 

  以上です。 

会長   よろしいですか。 

  ほかに、どなたか意見。 

佐藤委員   佐藤です。これ、ちょっと意見ということですけれども、今、説明をされ

た以外に、例えば審議が余りなくて、この委員会の方に出らないというケースもあると

は思います。私も実は、欠席したことがあります。 

  ただ、その出席率なんかも、第１期の出席率ですよね、各委員の。そういうものもひ
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とつ、選考する１つの判断にしていただきたいなと。 

  これ、私の意見としては、少なくとも半分は出てこないと、審議会委員としての責務

も果たせないし、内容もわからないというふうなことにもなると思います。何％にする

かはお任せしますけれども、そういうのも１つ、選考の中に基準として考慮、入れてい

ただきたいなというふうに思っています。 

内藤委員   内藤です。公募の人数なんですけれども、２０％以上とさっきおっしゃっ

たと思うんですけれども、公募してくる市民の方というのは、論文を書いたり、すごく

前向きに、蒲原地域のことを、地域審議会のことを考えて応募してくる皆さんだと思う

んです。 

  前回も、１０人くらい公募があって、そして静岡市の方で面接で３人、４人かな、公

募でってあがってきたですけれども、その時点で、公募を落ちてしまった方が多数いる

と思うですね。 

  だから、公募で申し込んでくるという人は、すごくやる気とか、そういう蒲原地区の

ことをもっとこうしたい、ああしたいとかという、そういう気持ちがすごく強い方だと

思いますので、私としては、公募の人数をもう少しふやしていただけたらなと思います。 

  それからもう１点、公募の人の当否を決める、面接をして決めるとお伺いしたんです

けれども、どういうところを基準に、そういうことを、当否を考えているのかなという

ところ、もしよかったら聞かせていただきたいと思いますけれども。 

区政課長   区政課の三宅です。 

  今の公募委員の考え方の、２０％以上と指針にあって、一応、それで今回、前回と同

じ４人ということでお話をさせてもらったんですが。 

  確かに２０％以上ということですから、増やすことも可能ではあると思います。ただ、

やっぱり全体の人数もございますので、その中で、やはり選考をさせていただくという

形になりますので、御意見として伺っておきます。 

  それから、面接ですが、これにつきましては、先ほどちょっとお話ありましたように、

前回の、２年前になりますけれども、やはり公募をさせていだたいて、たしか１２名の

方が応募をされて、そのうち４人という形で。 

  その際には、応募要綱にもございましたとおり、小論文と、あと面接によって決めさ

せていただくという形とさせてもらいました。 

  今回も、またその要綱もつくりまして、また支所にも置かせてもらうですが、基本的
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には、同じような形で考えておりまして。ただ、選考の基準というのは、また委員会を

つくりまして、そこで実施をさせていただく形になるものですから、どういう形でとい

うのは、何とも申し上げにくいというふうになります。 

  以上です。 

会長   よろしいですか。ほかにどなたか。はい、どうぞ、鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。 

  実は、私はちょっと２０人は多いかなという形でお答えしている人間のうちの１人で

すけれども。 

  公募の人数が多い方がいいとか、団体代表が多い方がいいとかという議論もあると思

うんですけれども、私は、３つの出所の方々が、バランスよく、同じくらいの人数がい

るのが適切なのかなというふうに、自分は感じます。 

  あと、市の方に、ちょっと伺いたかったのは、先ほど、女性を３０％以上にしたいと

かというお話が指針にあるというふうに伺ったんですけれども、年齢構成に関しては、

何か、指針か、あるいは内部でこうしたいという御意見がおありなのかどうか。 

  大変、失礼なんですけれども、若干、平均年齢高めかなとは、正直言って思うもので

すから、その辺でどうでしょうか。次回の委員の年齢なんか、お考えの部分ございます

でしょうか。 

区政課長   区政課の三宅です。 

  人数が多いというか、また３つの区分、これは先ほども言った、協議書で決まってお

りますので、同じぐらいにということも、１つ意見として、参考にさせていただきます。 

  あと、年齢の件ですが、この指針におきまして、一応、定めがございまして、委員は

年齢構成に偏りが生じないよう、選任するものとし、委員の定年は設けないという形で、

特に年齢的なものについては、制限はございません。 

会長   よろしいですか。 

  望月委員。 

望月委員   望月でございます。審議会というのは、非常に大切なのはわかるですが、

やっている人に、だれか専門的な、調整とれる方ですね。当局側とこの中の。それで、

審議会というものを十分把握している人が必要じゃないかと。 

  さっきもあったけど、事業費がわからないというけれども、人件費までやっていたら

わからないはず。だけど、大まかに、この前、久朗津さんも来て６億円だったけど、今
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度は１億７，０００万円使いすぎてますよというような答えを出してくれないと。 

  下水道ってもう、発注してしまって、どこでやるかという答えができていても、当局

は答えませんね。ああいうのを、わかっている人がびしっと、当局側も言えないことも

あるけど、言えることはどんどん言って、いかないとまずいじゃないかと。 

  審議会というものがどういうものであるかというのも、また委員もはっきり、何回も、

須藤さんが言ってもわからないような方がいるですがね。ただ、議会の延長じゃないと

いうことで。審議会というのは、確かに市長が言われたことを審議していく、その方向

にいく中で、この地域がどうしたらいいかというものを審議するのが、審議会というこ

とを、しっかり委員が把握してないとまずいじゃないかと思います。 

  ちょっと偉ぶったいい方してますが、以上でございます。 

会長   これはいいですね。わかりました、意見としてお伺いしておきます。 

  ほかに。どうぞ、石野委員。 

石野委員   ２年間、市民センターの建設について審議している過程で感じたことは、

建築関係の専門的な学識経験者がいらっしゃらないので、非常に審議が停滞したりした

と私は感じましたけれども。 

  これからは、その２年間の中で、主な審議内容について、精通している学識経験者を

１名ないしは２名は入れていった方が、これからの審議はスムーズに行くじゃないかな

と思います。 

会長   そういう意味での学識経験者ですね。 

石野委員   そうです。 

会長   にしてもらいたいということですね。はい、わかりました。意見として聞いて

おきます。 

  ほかにどなたか。よろしいですか。 

  じゃあ、これで質問も出ないようですから、次の地域審議会の委員の構成については、

次回の地域審議会の席上で、区政課からまた改めて発表してもらいたいと思います。 

  それでは、次に、（３）に移る前に、１０分ばかり休憩させてもらいます。 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時０３分 

会長   それでは、再開したいと思います。 

  次に、（３）合併建設計画関連事業についての意見聴取についてに入ります。 
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  委員の皆様には、第６回地域審議会で合併建設計画の関連事業について、視察を行っ

てもらいました。そこでその視察を通して感じたこと、またアンケートの３ページにも、

今後どのような審議内容で地域審議会を開催すべきか、皆さんの意見が掲載されていま

す。 

  これらを踏まえて、合併建設計画関連事業をどのように取り合っていくか、意見を出

していただきたいと思います。 

  意見がありましたら、ぜひ皆さん、よろしくお願いいたします。 

辻委員   辻です。この間、皆さんと視察した箇所ですけれども、中には、えっ、ここ

がというようなところが何点かあったと思うんですね。 

  例えば、神沢ですが、一番端っこの、一番初めに見たところですかね。あそこなんか

も、だれの土地か、公共の土地じゃないわけですね。そうすると、買ったりとかで整備

していくということでしょうけれども、公園にするにしても狭いですし、それから、道

路が挟まってますよね。そうすると、子供たちにとっても、余りふさわしくない土地だ

と思うんですよね。 

  そういう観点からも、やっぱり全部見直さなければならないところがほとんどだった

なという感じだったんですけれども。 

会長   わかりました。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。この合併建設計画に伴ういろんな事業、過日、示していただい

