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第４期第１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２４年７月１０日（火） １３時２２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）市川委員、宇佐美委員、坂本委員、佐藤委員、志田委員 

日野委員、宮田委員、緑川委員、望月（和）委員、矢部委

員、吉田委員、米倉委員 

（五十嵐委員、折原委員、望月（秀）委員欠席） 

        （事務局）区政課：山﨑課長、山口参事兼統括主幹、油井主任主事 

総務・防災課：広瀬課長、今井参事兼清水区区付主幹兼統

括主幹、鷺坂副主幹 

蒲原支所：青木支所長、石川参事兼統括主幹、杉山主幹、

井上主査 

 

４ 議 事    

 （１）地域審議会について           

 （２）第４期（平成 24 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、委嘱状交付式に引き続き、第４期第１回静

岡市蒲原地域審議会をはじめさせて頂きます。 

これからの司会進行を務めさせて頂きます蒲原支所の石川です。どうぞよろしくお

願いします。 

  はじめにご報告いたします。本日は、五十嵐委員、折原委員、望月（秀）委員の３

名から欠席届の提出がありました。 

お手元の資料１－２の「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」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。本日の出席者は 11 名で過半数を超えており

ますので会議は成立することをご報告いたします。 

なお、本審議会は、「地域審議会の設置に関する協議書」第７条第５項に基づきまし

て、原則公開となっておりますのでご承知おきください。 

  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

び蒲原町の廃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４

期（平成 24 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。 

  ここで会議に先立ち、志田清水区長から皆様にご挨拶申し上げます。 

志田区長   あらためまして皆さんこんにちは。清水区長の志田です。先ほど市長か

ら委嘱式をさせて頂きました。この委員さんたちは平成 26 年の６月 11 日までの２年

間と大変長丁場になります。お体に気をつけて頂いてよろしくお願いしたいと思いま

す。先ほどもお話にありましたけれども、この審議会は蒲原地区のまちづくり、それ

に対する皆さんのご意見を頂くということですけれども、合併建設計画の関連事業の

進行状況や、蒲原地区に関連することについてご審議を頂くということになっていま

す。これまで３期、６年間やってまいりました。これまでに関連事業の７割が完了、

あるいは進行しているという状況まできておりまして、順調に進んできていると思っ

ております。これから皆さまには静岡市の均衡良い発展と、蒲原地域のまちづくりの

ために様々な視点から、活発なご審議をして頂きたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。簡単でございますが挨拶とさせて頂きます。どうぞよろしくお願いいた
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します。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  誠に申し訳ございませんが、区長はこの後、他の用務が入っておりますのでここで

退席させて頂きます。よろしくお願いします。 

  それでは、委員改選後の初めての審議会となりますので、自己紹介からお願いした

いと思います。簡単で結構ですので、委員の方々から名簿順にお願いします。マイク

の使い方ですが、右側にあるボタンを押してからお願いします。委員名簿１番の五十

嵐委員が欠席しておりますので、委員名簿２番の市川委員からご起立してお願いいた

します。 

市川委員   皆さんこんにちは。蒲原国際交流協会の市川と申します。よろしくお願

いいたします。顔見知りの方ばかりなのでほっとしているところです。２年間よろし

くお願いいたします。 

宇佐美委員   わたくし宇佐美信次と申します。公募で２期目となります。昨年、一

昨年と出席させて頂いたんですが、まだまだやり足りない部分があると思いまして公

募させて頂きました。よろしくお願いいたします。 

坂本委員   公募で参加させて頂いております坂本たか代と申します。私は公的には

民生児童委員の主任児童委員を務めさせて頂いております。今回、地域審議会に初め

て参加させて頂きます。また、色々お勉強もさせて頂きながら地域のことも考えてい

きたいと思っております。２年間よろしくお願いいたします。 

佐藤委員   佐藤昇と申します。１期、２期とやらせて頂きまして出戻りになります

けど、一生懸命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。 

日野委員   新栄に住んでおります日野信子と申します。前期１期務めまして今回２

期ということですが、皆さんの貴重なご意見の中から学ばせて頂くことがたくさんあ

りました。これから先の２年間も皆さんと共に参加できたら嬉しいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。 

緑川委員   緑川武です。蒲原新栄の自治会長と連合自治会長をやっております。こ

の地域審議会の中で非常に重要なテーマの一つでした御園公園、私の町内にありまし

て早速やって頂いたんですけど、自治会長としてあそこをきれいにするのに大変苦労

しております。但し、今、蒲原地区内で一番きれいな公園だと自負しております。初

めてですので、色々皆さんの教えをこうてやっていきたいと思っています。よろしく
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お願いいたします。 

