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平成１８年度第 1 回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１８年６月１２日（月） １４時３０分～１６時０８分 

 

２ 場 所   静岡市役所静岡市庁舎８階 市長公室 

 

３ 出席者   （委 員）稲葉 穰・吉田朱美・志田正彦・片瀬正通・山崎 稔・ 

             須藤 謙・三好和史・佐藤 昇・戸塚正彦・野村和夫・ 

             戸塚善久・寺門邦治・中島秀雄・内藤秀子・鈴木博喜・ 

             望月公夫・鷲巣裕子・石野欽二・辻 祐子 

                          （宮田英男委員欠席） 

        （事務局）小嶋市長、高鳥総務局長、大村清水区長、 

鈴木企画部長、久朗津企画調整課長、北原市民生活課長、 

望月地域総務課長、原蒲原支所長、三宅広域行政室長 

伏見参事兼清水区区付主幹 

企画調整課・広域行政室：天野主幹・能口主査・朝倉主査 

            興津主査 

蒲原支所・総務担当：宇佐美統括主幹・片瀬副主幹・ 

本野副主幹 

４ 議 事    

 （１）傍聴に関する要領（案）について                （資料１） 

 （２）地域審議会について                （資料２－１、２－２） 

 （３）本年度のスケジュール（案）について              （資料３） 

 （４）その他 
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蒲原支所長   それでは、ただいまから第１回静岡市蒲原地域審議会を開催いたします。 

  最初に、市長から委嘱状の交付を行います。 

  市長が皆さんのお席にお伺いしまして、お一人お一人に委嘱状をお渡しいたします。 

  こちらで名簿順にお名前をお呼びいたしますので、その場で御起立の上、市長から委

嘱状をお受け取りいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（稲葉委員から順に委嘱状交付） 

蒲原支所長   稲葉穰様、吉田朱美様、志田正彦様、片瀬正通様、山崎稔様、須藤謙様、

三好和史様、佐藤昇様、戸塚正彦様、野村和夫様、戸塚善久様、寺門邦治様、中島秀雄

様、内藤秀子様、鈴木博喜様、望月公夫様、鷲巣裕子様、石野欽二様、辻祐子様。 

  ありがとうございました。 

  なお、宮田委員につきましては、本日欠席しておりますので、後日お渡しすることと

いたします。 

  それでは、小嶋市長からごあいさつ申し上げます。よろしくお願いします。 

小嶋市長   皆さん、こんにちは。 

  ただいま、蒲原地域審議会委員を私から御委嘱を申し上げましたところ、快くお受け

いただいたと感じております。  この審議会は、合併協議会において協議を重ねる中

でつくるということに至ったわけであります。合併によって地域住民の意見が反映しに

くくなる、その懸念を解消するために設けられたということでございますので、皆さん

の役割も非常に、蒲原の地域の皆さんにとっては大きなお仕事だろうというふうに思い

ます。蒲原の地域の皆さんの期待を背負ってやっていただきたいと思います。 

  今年度は特に、蒲原文化センターの建てかえについての御意見をいただくということ

になっておりますので、広く、ひとつ、いろいろ意見をおっしゃっていただいて、方向

を決めていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

  この地域審議会は、平成２７年度までの１０年間設置をされまして、今日の皆さんの

任期は一応２年間ということになっているそうでございますが、そういうことを踏まえ

てよろしくお願いします。 

  さて、合併をして２カ月と半ぐらいたちました。今日ここに所長も来ておりますが、

順調に来ているというか、まだ始まったばっかりなものですから、順調なのかどうかも

よくわかりませんけれども、事務的には区役所の事務。 

  ６月１日に蒲原で第１回目のタウンミーティングの開催をさせていただきました。大
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勢の皆さんに来ていただきまして、まず、小嶋善吉というのはどういう人間かというの