た項目、全部で、今載っているのが、項目としては７３項目あるんですけれども、これ

を見直ししたりしながら、どれを優先してとか、早くやってもらわなければいかんとか

あるかと思うんですが、合併建設計画の根っこにある基本的な考え方につながるような

ものであるならば、ここに項目として載っていないようなものでも、ごくごく最近感ず

ることとか、そういうものもテーブルにあげて、そして新たな事業として、検討して、

まとめていくということも必要ではないかなというふうに思います。 

  建設計画にある基本的な考え方から、ものすごく外れてしまったようなものはちょっ

と無理かもしれませんけれども、無理矢理でもつなげて、必要なものは検討して項目を

上げていくということをしながら、かつその項目が第２次総合計画にきちっと間に合う

ように、ここ一、二年ですかね。検討期間としては。 

  ２０年度、２１年度、２２年度から第２次になりますので、新たなものもという考え

で、皆さんとそれをテーブルにあげていく作業ができたらなというふうに思います。 
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  以上です。 

会長   ほかに。宮田委員。 

宮田委員   宮田です。この建設計画の５８番のところに、「蛭沢通線道路新設事業」

という項目があります。 

  先日視察した中でも、これちょっと見たと思うんですけれども、最近、小金の踏切も

神沢の方の踏切も、ＪＲの何分に１回とか、かなりの本数が増えて、通るのは３車両で

すか、あのぐらいの数のものが、数多く通るようになって、踏切についても渡る時間が

かかると。 

  それについて、この間は、小金のところで水道管なんかの工事をやってたんですけれ

ども、それについても、工事をやっていたりすると、交互するにもすごく時間がかかる

し、かといって、あちこち迂回するにしても、新田浜の人間は、かなり時間のロスと、

神沢の方まで行かなければならない。それと、蒲原駅の下の道をいく、南北道がかなり

少ないんですよね。今は車社会で、これだけの車で移動する人が多いにもかかわらず、

南北の道が狭いところがかなり多いと思うんですよ。 

  それについて、この蛭沢通線というのが高架で、静岡銀行のところですが予定という

話を聞いているんですけれども、そこら辺の話というのを、これからの合併、この建設

計画の中で大きな事業として、ひとつ取り上げていっていただきたいんですけれども。 

  そこら辺は要望としてお願いしたいと思います。 

会長   ほかに。中島委員。 

中島委員   中島です。この建設計画の事項です。２０年度予算にどの項目が予算化さ

れているか。２１年の計画はこうなっているという、そういうのがありましたら、ぜひ

提出してください。 

会長   今、ここで。 

中島委員   今じゃなくてもいいですけれども、そういうのがないと、どの項目がどの

ような、順序になっていくのかちょっとわかりませんから、そこらあたりもはっきりし

ていただきたいというふうに思ってます。 

会長   それはまた、要望事項で。はい、わかりました。 

  寺門委員。 

寺門委員   寺門です。この間、各計画している事業の場所を見て回ったわけですけれ

ども、簡単にできるといっては語弊がありますけど、そう時間をかけなくてもできるよ
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うなところは、できるだけ早く実施していただくということが、１つお願いです。 

  それから、それはなぜかと言うと、各地域、神沢地域は神沢地域、堰沢は堰沢、小金

は小金、新田は新田、堀川は堀川、また日の出町ですか、各地域から１つの、昔からの

懸案事項としてのぼってきているものがあるわけですから、ぜひ、そういうところをで

きるだけ手のつけやすいところから、早く実施していただくと。 

  それで用地買収とか、いろんな形があるでしょう。住民へ説明し、納得していただく

というところもあるかと思いますけれども、そういう事業については、時間をかけなが

らやるしかないわけですから。そういうものを、事業別に見極めて、ぜひ早期にできる

ものは早期にやっていただくと。予算の内容も、財政的にはあろうかと思いますけれど

も、できるだけこっちへ力を入れていただくというような形をお願いしたいと思います。 

  以上です。要望です。 

望月委員   望月でございます。先ほど、宮田委員が言いました蛭沢通線ですが、私も

過去２回言ってあるですが、これは、宮田さんが言われたとおりと同時に、本地域は津

波の恐れもあるし、また、火事とか防犯上、線路なので、電車が通ると向こうに行けな

いわけですね。どうしても必要だという形で取っておると同時に、これは合併する前に、

議長であった伊東さんが来て、こんなふんどしみたいな町で、立体がなければこんな不

便なものはないと。合併すれば、格差是正というのでできるんだよ、やりましょうと言

った。 

  私ももう、できるものだと思っていたですが、市長自体も来て、「この約束をしたので

やるのか。」といったら、「やる。」と言っていますからね。これはどんなことをしても、

審議会、小さいものがいつでもできるような気がするですがね。 

  審議会の一致の考えを持って、市長に直接来てもらうとか、審議委員の人がみんなで

行って、これだけは蒲原町として、審議会としてやってもらわなければ困るよというよ

うなやり方までしないと、今のやり方でいっていると、何だかすぐ、構造令だとか、難

しいことを言って、予算がないとかというんだけれども、ここだけは合併した中の１つ

の大事業として、提案していただければ、私はありがたいと思っております。 

会長   わかりました。ほかに。はい、どうぞ。 

宮田委員   宮田です。蒲原の東小、西小もそうだと思うんですけれども、子育て支援

の放課後児童クラブの件につきまして、これからまだ少子化で、どんどんどんどん子供

の数が減るという話は聞いております。 
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  しかし、現在、１年生から何年生まででしたっけ。ちょっとわからないんですけれど

も、放課後児童クラブへ預ける過程の、過程というか、多いと思うんですよね、今ね。 

  実際、ペーパーテストじゃないんですけれども、仔細のことをやって、面接をやって、

受けると。いい悪いを判断するという、そういう形をとっていると思うんですけれども、

ここら辺の基準はともあれ、なるべく児童クラブへ、全員が希望するなら希望するだけ

の、児童が入れるような、そういう体制を整えていただきたいんですけれども。 

  漏れた人はどうするんですかとなったときに、やっぱり一家のことですから、困ると

思うんですよね。だから、そういうことも踏まえた上で、少子化が進むのは、どんどん

どんどん、これから少なくなるから、そんなことは考えないでいいというわけじゃない

と思うんですけれども、そこら辺の児童クラブの入所の関連について、もう一度、何と

いうんですか、広く、もっと受けられるような体制が整えられればなと思うんですけれ

ども。 

  そこら辺についても、また審議していただきたいんですけれども。 

会長   わかりました。ほかに。どうぞ。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦です。道路改良とか、舗装工事は順次行われていると思う

んですけれども、それに伴う道路標識とか、案内板ですよね、市内の。 

  これが政令市の静岡市蒲原地区としては、少なくて不親切だと思うんですよ。新しく

合併して、何カ所ほど、この案内板を設置しましたか。大体でいいですけど。 

  じゃあいいです。市長とのタウンミーティング、あのときにもかなりそういう声が出

たと思うんですよね。 

  ちょっと、ほかの看板に比べて小さいとか、いろいろ。それで、市道になっているん

で、市道ですけれども、大体は。国道、県道もあるんですけれども、市道の方を、多少

重点的に、公共施設とかそういうものを、案内というか、できるような標識とか案内板

を、少し設置していただきたいと思うんですけれども。要望です。 

会長   はい、わかりました。 

石野委員   石野です。宮田さんが今、発言した内容ですけれども、それはもう子育て

支援課のことだと思いますけれども、条件としては、保護者が居宅外就労をしていると

いうことが一番大事な条件です。西小の方は、待機児童は今のところありません。東小

の方も、ことし、市の方で勤労者体育館の裏に建設していますので、対応できると思い

ます。多少、東の方が多いものだから、待機児童がありますけれども、それも解消され
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るんじゃないかと思います。 