宮田委員   宮田英男と申します。１期、２期とやらせて頂きまして、３期は休ませ

て頂きまして、また今回やらせて頂きます。蒲原のこと、前回やり残したこと、やり

たいことがたくさんありますので頑張ります。よろしくお願いいたします。 

望月（和）委員   皆さんこんにちは。今回公募で参加させて頂きます望月です。よ

ろしくお願いします。普段は蒲原西小学校のＰＴＡ会長と、蒲原商工会青年部の部長

をやらせてもらっていますので、色々なところで顔だけは見たことがあるという方が

いらっしゃると思います。今回初めてとなりますが見た感じ一番若いと思いますので、

皆さんより経験はないですが、若手の意見ということで聞いて頂ければ、と思ってい

ます。よろしくお願いします。 

矢部委員   こんにちは。矢部と申します。今回公募で初めて参加させて頂きます。

知っている方が何人かいらしたのでほっとしているところです。どうぞよろしくお願

いいたします。 

吉田委員   皆さんこんにちは。民生委員・児童委員協議会の会長をやっております

吉田と申します。民生委員は 20 年もやっていますので自信はあるですが、この審議

会は初めてですので、皆さんの後を追いかけ勉強しながらやっていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

米倉委員   するが路農協からきました米倉進と申します。片瀬委員が任期満了にな

り、交替しました。蒲原畑総の役もしておりまして色々静岡市とは係わりがあると思

います。するが路農協は７月、11 月とそれぞれＪＡ富士市、清水農協と合併統合とな

りますので、いろいろあるかと思いますが２年間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   区政課長の山﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

区政課参事   区政課の山口です。よろしくお願いいたします。 

区政課主任主事   油井と申します。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・防災課です。清水区総務・防災課は最初にご挨拶し

ました区政課と私共と蒲原支所で事務局を担当させて頂いております。皆さんのお顔
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を知っているものですからほっとしております。総務・防災課長の広瀬と申します。

よろしくお願いします。 

総務・防災課参事兼統括主幹   先ほど拙い司会をさせて頂きました今井です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

総務・防災課副主幹   同じく鷺坂と申します。よろしくお願いいたします。 

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。蒲原支所長の青木と申します。よろしくお願いします。

この審議会の一番身近なところにいる、立ち位置にいると思っています。これから皆

さんとお顔を合わせる機会が多いと思いますけど、よろしくお願いいたします。 

蒲原支所主幹   蒲原支所の杉山と申します。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所主査   蒲原支所の井上です。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   同じく蒲原支所の石川です。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頂きます。 

  お手元の資料１－２「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」の第６条に基づき、会長及び副会長は委員の互選により選出することとな

っております。 

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

より選ぶ方法、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な

どがあります。投票による場合は、委員の過半数の得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、又は、立候補される方はいらっしゃいますか。 

  はい、佐藤委員。 

佐藤委員   会長については指名推薦による方法がいいじゃないかというふうに考

えます。私は宮田委員を会長として推薦したいと思っています。宮田委員については

旧蒲原町議会の議員としてご活躍され、知識、経験等もお持ちだということを踏まえ

まして宮田委員を推薦します。 
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蒲原支所参事   ただ今佐藤委員から宮田委員の推薦がありました。他の委員を推薦

する方、又は、立候補する方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

ほかにいらっしゃらないようですので皆様にお諮りいたします。指名推薦されました宮

田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   ありがとうございました。挙手全員ということで、宮田委員が第４

期静岡市蒲原地域審議会会長に決定しました。 

  それでは宮田委員は会長席へお願いいたします。 

  なお、今後の会議進行のため会長と打ち合わせのため、しばらくお時間を頂きたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

  （休 憩 13：34～13：36） 

蒲原支所参事   それでは会議を再開させて頂きます。 

次に、「副会長の選出」を行います。副会長の選出はどのような方法がよろしいでし

ょうか。 

  宇佐美委員   副会長は会長の補佐をするという立場におられるので、会長の指名と

いうことでいかがでしょうか。 

（「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、副会長の選任は会長に指名をして頂

きます。会長よろしくお願いします。 

会 長   それでは会長の私から副会長を指名させて頂きます。第４期静岡市蒲原地

域審議会の副会長に、本日は欠席ですが前回も副会長をやってくださったということ

で望月秀美君を指名いたします。 

蒲原支所参事   ただ今、宮田会長から副会長として望月秀美委員の指名がありまし

た。望月秀美委員は本日欠席しておりますが、後日、ご本人の意思を確認し、次回第

２回審議会においてご報告いたしたいと存じますがよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

それではここで宮田会長から就任のご挨拶を頂きたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

会 長   ただ今、指名推薦により会長に選ばれました宮田です。 
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  先ほど皆さまからご指名、ご推薦を頂きまして、任期の間会長として任務を全うさ