  それから、そういうように政令指定都市になって、蒲原にとって、地域にとって、暮

らしやすい、いろんな施設ができてくると同時に、逆に統合されるじゃないかというよ

うな心配もあります。 

  例えば、西小と東小、子供の数が減っていく傾向にありますけれども、学校が統合さ

れるのかというような心配をしている父兄も多々おります。そういったことに対して、

この地域審議会で、東西小学校を統合するのか、今のように設置しておくのか、このま

ま。そういうこともちゃんと、早く決めないと、蒲原にとっての、これからのそういう

子育てとか、そういうことにとって、親が心配して、蒲原へ来て住もうなんていう気持

ちにはなりませんので、そういうことを安心できるような、小学校、中学校、子育てで

きる、そういう安心してできる地域にしていくように、審議会でちゃんと審議して、方

向を示してやるべきだと思います。 

  それから、もう１つは、この前、１２月に見に行った中で、畑総の一番東の方に炭焼

きをやっているところがありますけれども、あそこ市有地ですけれども、遊んでいます

よね。あそこを、私は、今の時代、子供は外で遊ばないし、山なんて行かないし、海も

行かないし、部屋の中で過ごすから、非常に偏った人間になる。やっぱり自然の中での

びのび子供は遊びたいのが本性ですから、そういう場所をつくってやるべきだと思いま

す。 

  私は、あそこを子供の野外活動をする、できる広場にすべきだというように思います。

そういうことについても、子供の生活環境はこれでいいのかどうかということも含めて、

これからの審議を行っていただきたいと思います。 

  以上です。 

会長   はい、わかりました。 

  どうぞ、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。先ほど、新しい事業についてもということで、具体的には話し

なかったんですけれども、皆さんのいろいろな発言聞いていますと、具体的に言った方

がいいかなと思う。 

  とりあえず１つ、これから検討、お互いにしていっていただきたいなと思っているの

は、この支所、２年後に新しく（仮称）蒲原地区市民センターができる。支所機能も移

る。ここの現在の支所のエリア、建物というふうなものが不要になるというか、空いて



 

 ―２２― 

くる。かつ、耐震性も問題があるというふうな中で、やはりここの場所の将来の活用と

いうふうなことで、更地にして、一昨年の支所のタウンミーティングでも、いろんな方

から出されたですけれども、当初、中区の方に予定していた介護予防施設というふうな

ことも出ていまして、やはりもう少し広いところがという話もあって、そういう介護に

かからないもっと前から、元気でぴんぴん高齢者が生活ができるという、そのための施

設というか。 

  また、ここの近くには、幼稚園というふうなものもあるものですから、子供たちとお

年寄りと接触できるような、そういう意味での介護予防施設というふうなものの建設と

いうことも、いろんな人も希望を出していますので、この跡地が何が一番いいかという

のは、なかなか難しいかと思いますけれども、そういうこともひとつ皆さんと一緒に話

し合いができたらなというふうに思いますので。一応、介護予防施設というふうなこと

で、検討をお願いしたいなというふうに思います。 

  以上です。 

会長   わかりました。どうぞ。 

片瀬委員   地域審議会というのは、合併建設計画の進捗状況を当然審議するというよ

うな形で進んでいると思うんですけれども、今、話の中で、例えば建設計画にあった第

１次総合計画に登録されてない事業、それから新規の事業、そういう部分は、今、予算

化されて動いている事業とは別個で、当然、話し合わなければいけないと思うんですね。 

  そうした中で、個々に話をしていくと、なかなか当局の方も絞りきれない部分がある

と思いますので、やはり審議会の中で、今年はこれとこれとこれが重要課題だなという

ような形の意見として、当局に話をしていく。 

  そういうことをしていかないと、総花的な事業展開になってしまって、なかなか思う

ようには進まないような気もしますので、そこら辺について、１年に１度か２度、どう

いう事業でことしは審議しようかというような話をしてみたらどうかなというふうに

は思います。 

須藤副会長   今の話に関連するんですけれども、第２次総合計画が２２年から２６年

立てられたわけですね。 

  その中に載っていないと、実施計画もできないし、予算もつかないということになる

わけですね。 

  この審議会は、２７年で終わりなんですよ。今回の第２次総合計画というのは、もの
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すごく重要なんですね。それが、２０年、２１年の間に十分、審議会で検討して入れて

いかないと、前へ進んでいかないという、非常に切羽詰ったところに来ていると。 

  そういうなかで、今、片瀬委員がおっしゃったような形の中で、今年はこれで、こと

しはこれでっていうけれども、その年に入れていくのは要望して、途中で出たときに入

れていかなければならないというものは、５，０００万円以下の予算なら入るんですよ。

それ以上大きいものは、総合計画の中に入ってないと、ものが動いていかないという、

何か静岡市はそういうことだそうなんですよ。 

  ですから、早めにこの審議会の中でそういうものを検討して、そういうものを総合計

画の中に入れておこうという、審議会の考え方をしっかりまとめていかなければ、前へ

進まないというのが１つ。 

  それから、私の意見なんですけれども、この総合計画については、私も合併協の委員

として、当然、これをやってほしいということで了解したですけれども、個々に出てき

た７３項目、この前、個々に見ましたよね。そしたら、何、ここに道路がつくのってい

うの、先ほど辻委員の方からも出てきましたけれども、そういう内容があるですね。 

  私は議員をやっていましたから、じゃあその道路が議会の中へ話題として出てきたの

かといったら、全然出てきてないような道路まで建設計画の中に入っているんですね。

その道路をつくることによって、蒲原地域の人たちが、非常に使い勝手もいいし便利だ

よということならいいんですけれども、そういうこともわからないものが入っているわ

けですね。そういうものも十分精査しながら、もしかそれをどうしても欲しいという要

望ならば、審議会としてそういう人を呼んで、十分意見を聞いた中でやっていかないと、

なかなか、審議会としてやっていこうよということが難しいんですね。 

  そういうこともやっていかなければならないということで、非常にこの審議会は、余

り時間もない中での、非常に重要なことをやっていかなければならないだろうと、そう

いうふうに私は思ってます。 

辻委員   全く同意見なんですけれども、先日、みんなで視察したというのも、突然、

何か視察に連れて行かれたような感じで。例えば、先ほども言いましたように、神沢の

公園なんかも、どういうところからこれが必要だという意見が出ているのか。それとも、

地域住民がどうしてもこういう必要性があって、建設計画の中に入っているんだとかと

いう、そういう当局の説明、一切なかったんですよね。 

  それもそうだし、今、この資料の裏側を見ているんですけれども、東西保育園の統合
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計画とか、先ほど、石野委員からの、東西小学校統合計画とかというのがここにありま

すね。それで、事業内容とかもあるんですけれども、こういうのも、どの辺の住民の意

見を取り上げてこういうふうにやっているのか。それとも、行政側でこういうのが必要

なんじゃないかということで取り上げられているのか、その辺がすごく腑に落ちないん

ですよね。 

  私も、孫が今、西部保育園でお世話になっているんですけれども、とても親身になっ

て子供を育ててくれて、安心して預けられるんです。これが統合して、東部保育園を大

きくして、それでこっちの方からお母さんたちが毎日、車で送り迎えしたり、そんなこ

とを考えると、本当にだれが考えたのかなという感じの計画ですよね。 

  ですから、一つ一つやっていって、これはもう優先的に先ほどの蛭沢川の東西線の道

とか、そういうのを順序を決めて、もうこれだけはどうしてもやってほしいということ

をやっていかないと、行政側の押しつけの、蒲原の総合計画をやってやるんだよみたい

な感じになってしまいますので、その辺、もっと本当に深く掘り下げて、審議していか

なければだめだなと思います。 

会長   ほかに、御意見。宮田委員。 

宮田委員   宮田です。今、第１次総合計画に登載されてない投資的事業の中に、公共

下水道事業があると思うんですけれども、この件について、静岡市清水区が、どのくら

いの普及率なのかちょっと分からないんですけれども、そこら辺、聞けばわかると思う

んですけれども。 

  この件について、やっぱりこれ、継続事業でずっとやっていかなければならない事業

だと思うんですけれども、この事業について、第２次総合計画の中に登載されていかな

いと、これから進むについても、お金のかかる事業であって、年間どれだけの、何億円

か知らないですけれども、それがかかってくると思うんですけれども。 

  これ、この事業については、必ずやっていっていただかないと、先へ行ってからでは

できない事業になっていってしまうし、清水区の方から、どのぐらいの事業の、清水区

に対してどのくらいの予算投じているかわからないです。６２％ぐらいだと思うんです

けれども、その中でやってくるのか、今、どこまでできているのか、どういう状況で、

どういう、今度は公共事業、下水道やるについて、どういう形で下水道をつないでいく

のか、具体的な話も踏まえて、できるものなら早めにこの事業というものはやっていた

だきたいなと思うんですけれども。 
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  何％ぐらい、普及率どのくらいかわかります。 

片瀬委員   静岡８７％、清水５６％。 

宮田委員   ５６％ぐらいですか。 

戸塚（善）委員   山だめかな、山。町の中はいい。 

宮田委員   そのぐらい。ということは、余り進んでないですね。向こうは、清水の方

の、山の方へ延ばしていると思うんですけれどもね。 

  蒲原は蒲原で、やっぱり清水区の中のうちで、山の方へ行くじゃなくても、蒲原の方

へ事業として、延長線として延ばしてもらうとか、そういうことをやっていかないと、

先にやったところがどうなってしまうか知らないけれども、先にそっちへ（不明）いう

ようなはめになってしまうと、そういうのも困るしね。 

  だから、事業として、第２次の建設計画の中へ、この公共下水道というのは、必ずや

っていただきたいなという形で登載していただきたいなと思います。 

会長   今度は静岡市の離れ小島じゃなくて、地続きになりますからね。 

宮田委員   由比もつながったものですからね、今度はね。飛び地という形で、関係な

いんですからね。ずっと、まっすぐ来れると思うんですけれどもね。ぜひ、よろしくお

願いします。 

会長   その普及率は。 

宮田委員   あとからで結構です。 

会長   調べてね。はい、わかりました。 

  ほかに、意見は。鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。済みません、ちょっと意見を、いろいろあるんですけれども。 

  ひとつ、ちょっとお伺いしたいのが、静岡市になって以降、旧蒲原町の人口はどう推

移しているのか、ちょっと教えていただきたいんですが。いかがでしょうか。 

  分からなくなってしまうんですか。 

  おわかりにならないというのが、非常にショックなんですけど。自分自身は、静岡に

合併するときの大きな目標というのは、静岡の力を借りて、ここを魅力のある地域に変

えていくことだったと思うのです。 

  それで、人口にそれは如実にあらわれてくると思うんですね。それが、この２年間減

ってしまっていたということであれば、審議会として、十分機能してたのかなというの

は、自分たちも反省しなければいけないんだろうと思います。 
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  それで、ぜひ、もし調べがつくんであれば調べていただきたいですけれども。これだ

け、本来、住環境に恵まれて、魅力のある場所の人口が減っていくというのは、余り信

じがたいことでして、自分なんかからすると。今後とも、静岡の力を、静岡というか、

自分自身も静岡市民ですけれども、せっかく審議会という場を、静岡市内で唯一設けて

いただいているので、我々の力でここの地域を、もともとから蒲原に住んでいる者だけ

ではなくて、よその地域からも、あそこはいいよ、住みたいよと言ってもらえるような

場所にしていかなければならないと。そのための審議会でなくてはいけないと、自分は

思うんです。 

  何が必要かということになると、すべて必要なんですけれども、自分はやっぱり、民

間の力でできることというのは、極力、民間でやるべきだと思います。それで、できな

いことというのは、やっぱり皆さん、先ほどからもおっしゃっているような、道の整備

ですとか、あるいは公教育のあり方の問題とか、あともう１つ、救急医療も含めた病院

ですね。これは、建設計画を見ても出てないんですけれども、今、子供を育てている身

であるし、あともちろん、高齢者の方も含めて、病院、救急医療、特に救急医療の部分

で非常な心配を抱えていらっしゃると、皆さん思います。 

  学校教育に関しても、私、伝え聞いたことですけれども、静岡のある学区では、あそ

この学校に行きたいから、じゃああそこに住もうとかというような学区が二、三あるら

しいですね。小学校とか中学校の学区で。 

  蒲原なんていうところは、そういったモデル地域にするには、非常にいい場所なんだ

ろうと、自分なんか思っています。 

  今、蒲原には教育委員会がなくなってしまいましたけれども、審議会ができる範囲で、

そういった役割も果たしながら、そういう教育の部分でも、何かいい、蒲原独自のもの

が出せないかなという気がします。 

  東西小学校のあり方なども、十分考えていく必要があろうかと思います。 

  とにかく、今現在、合併して２年たちますけれども、旧静岡市の方々にとっての蒲原

の位置づけが、余り大きく変わったようには思えないものですから、この辺、向こうの

方の方々から見ても、蒲原は非常に魅力のあるところだと。いつも行ってみたいし、い

つか移り住んでみたいと思えるような場所に、できる限り近づけていきたいと。そのた

めに、優先順位を毎年つけて、先ほどから皆さんがおっしゃっているように、何が必要

かということを考えていくべきじゃないかと思います。 
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  以上です。 

会長   ありがとうございました。じゃあ、人口については、わかりますか。 

事務局   統計がありますので、次回に。 

会長   そうですね。できると思いますので、よろしくお願いします。 

  ほかに、意見は。どうぞ。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。過日、視察を行いましたけれども、突然の視察であ

って、事前の説明もなしにいったものですから、どうも話が見えなかった視察だと思う

んですよ。 

  ですから、一応、視察する前には、少なくとも多少の知識が出るように、ある程度、

説明会を開いて、それから視察という形にしていかないと、どうも当局の説明も、違う

だったような感じがするんですよ。明快なる説明がもらえなかったんじゃないかと思う

んです。 

  例えばの話で、片瀬委員も気がつきましたね。この蛭沢の高架の話が。小金の。あれ

もバイパスに直結しているお話が最初から出ていますからね。だから、それは後々の話

になって、最初はとにかく白銀とあれを結びつけるということで、進んだ話ですからね。

そういうことも、当局もしっかりと、話の筋もしっかりとわかるように説明してもらい

たいと思うですよ。そうじゃないと、視察しても、ちょっと首をかしげることが多分に

なったじゃないかと思うものですから。その点、ひとつよろしくお願いします。 

  要望にしておきます。 

須藤副会長   今の戸塚善久委員のお話です。じゃあ、この建設計画の、いろいろ道路、

こうつくりたいとか、あるいは公園をつくりたいという、そういう目的とか、そういう

ものが、じゃあ今の当局が全部説明できるかと。できないんですよね。 

  というのは、この個々の建設計画については、そんな個々のものは載っていませんか

ら、できると思いますよね。ところが、個々の工事について、例えば中の川の上のあそ

こへ道をつくるという。（「あれだって分からないですよ。」と戸塚委員が言う。） 

いや、分からないって、私達も分からないけれども、じゃあ、個々にいる人たちが、ど

ういう人がそれを要望して、その道路がこういうことで非常に有意義で、だから利用す

るんだよと。だからつくってくれっていうことだと思うんですよ、これ。 

  ところがね、（「だからそれを事前にそういうふうな話を聞いて、あの現場をみれば」

と戸塚（善）委員が言う。） 
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  ちょっと待ってください。その説明する、できる人がいないですよ。 