せて頂きたいと思っております。私の考えとしては、今まで合併した時からの合併建

設計画登載事業の中で 70 パーセントくらいの進捗率ということでお話を頂きました。

その中で庵原高校の跡地問題とかちょっと手をつけていないかなという公共下水道問

題、それから蛭沢通線などこれから残された４年ですか、やっていかなければならな

いと思っています。今回委員の皆様にはご協力を頂きまして、みんなで蒲原の先のこ

とを真剣に考えていきたいと思っています。また、当局の皆さん、委員の皆さんよろ

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、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」とうたわれておりますので、これからの議事進行につきましては、

宮田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頂きます。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、お手元のマイクのボタンを

押し、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   区政課長の山﨑と申します。よろしくお願いいたします。 

  私からは、資料１－１「市町村の合併の特例に関する法律」及び資料１－２「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

て頂きますのでご用意ください。なお、資料１－３「静岡市蒲原町合併建設計画」に

つきましては、次回、第２回地域審議会において説明させて頂きますので本日は省略

させて頂きますのでご了承ください。 

  それでは資料１－１「市町村の合併の特例に関する法律」をご用意ください。 

第５条の４地域審議会について規定があります。簡単に読ませて頂きます。「合併関

係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係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。」という規定があります。１
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枚めくって頂きたいと思います。２ページに合併建設計画について書かれております。

作成する事項が書かれていますが、第１号には建設の基本方針、第２号には建設の根

幹となる事項、第３号には公共的施設の統合整備に関する事項、第４号には財政計画

となっております。 

続きまして、資料１－２の方をご覧ください。「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」です。この協議書には審議会の組織、運営に関す

る必要事項を定めてあります。第１条にはただ今紹介させて頂きました合併の特例に

関する法律に基づく審議会であると書かれています。第２条は設置期間です。期間は

合併の日、平成 18 年３月 31 日から平成 28 年３月 31 日までの 10 年間となっておりま

す。今年度は７年目にあたります。第３条には諮問事項を定めてございます。第１号

に建設計画の変更に関する事項、第２号には建設計画の執行状況に関する事項、それ

と第３号から７号まで定めがございます。第４条の組織についてでございます。こち

らには委員が 20 名以内となっておりますが、第３期の平成 22 年から 15 名に変更して

いるようでございます。委員の構成ですが、１号に公共的団体等を代表する方、第２

号には、学識経験がある方、第３号には市民の方となっておりまして、市民について

は公募によるものと定められています。２ペ－ジをお開きください。第５条に任期の

定めがございます。任期は２年となっており、皆さまには平成 24 年６月 12 日から平

成 26 年６月 11 日までとなっております。第６条にはただ今、会長、副会長の選出を

して頂きましたが、選出時の規定が書かれております。第７条ですが３項に委員の半

数以上の出席という規定、５項では会議は公開で行うという規定も掲げてございます。

最終ページをお開きください。こちらには先ほどご説明いたしました第４条に関しま

して変更がありましたので、それに関する条例です。20 名から 15 名に変更するとい

う条例の変更です。大分省略させて頂きましたが説明は以上です。 

会 長   ただ今区政課長より資料１－１及び１－２について説明がありました。こ

のことについて何か質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご質問がないようですので次に（２）の「第４期（平成 24 年度）のスケジュール（案）

について」事務局から説明を求めます。青木蒲原支所長。 

蒲原支所長   蒲原支所の青木です。よろしくお願いします。 

 それでは私の方からは皆さんのお手元にある資料２「第４期（平成 24 年度）蒲原地域
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審議会スケジュール（案）についてご説明いたします。 