 （「それはやっぱり、責任持って説明してもらわないとね。」と戸塚（善）委員が言う。） 

須藤副会長   いや、だけどそれ説明できます。（「分からない人が行っても困ると思う

んです。」と戸塚（善）委員が言う。） 

 だから私もあの工事について、私達も分からないですよ。何でこんなもの、こんなとこ

ろへと、ついたのかなというのが。（「神沢の公園だって。」と戸塚（善）委員が言う。） 

須藤副会長   そう。だから、そういうことを本当は説明してもらって、ああ、これは

有意義だなと思って現地を見に行くならいいんだけど、今言うように。 

  ところが、じゃあ、当局の方で、「これを全部詳しく説明してみてください。」と言う

と、分からないところがあると思うんですよ。 

  蛭沢通、あれについては、議会でいろいろやりましたから、経過とかそういうのはわ

かるんですけれども。 

  だから、そういうことで、非常にこの建設計画、個々の項目についてはわからないの

がありますね。 

戸塚(善)委員   やっぱり、当局が、それはそれなりに説明できる範囲で資料を集めて

もらうしかないと思うんですよ。後は我々が（不明）。 

須藤副会長   それでもう１つ。もう１つは、この前の説明の中で、公園の中で、２２

年から２４年で神沢の公園はもうやりますって言ってしまったわけですね。説明で。こ

こに書いてある。公園の一番最後。 

  もうじゃあ、それは担当者の人は、その公園の工事については、やりますということ

で進めようとしているんですね。 

  ところが、市議会の中で、あの公園がどういう、蒲原地域の人たちのために有意義か

というのは、やっぱりわからないけれども、実際には進めようとしているんですよね。 

  だから、そういうところも、どうもよく分からないところがあるなという気がするん

ですね。説明できないじゃないかな。 

寺門委員   ちょっと、今、関連しているんですけれども。稲葉さんさ、タウンミーテ

ィングやりましたよね。で、各地域から要望出ているというので、資料もあると思うん

ですよね。それがあの中へ反映されているという解釈もできないですか。 

稲葉委員   稲葉です。この建設計画の細かい各事業、７０幾つのは、タウンミーティ

ングの前の段階でまとめられたものであって、合併した年にタウンミーティングやって
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ますので、それとこれとは関係ないですね。 

寺門委員   だから、要するに、そのタウンミーティングをやった中で出てきたものが、

あの視察をした中で、幾つかそういう要望があるという解釈でよろしい。 

稲葉委員   はい。そうです。タウンミーティングに出てきたものと、今あるものとの

突き合わせというのは、やろうと思えばできます。 

  だから、既に、ここに掲げられているものを、もっと強力に進めてほしいよというの

が、タウンミーティングに出たケースもあれば、全然ここに載ってないものでも、先ほ

どちょっと言ったような、例えば老人会とか、そういう新しいものもある。 

  ですから、もし許されればというか、タウンミーティングの全部整理してありますの

で、その進捗もまとめてありますので、それをここに、例えば提示させてもらって、現

在あるものと一緒に、総合的に、どれをやるべきかということを検討していただけたら、

非常にありがたいなというふうには思います。 

寺門委員  そういう意味で、会長、稲葉委員の方から、そういうまとめがあるならば、

ここの中でひとつの参考資料として、こっちの方とすり合わせをしながらぶつかってい

るのもあるでしょう。新しいのもあるでしょう。そういうものを、どこから今度は手を

つけていくかと。どういうスピードでやっていくかということも、またひとつ検討課題

として、資料として出していただければありがたいなと思います。 

会長   今までの意見を参考に、合併建設計画関連の、ここにあるグレー部分ですか、

のみを審議するだけではなくて、これからの蒲原地区のまちづくりとして必要なものを

選択し、また新しい事業などを吟味して、第２次総合計画に搭載できるようにしていか

なければならないとか、先ほどから意見出てますけれども、その際、第２次総合計画に

搭載する合併建設計画関連事業の優先順位だけでも、早急に必要になってくると思いま

すので、今後とも、皆さんの意見を聞きながら、また率直な勉強をしながら、恐らくこ

れは第２期へ入ると思いますけれども、私の考えに、そういう重点項目を、当然、早く

に、今言った公共下水道とか、南北線の増設とか、これは大きな事業ですし、旧蒲原に

とっては。 

  そういうものも、具体的に計画を詰めながら、次回、恐らく次期の地域審議会へ結び

つけていきたいと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

  その辺でよろしいでしょうか。何か意見ありますか。関連の。はい、どうぞ、鈴木委

員。 
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鈴木委員   鈴木です。本年度というか、我々の任期中に、あと１回しか、 

会長   １回だろうと思います。 

鈴木委員   はい。審議会がないというお話で、今の会長のお話で、本当に優先順位を

つけて、項目を絞っていくべき作業に入らなければならないんだろうと思うんですけれ

ども。 

  次回も、今と同じような話を繰り返しても余り意味がないものですから、具体的な項

目を挙げて終わるぐらいの気持ちを持ったらいかがでしょうか。どうでしょうか。 

会長   例えば、勉強会を事前に委員でやるとか、もう１回、この審議会という形式じ

ゃなくて、懇談会みたいな格好で。そうしないと、次へつながっていかないと思うんで

す。今の意見、皆さん本当に熱心な意見出してもらったんですけれども。 

  それでないと、本当に市民センターだけで終わっちゃうような気がするものですから

ね、２年間がね。どうでしょう、その辺は御苦労でも、次回の審議会の前に、我々委員

で、今言ったような意見を皆さんで率直に出し合って、あるいは、場合によったら、多

数決っていうのは余り好ましくないんですけれども、みんなの意見を総合して、ある程

度、重点項目を出していくというのも必要じゃないかと思うんですけれども、どうでし

ょう。 

  異議ありませんか。（「ないです。」の声あり） 

じゃあ、そういう形で計画させてもらいます。恐らく、この後のその他に出てくると思

いますけれども、最後の審議。これ、４月の前半か後半かになると思います。その前に、

我々、そういう委員だけの会合を開いて、持っていき方を決めていくというのが最後で

すから、やってみたいと思いますけれども。 

  よろしくお願いします。そのときはいろいろ忙しいと思いますけれども。 

  そういうことでよろしいですか。 

戸塚委員   それから、審議会の日程が早々と決まっている場合がありますね。何か、

広報にちゃんと載っているんだけれども、それ、前の月に。１月にもう、後半に載って

ますけれども、そのときにどんどん、委員には知らせてもらいたいですよね。日にちを。 

会長   その時点で、もう委員に…… 

戸塚（善）委員   いやいや、だから、開催がもう、きょう２月８日に決まってますっ

ていうことが、１月の広報か何かにもう載ってますよね。回覧に。その時点に、もうど

んどん通知を流してもらうと。その後から、ずっと後になって来ますから。 
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  だから、どっちにしても一緒ですけれども、お互いにみんな忙しいから、それなりの

予定があるから。そのようにした方がいいと思うんですよ。 

会長   今までだと、次回は大体決めといたんですよね。決められない場合もあるもの

ですから、いろいろ内容の関係で。 

  それで、恐らく遅くなる場合もあると思いますけれども。その辺は、事務局の方でも

考慮すると思います。日程のことはある程度出せるんですけど、議案の件を色々。 

地域総務課長   相談して、次回のときにやることの関係を相談するものですから、そ

の日程が大分後ろへくるものですから、それで。 

会長   ああ、遅れるわけですね。 

地域総務課長   通知までに、資料を送るものですから。 

佐藤委員   端的に言うと、やっぱり委員の方に先に知らせてくださいという意味だと

思うんです。日程だけは。だから支所の方から封書じゃなくてもいいです、はがきでも

いいから何月何日何時から始まりますということだけ、広報に載せる前にお知らせして

くれたらありがたいということだと思います。 

戸塚（善）委員   同時でもいいんだけれどもね。 

地域総務課長   日程は先にお知らせさせていただいて、文書の方では、また、今回も

そうですけれども、資料をつけなければならないものですから、どうしても遅れてしま

うということです。 

戸塚（善）委員   資料はゆっくりでいいです。 

会長   わかりました。じゃあ、今の勉強会というか、懇談会の日程も含めて、その他

に入りたいと思いますけれども、よろしいですか。 

  ほかに、委員の皆さんから、何か。はい、どうぞ。 

内藤委員   内藤です。その他のことで１つ、提案というか、あれがあるんですけれど

も。先日、静岡新聞に水道料金、蒲原地区１８．６％、一気に上がるということで、区

友会の皆様が先んじて動いていただいて、市の方へ要望・陳情に出向いて行ったという

記事を見かけたんですけれども、確かに、蒲原地区、諸物価が上がっているこの折に、

住民税も上がりましたし、そういう折に、この水道料金が１８．６％も一気に上がると

いうのは、私も前回の地域審議会に、その辺は何とか、もう少し考慮していただけない

か。例えば、段階的に、４年から５年くらいの段階を踏まえて、段階的に激変緩和みた

いな形で上げるような形をとっていただけないかというような意見も出させていただ
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きました。 