 今年度は今回を含み、お手元の資料のとおり７月から来年の 3 月までに計７回の審

議会を予定させて頂いております。 

 開催日についてですが、皆さんのお手元の資料には既に開催月日について記載があ

ります。決めておいた方が委員の皆さまにおいてもご自身の今後の計画が立て易いだ

ろうということで作った事務局案です。現段階ではこの予定は決定ということではあ

りません。第２回目に正式決定した日程をお知らせする予定でいます。またスケジュ

ール案の一番下にあります開催時間、午後２時から。開催場所、蒲原支所会議室と記

載してありますが、これが今後開催予定の審議会の全部に適用します。今後はこちら

でお願いします。また、先ほど決定ではありませんと申しましたが、第２回について

は準備の関係でなかなか日程が厳しいので、できればそこに記載のあります 8 月 30

日の木曜日に開催させて頂きたいと考えていますがいかがでしょうか。３回目以降に

ついては、このスケジュール案を今回終わりましたらご自宅の方へお持ち帰り頂き、

皆様の今後の予定と照らし合わせて頂きたいと思います。確認の上これでは都合が悪

い、あるいはこれでもいいというふうな自分の意見があろうと思います。その辺を第

２回目までに調整させて頂きますので８月 15 日、終戦記念日になりますけどこの日ま

でに蒲原支所の総務担当の方へ連絡をして頂きたいと思います。また、微調整の関係

からそこのスケジュール案には 11 月、１月は審議会がないということになっています

けど、調整の結果そこに入るという可能性がありますので、現次点で結構ですから分

かる範囲で連絡を頂きたいと思います。全部オーケイの場合でも変更がある場合でも

必ず連絡をお願いしたいと思います。連絡につきましては蒲原支所総務担当、電話

054-385-7700、担当は先ほど紹介しました杉山、もしくは井上の方へお願いしたいと

思います。また、それぞれ各回の内容につきましては、この場ではまだ詳細に記載さ

れていませんが、概ねこのスケジュールで進んでいきたいと思いますけど、ご意見が

ありましたらお願いいたいと思います。以上が平成 24 年度蒲原地域審議会スケジュー

ル案となります。よろしくお願いいたします。 

会 長   ただ今、第４期平成 24 年度蒲原地域審議会スケジュール（案）について

蒲原支所長から説明がありました。 

このことについて質問等はありませんか。 

米倉委員   するが路農協の理事会が 25 日から 30 日くらいにあります。今日欠席さ
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れている方もおりますが、必ず出席した方がいいでしょうけれども、出席できない部

分もあると思います。月末を外して頂けると大変ありがたいのですが。 

蒲原支所長   今のお話ですけど、今日初めて日程を示させて頂きました。今お話を

させて頂いたようにそれぞれの皆さんにも今後ご都合があろうかと思います。その辺

で２回目までに調整をさせて頂くということでおりますので、ご都合の悪い日をご連

絡頂きたいと思います。そこでまた調整をさせて頂いて２回目に発表させて頂きます。 

米倉委員   分かりました。 

宇佐美委員   前期もそうだったんですが、折原委員が歯科医師をなさっているとい

うことで、木曜日の午後を選んで皆さんにお願いをしていたという部分があったと思

うのですが、その辺についても考慮して頂けたらと思います。お願いいたします。 

会 長   支所長どうですか。 

蒲原支所長   先ほどの繰り返しになりますけど、色々な方がおりますのでご都合が

悪いということもあろうかと思います。その辺を踏まえて皆さんの予定等確認をして

頂いて連絡を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

佐藤委員   佐藤です。連絡の方法等も含めて、今日欠席されている方もいますので、

出来れば支所の方からここで言われたことを各委員の方に、書式にして送付する方が

確実ではないかという気がするものですから、その辺を検討して頂けるものかどうか、

文書か何かで欠席の方にも送って、スケジュールについて都合がいいか悪いかを含め

てもらった方がいいじゃないかと思いますので検討してください。 

蒲原支所長   皆さんが今のご意見でよろしいということであれば、支所の方からあ

らためて文書でお送りさせて頂くことも予定しております。 

会 長   よろしいですか。 

佐藤委員   できればお願いしたいと思います。 

会 長   そのほかありませんか。 

望月（和）委員   望月です。当日欠席をする場合、連絡はどうすればいいでしょう

か。 

蒲原支所長   時前に開催通知を送らせて頂きますのでなるべく分かっておられる

ようでしたら早めにご連絡を頂きたいと思います。直前の場合もあろうかと思います

が、それは緊急ということでやむを得ませんけれども、その場合でも連絡の方は必ず

お願いをしたいと思います。 
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望月（和）委員   ありがとうございました。 

会 長   ほかにご質問ありませんか。 

  ご質問ないようですので、お諮りいたします。 

第４期（平成 24 年度）蒲原地域審議会スケジュール（案）については、承認するこ

ととしてよいでしょうか。 

（「異議なし」の声多数） 

ご異議がないと認め、原案どおり承認することとします。 

  次に議事の（３）「その他」に移ります。 

  委員の皆さまから、全般的に何かご意見、ご質問等ありませんか。 

  それでは事務局の方から何かありますか。 

蒲原支所参事   事務局から第２回地域審議会について連絡いたします。     

先ほどご承認頂きました審議会スケジュールにありましたように８月 30 日（木）午

後２時から第２回地域審議会を蒲原支所会議室で開催いたします。内容は、合併建設

計画の関係、またその進捗状況等について詳しく説明させて頂きますのでよろしくお

願いいたします。それと開催通知と資料は事前に配付いたします。８月上旬に配付い

たしますので、資料が届きましたら一度目を通して頂いて勉強して頂くと、そして、

その資料をお持ちいただいて会議に臨むというような形にしていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いします。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ありませんか。 

  ご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頂きます。 

  なお、本日の会議録の署名は委員名簿２番の市川委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第４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

にわたるご審議お疲れ様でした。 

 

                         （ 午 後 １ 時 ５ ６ 分 閉 会 ） 

                

  会  長 

                  署名委員 