  その意見を、区友会の皆様が、市の方へ陳情要望をしていただいたわけなんですけれ

ども、私たち地域審議会も、やっぱり地域住民の声を市の方に届けるという意味合いで、

同じような形でアクションを起こしていけたらいいなと思うんですけれども、その辺は

皆様、どうお考えでしょうか。 

会長   どなたか意見ありますか。今の意見。 

  はい、どうぞ。佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。確かに水道料の関係ありますけれども、地域審議会の会として、

そういうような陳情だとか、そういうのは私はなじまないと思うです。 

  地域審議会として設置されている趣旨について、十分、そこについては踏まえた上で

行動を起こさないといけないというふうに私は思っています。 

会長   ほかにどなたか。何か意見。はい、どうぞ。内藤委員。 

内藤委員   地域審議会は、市長の諮問機関であると同時に、地域住民の要望を届ける

ことができるという一文がたしかあったように記憶しているんですけれども。 

  そういう意味合いからでも、蒲原地域の住民の声を届けるという使命というか、そう

いうのがあるんじゃないかと、私は理解しました。 

宮田委員   宮田です。この陳情に行ったということが、果たして先っ走りじゃなかっ

たのかと。それならそれでもう少し、区友会というものはどういう団体。はっきり言え

ば、区長を退いた方の団体だと思うですけれどもね。 

  果たしてそれが、段階的順序として、区友会がどのぐらいのメンバーの陳情という名

目で行ったのか、その辺は私も知りませんけれども、地域審議会として、その以前にど

ういう話し合いという、この水道料金についても、話し合っていると思います。 

  そのときにも、意見とか何とか出たかもわかりませんけれども、その時点で、地域審

議会として、陳情へ行きたいですと、そういう話もなかったわけです。 

  この水道料金の値上げについて、区友会が先に行ったと。その前に自治会はどういう

対処をしてたのか、そこら辺はちょっとわかりませんけれども、地域審議会として、こ

の水道料金について、継続的な段階で値上げをするということについて、私は陳情に行

くことはないと、ないというわけじゃなくても、やらない方がいいと思います。 

会長   ほかに、この関連で。須藤委員。 

須藤副会長   前回、この問題については、当局の方から詳しく説明ありましたよね。 
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  それで、皆さんのいろいろ意見が出ましたよね。確かに分割をしてやってくれという

意見もありましたし、そういうなかで、この水道施設がかなり老朽化していると。そう

いうなかで、５年で９億円かけて直していこうという、静岡のお金のかかったのもある

んだから、静岡、清水、蒲原地区とのバランスで水道料の値上げも仕方ないじゃないか

という意見もありました。 

  だから、その時点で、意見を持って陳情に行きましょうというまとまりにはならなか

ったと、私はそう思っています。 

  ですから、この問題については、地域審議会としては、話は終わっているというふう

に、私は判断しています。 

  以上です。 

稲葉委員   今の水道料金のことで、連合自治会はという話もちょっとありましたので、 

 １９年度、この懇話会の中に自治会の方から代表者１名を送って、（「商工会からも送っ

ていますね。」と会長が言う。） 

戸塚（善）委員   懇話会って、どういう懇話会。 

稲葉委員   水道料金懇話会、一本化の。 

戸塚（善）委員   最初から言ってくださいよ。そんな懇話会なんて言わないでね、水

道料金懇話会って、はっきりと言ってくださいよ。 

稲葉委員   済みません。でも、この水道料金一元化の懇話会というのは、もうずっと、

前回も説明あったし、もう一言でわかると思ったので、言いましたけれども。 

  水道料金、正確には言いません、懇話会というのが、１０人から２０人くらいですか、

静岡市であって、それには自治会からも１名選出して出てもらっています。商工会から

も出ている。だれとは言いませんけれども。 

  そして、自治会の方では、そういうまとまりの、途中の動きとかというのも話しても

らえる範囲で、その当事者からは聞いています。 

  そして、一番大きいのは、１０月か１１月くらいのところで、「暮らしと水」という、

たしか全戸配布をしたパンフレットがいっているかと思います。そこに、この懇話会の

考え方だとか、料金の改定幅だとか、解説がきちっと載っていて、そしてそれも見てい

ますし、１０月、１１月、１２月、１月のこの４回の連合自治会の定例会でも、各自治

会長から、自治会としてその問題提起をし、そしてこれを陳情に行こうとか、おかしい

とか、いう議論にはならなかった。ならないというのが事実。 
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  そこで決をとって、連合自治会として認めたとかということもしてませんし、これを

こういうふうに話し合って、みんなで決議しようじゃないかという提案もなかった。 

  ということは、それぞれがそれぞれの立場でいろんな情報を入手し、それから起案の

もとにそういう情報を判断した中で、前回のこの地域審議会でもありましたけれども、

私個人の認識ですけれども、ずっと長い間、蒲原として、町時代から投資をしながらや

ってきているけれども、それを回収する値上げというのが、ずっと据え置きにされてき

たという流れがひとつある。 

  そして、これからも、これだけの投資をしていく必要がある。そして現在、旧静岡、

旧清水、蒲原の中で、料金格差が生じている。でも、これは旧静岡の方は、上がるべき

ときにどんと上げて、蒲原は、上げるべきときに上げないで、そのうちに合併だという

ことで、ずっと上げないできたわけですね。結局、そのつけが来たというふうにも判断

しましたし、これからも、もっともっと投資が必要になる。そうしたときに、これはや

むを得ないかな。これは私ですけれども、ほかの自治会長も、皆が、そう思った人も多

かったと思います。 

  ですから、事実だけ言いますと、あえて連合自治会の定例会でそれを議題にし、どう

だという検討までもいかなかったし、これをひとつテーマに挙げてやろうということも

なかったということで、それぞれの判断の中で、ずっと、暗黙のうちという言葉は語弊

がありますが、そういう了解、そういう流れを経てきています。 

  ですから、現在、連合自治会の中では、今の、今までのこの半年とかの動きの中で、

こういう統一化ということに対して、問題があるとか、これはもっと見直すべきだとか、

いうふうな意見にはなっていない。 

  私が今言えるのは、客観的にはそういう事実だということです。 

戸塚（善）委員   私も、区友会に入っている１人として、この間、陳情に行った１人

ですけれども残念なことに、私、１２月１８日の審議会に出席できなかったんです。そ

のときに、どうしてもこの問題だけは質問するつもりでいましたものですから、残念な

ことに、入院という形になってしまったものですから、欠席したですけれども。 

  それから、体調を考えながらいろいろあれして、聞いたところが、結局、１８．６％

に対しての動きが何らないということですね。蒲原町全体が。高い安いは抜きにして。

じゃあ、どうするか、こうするかという動きも何もないと。自治会の方も、もうそれを

認めているじゃないかというふうな形だから、動きがないと。 
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  去年の１０月の２０日ごろかな、山根通信を見まして、山根市議とその話をしたこと

があるんです、記憶が。その時に、一応、蒲原町のときにできなかったつけが今来たと、

いう話もしましたけどね。でも、蒲原は、１９年度にはその７、８億円ぐらいの投資を

して、３％、４％の値上げはやむを得ないなということまでは、もう来ているですよ。 

  だから、設備が限界に来ていることは、もう十分承知しているですよ。 

  だけど、一気に１８．６％というのはちょっと大変だから、段階的に何とか。いや、

統一するのは、もうみんな認めていることですから、静岡市になったんですから。それ

を激変緩和措置で、何とかそういうふうなことができないのかなというふうなのが、僕

の気持ちなんですよ。 

  よく１８．６％を、自治会の衆らも認めたなというのが、僕が頭をかしげた第一の要

因なんですよ。 

  それで、その時に、どういうふうな質問が出たかねという話を聞いたけど、ある程度

は出たけど、そのままで終わっちゃったよというこなもんで、こういうふうな状態にな

ったですけれどもね。 

  だから、あえて３月議会でこれが提案されて、とりあえず日にちは２月になりますけ

れども、通常でいくと３月議会ですからね。それで提案されて、それが可決され、６月

からということになりましたので、とにかく日にちがないということなんですよね。陳

情するにも。議会が始まる前にやらなければならないですからね。受けてくれる、くれ

ないは抜きにしても。 

  議会が２月の十幾日に、多分、開催すると思うですよ。そうなると、その前に、一応、

形としては、蒲原ではこういう意見もありますよという形で、この間、行ってきたわけ

でございますけれどもね。 

  だから、あえて、我々がどうのこうのというだけではなく、ただ、こういうふうな気

持ちも蒲原の中にはありますよということで行ってきたものですから、それは一応、つ

け加えておきます。 

  ただ、その時に自治会の方から懇話会へ１人、それで商工会から１人出ていたと。そ

の人達に、何らかのアポもとれるあれも、結局、名前を言わないからわからないですよ、

だれだとはね。向こうでも。だから、そういうことを（不明） 

会長   長くなりますので。審議会で説明は受けていますのでその時の、取りまとめて。

もう時間もあれですから。 
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戸塚（善）委員   ただ、そういう大事なことは、ある程度、責任者、そういう審議会

の人を呼んで、説明を受けるということも、この審議会の中ではできますからね。やっ

ぱりそういうことも、これから考えていってもらいたいと思うんですよ。 

  市民に対しては、大事なことですからね。 

会長   審議会でも、後出しだということで、あのときも決まったものを、説明だけに

来たのかという意見も出ましたよね。 

  十分、我々の意見も出した上で、審議会では、あの時に説明終わったということに、

私は解釈しているんですけれども、あの時点では。審議会としては。 

  もう決まったことですねという説明を、私は受けたと思いましたから。 

戸塚（善）委員   私、山根議員の(不明)文書を見た段階で、そう思いました。 

会長   それと、懇話会の方も、私どもと、私は出なかったですけれども、そういう懇

話会の意見としても、いろんなものは出しています、当然。上がり過ぎたら困るだろう

と。 

  そういうなかでの、結審が出たと、私は解釈しています。懇話会の意見の。僕はそう

いうふうに解釈したんですけれどもね。 

  この件に関しては。 

戸塚（善）委員   それを早めに、情報を、ワンクッション置いてもいいから、流して

もらいたかった。こういう席である程度。 

会長   それは一般広報で、流れていなかったんですか。 

戸塚（善）委員   広報で流れるからじゃなしに、こういうふうな議題に挙げてもらい

たかったという。この場で。 

寺門委員   今の戸塚委員のあれですけれども、１６年度に値上げをしようという形で、

この間も言ったけど、統一地方選挙の前の年なんですよ。それで、金利が安いから、借

り入れ起こしてそれで設備できるだろうと。１９年度には、見直しをしないと、３年後

にはもう維持できないよという話をしました。 

  だから、それで９億円を１９年度に予算化するという話じゃありませんから。そこで

また検討しなければだめだよという話です。それだけ理解してください。 

佐藤委員   済みません、時間があれで。佐藤です。 

  実は、資料２の方に、由比との合併の関係があります。この中身どうのこうのじゃな

くて、心配しているのは、一部事務組合の蒲原病院、それから環境衛生組合、それから



 

 ―３７― 

庵原消防組合がどういうふうになるのかなということの住民周知を、ちょっと御配慮願

いたいと。 

  当局の方も、これ専門的なことになってしまうわけですよね。病院、それから環境衛

生、それから消防ということで。それぞれ管轄は違うと思うんですけれども、合併に伴

って、蒲原病院はそのまま富士市と静岡市と芝川町で支えますよと。現行の体制がとれ

ますと。あるいは、環境衛生組合については、富士川町については、もう使用できませ

んと。静岡市と、旧の蒲原と由比が使用しますとか。消防署については、木島の方の、

富士川の方の分署はもう富士に入ってしまうので、管轄は変わりますというふうなこと

も、住民周知を早めにといったらいいんでしょうか。、大体固まっているわけですよね。 

  ですから、周知する部署がちょっと複雑というのか、それはわかりますけれども、住

民については、十分、その辺の周知を早めにしてあげないと、またどうなるだという話

でなると思いますので。 

会長   今からこれの説明があると思います。 

佐藤委員   ああ、そうですか、すみません。もう時間がないからやらないのかと。 

会長   やるでしょう。じゃあ、そこへ入ってください。 

地域総務課主幹   地域総務課の天野です。きょう、資料２で、お手元に配りましたの

は、これ、静岡市と由比町の合併協定書の一部組合の部分を箇条書きにして、わかりや

すくしたものです。 

  というのは、今、佐藤委員からも御指摘ありましたように、一部組合につきましては、

静岡市と由比町だけの問題じゃなくて、蒲原地区も大いに生活に関係していることです

ので、一応、この資料２ということでお渡ししました。 

  それで、私どもの方も、担当所管課にすり合わせの状況とか、確認したんですけれど

も、１１月１日に合併するということで、まだ調整は公表できる段階、調整はしている

とは思うんですけれども、段階にはないということで、皆さんにこれこれこうなります

と、この席で言うことはちょっとできません。 

  ただ、環境衛生組合のし尿処理につきましては、公共下水道もこの地域、まだ来てま

せんので、重要な施設ということは、担当課の方も認識しております。 

  静岡市の方針としては、あそこはぜひ残したいという方針は方針としてなっているん

ですが、ただ、そこの施設の、皆さん御存じのとおり、施設の場所が、今、町域にある

と。今後、富士市になると。その辺の問題を調整していかなきゃならないということで、
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今、それは調整している段階と聞いております。 

  ですから、今の段階で申し上げられるのは、この辺くらいかなと。わかり次第、随時、

わかったところで皆さんに御報告していくのはもちろんだと思ってますので、その辺、

御了解をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

佐藤委員   佐藤です。ちょっと先っ走りして申しわけなかったんですけれども、要は、

この文書を読めば、大体わかりますよ。細かいとこまでかたまってないから、周知はで

きないというじゃなくて、柱が固まったんだったら、それでやってくださいということ

なんですよ。 

  だから、それをやってくれれば、細かいことは心配するにしても、柱が決まってれば、

これは大丈夫だよと。一番、心配になるのは、蒲原病院どうなるんだという話なんです

よ。 

  だから、そういうところを、ぜひとも、細かいところがかたまらないと、住民周知が

できませんという、こういう言い方すると失礼かもしれないんだけれども、柱がかたま

った時点で周知するような工夫を、ぜひお願いしたいと思います。これ、要望したいと

思います。 

  というのは、もう大体わかるわけですよ。住民の間で出てくるわけですよ、どうなる

かって。焼き場は残るなと。 

  今言われたように、富士市との、環境衛生組合の場所が富士川町にあるものだから、

その辺のことはわかるんだけれども、焼き場はそのまま残るよとか、そういうようなと

ころは、かたくなに細かなところまで固まって言うんじゃなくて、周知については、柱

が固まった時点で周知できるような御配慮をお願いしたいと思います。 

稲葉委員   稲葉です。今、この庵原郡の環境衛生組合、これに関連したことで、報告

というか、ちょっとだけ関連で紹介させてください。 

  実は、１月１５日の日なんですけれども、その日というのは、１月の連合自治会の定

例会の後だったんですが、その終わった後、こういう情報が入ってきまして、とりあえ

ず環境衛生組合の中で持っている焼却場の問題と、し尿処理の２つに目をつけて、焼却

場については、こちらで燃やさなくても、大きい装置が清水、静岡にありますので、運

んでいくということで、これは特に問題ないのかなというふうに思ったんですが、し尿

処理については、何か廃止というふうな動きもちょっと感じたものですから、ここは平
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成５年につくったばかりでまだ１５年ぐらいしか経っていない。まだ１０年も、１５年

ぐらいも、多分もつじゃないかなというなかで、この話に伴って、し尿処理場も廃棄と

いうことになってしまうと、蒲原地区のし尿を、清水、向こうまでバキュームカーか何

かで運ばなければいかんという環境上の問題があることと、それから、し尿処理の料金

というものも、その距離がふえれば、費用かかれば、それだけ我々、この蒲原地区の料

金が上がってきてしまうというふうなことから、要は、使えるだけ使わせてほしいとい

うか、使ってほしいという要望を、連合自治会から出しました。静岡市に対して。 

  そして、日程的なところで、連合自治会の中で、全部合意して出したわけじゃなくて、

三役で一応、急ぐ話だったものですから、確認して、連合自治会として要望を出しまし

た。 

  １５日の日は、環境局長も会ってくれまして、いろいろ市長を初めとした、予算とい

うふうなことはこれからあるんだけれども、環境局の方としては、残すというふうな方

針で、何とか取り組んでいきたいというふうな答えをもらいまして、それが最終的にど

ういう結論になっていくかというのは、今、話のあったとおりなんですけれども。 

  一応、し尿処理については、何とか使えるところまで使ってほしいという要望を、自

治会の方からは出したということだけ、報告しておきます。 

  これは、合併槽とかでほとんどの家がやっているんですが、一番の目的は、これ、自

治会長を通してビラもまき、やっていると思いますが、要は、水洗とかそういうのはい

いんですが、くみ取りの家庭を実態調査するということです。 

  それは、これからくみ取りが蒲原地区でどのくらいの件数があるか、実態をきちっと

把握をして、それを、それからの料金体系とかに参考にしていきたいということで、１

軒１軒回させてもらいますというふうな事前予告は、自治会宛てにありました。それで、

回覧も回させてもらっていると。 

  それで多分いっていると思いますので、よろしくお願いします。 

片瀬委員   片瀬です。今のお話とはちょっと違うんですけれども、蒲原病院について、

ちょっとお聞きしたいなと思います。 

  私も、蒲原病院はどうしても存続してほしいなと思っている一人なんですけれども、

この中の文書の理解の仕方というか、読み取り方をお聞きしたいと思います。 

  この中の１項目に、平成１９年度に生じた欠損金は、翌年度に処理し、平成２０年度

以降については、毎年度の予算の定めるところにより、欠損金が生じないように処理す
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るというふうに書いてあります。 

  簡単に言うと、平成１９年度の欠損金は、翌年度の予算で処理するということで、そ

れ以降についても、同じように欠損が出た場合には、翌年度処理しますよというふうに

読み取っていいんでしょうか。 

地域総務課主幹   地域総務課、天野です。そのとおりです。 

石野委員   石野です。前回の審議会でちょっと質問しましたけれども、３月３０日を

もって文化センターが、市民センターを４月以降つくる期間に入りますので、使用でき

なくなりますので、行政の方で、何かクロージングセレモニーとか、フェスティバルを

やる計画がありますかという質問をしたら、ないということですので、私たちがやって

いる蒲原ＮＰＯネットワークという会があるんですけれども、その会が主催して、それ

から連合自治会が協賛して、セレモニーとかイベントとかフェスティバルをやる計画を

立てています。 

  今、実行委員会を３回ほど開いて、これからまだ４回ぐらい開きますけれども、３月

３０日が日曜日です。３１日は月曜日ですので、公民館使えませんので、３０日にやる

計画を立てております。 

  詳しいことは、お手元にチラシが行っていると思いますけれども、「ありがとう文化セ

ンター」というチラシをごらんください。 

  細かいこと、詳しいことは稲葉委員の方から説明していただきます。お願いします。 

稲葉委員   もうこのチラシに書いてあるとおりですが、こういういきさつで、主催が

「ありがとう文化センター」実行委員会、これは蒲原ＮＰＯネットワークで、石野委員

が代表になっている組織です。協賛は、蒲原地区自治会連合会ですが、これは、今度の

１３日に皆さんに話をして、合意を得るという段階になっています。 

  それから、後援の静岡市並びに静岡市教育委員会、これも今日、提出したところで、

あと１週間ぐらいしたらオーケーが出るかと思います。そういう段階でのチラシです。 

  ですので、まだこれはちまたには流しません。委員の皆さんだけ、こういう構想があ

りますということで、皆さんのポケットにしまってください。 

  簡単に言いますと、これ３８年間、文化センターに市民がお世話になったということ

で、感謝といいますか、いう気持ち。それから、何としても、こういうイベントをしな

がら、今の若い子供たちに、小さな子供たちに、あしたに向かって動いていくというこ

とを、今までの足跡というか、それを知ってほしい。それで託したいなという気持ちが、
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まず目的にあります。そのため、そういうことで、１部と２部に分けて、１部は文化セ

ンターの歩みということで、展示とかイベントを、３０日の朝から夕方までやりたいな。

「私の思い出」というのを、皆さんに書いてもらったものを展示したり、有名人の記録

だとか、文化センターに、今、収蔵されているいろんなお宝があるので、それを一堂に

会して見てもらうとか、館内の探検ツアーとか、タイムカプセル埋まってますので、埋

まっているなということで、皆で確認するとか、そんなことをやっていこう。 

  それと、２部は、ホールの方で思い出をスピーチしてもらうとか、スライドショーを

やったりとか、それでみんなで歌とか踊りをやってフィナーレを迎えようというイベン

トを考えてます。 

  そういうことを通じて、やはりこれまでの蒲原の文化センターを中心にした流れを、

子供たちに教え、それを未来につなげていってもらうという目的でやってますので、ぜ

ひ、これからいろんな形で、依頼なんか出てきますけど、特に３０日には、よろしく皆

さんも参加をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

会長   じゃあ、時間もちょっと超過しましたので、次回審議会の予定と、それからさ

っきの勉強会を。 

蒲原支所参事兼統括主幹   蒲原支所の山崎です。まず最初に、次回の地域審議会の開

催予定をお話したいと思います。 

  平成２０年度の第１回地域審議会ですけれども、一応、４月中旪ごろを予定しており

ます。協議内容としては、市民センター実施設計の報告、それから合併建設計画につい

て、それから地域審議会委員の構成、これらを予定しております。 

  先ほど、会長からお話がありました勉強会ですけれども、いつごろにしたらよろしい

でしょうか。 

会長   ３月１７日の週あたりでどうでしょう。１７、１８、１９の辺で。大体、この

場所を確保できますか。１８日の２時からということで、大体、よろしいでしょうか。

大体そこを目標に、予定を、皆さん。３月１８日の２時からということで。 

  これは公式な審議会じゃなくて、我々だけの、委員だけの勉強会ということに。 

  それで、先ほどの、最後の審議会で、今後の建設計画の取り扱いという項目がありま

すので、それの検討会ということで、主体にやりたいと思います。皆さんの意見を、そ

れぞれ持ってきてもらいたいと思います。 
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  その辺でよろしいでしょうか。 

  ほかに何かありますか。 

事務局   事務局からは、以上です。 

会長   よろしいですか。はい、２時からということで、お願いします。 

  これで、本日の議事はすべて終了となります。 

  なお、本日の議事録の署名人は、名簿の順序によりまして、宮田委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第８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。長

い間、ありがとうございました。 

（午後４時２０分 閉会） 

 

                会     長 

                会議録署名委員 