を知ってもらおうと思って、できるだけ自分自身で話したつもりであります。あと２回、

蒲原地域ではタウンミーティングを開催いたしまして、いろんな地域の課題を直接住民

の皆さんからお聞きすると、そういうことでやっていきたいというふうに思います。 

  御存知のように飛び地合併なものですから、蒲原の皆さんの不安に対し我々も非常に

心配をしております。できるだけそういう不安のないように、合併してよかったという

ふうに早く思っていただけるように我々も頑張りますので、どうぞ皆さんも審議会委員

として蒲原地域のために我々といっしょに努力していただきたいと思います。 

  それでは、よろしくお願いします。 

蒲原支所長   ありがとうございました。 

  ここで、まことに申しわけございませんが、市長はこの後、他の用務が入っておりま

すので、ここで退席させていただきます。よろしくお願いします。 

（市長退席） 

蒲原支所長   それでは次に、委員の方々から自己紹介をお願いいたしたいと思います。 

  簡単で結構でございますので、名簿順に稲葉委員からよろしくお願いいたします。 

稲葉委員   現在、蒲原地区連合自治会長をやっています稲葉穰です。 

  住まいは新田です。よろしくお願いします。 

吉田委員   こんにちは。蒲原女性の会の吉田と申します。 

  女性の会の女性の意見を代弁するばかりでなく、地域の一員として、この重責を果た

したいと思っております。よろしくお願いします。 

志田委員   神沢の志田正彦であります。 

  商工会会長ということで、この席に立たせていただいています。よろしくお願いしま

す。 

片瀬委員   小金の片瀬です。 

  私は、農協に職員を３２年ほどやりまして、今は農協の理事ということで、もう３年

を経過いたしました。農協関係ということで推薦をされて出ました。よろしくお願いし

ます。 

山崎委員   こんにちは。私は、由比漁協蒲原支所の船主会長ということで出席させて

いただいております。今後ともよろしくお願いいたします。 

須藤委員   こんにちは。東町の須藤です。 
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  元議員でありまして、合併協の委員もやらせていただきましたし、議会の中では静岡

市との合併賛成でやってきました。その中で実際に、それがしっかりやれるか、それか

ら、蒲原町が本当によくなるのかということをやっぱり見届ける責任があるだろうとい

うことで、今回は地域審議会の委員としてやらせていただくことになりました。よろし

くお願いします。 

三好委員   旧蒲原町議の三好です。 

  皆さん、よろしくお願いします。 

佐藤委員   元蒲原町の議員をやっていました佐藤昇と申します。 

  合併して、この計画に基づいたものがしっかりやっていただけるかどうなのかという

ようなところを、元議員としての責務もございまして、今回地域審議会の委員をやらせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

戸塚（正）委員   旧町会議員の戸塚正彦です。 

  住まいは日の出町で、蒲原地域の工業地帯に住んでおります。よろしくお願いいたし

ます。 

野村委員   こんにちは。前町議の野村です。 

  この間、合併して２月余りたつんですけれども、既にもう住民の間では、いろんな不

安や問題点が出ております。住民の意見、住民のそういう思いを反映させるために頑張

っていきたいと思います。 

戸塚（善）委員   元議員の戸塚でございます。西町です。 

  いろいろと住民の声を聞いて、反映できるように努力します。よろしくお願いします。 

寺門委員   元町議の寺門でございます。 

  よろしくお願いいたします。この地域審議会における役割といいましょうか、こうい

うものは、まだ蒲原地域の住民が相当な要望が出てくるだろうということが考えられます。

そういうことで、ぜひ皆さんと一緒に、いい地域づくりということでやっていきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

中島委員   元町議会議員の中島秀雄でございます。 

  よろしくお願いします。 

内藤委員   同じく元町議会議員の内藤秀子です。 

  よろしくお願いします。 

鈴木委員   鈴木と申します。 
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  新田の文化センターの前で小さな会社を経営しております。旧蒲原町の教育委員とい

うことで呼んでいただきましたけれども、企業経営者でもありますし、余りこういう場

に出てくる機会のない世代の４０代前半世代の代表としての声も伝えていけたらと思

います。蒲原により多くの人が来ていただけるように、活気のある地域になったらいい

なと思っています。 

望月委員   中の望月公夫でございます。 

私は公募において委員になりましたが、公募の理由は、市民並びに地域の健全な発展を願

い、この場に出席させていただきました。よろしくお願いします。 

鷲巣委員   こちらに転入してまいりまして丸５年になりました。一番新参者であるか

なと思います。私は、いろんな都市を移り住んできた関係で、いろんな情報を提供しな

がら、ともにまちづくり、まちづくりと一言で言いましても、やはり生活環境とか子供

たちの教育とか安全とか地域の活性化、それから交通の利便性とか、そういったいろい

ろな切り口が複雑多種に分かれておりまして、一概に１年２年で片づくものではないん

ですけれども、それに法律とか規制とか乗っていますので、そういったものを皆さんす

べてによくというわけにはいかないんですけれども、どのようにしたら大方８割の人に

共通して喜んでもらえるか、いい町ができるかなということを市民なりに市民の立場か

ら、また、それが公であるように考えていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

石野委員   公募して委員になりました石野です。 

  よろしくお願いします。私は平成３年に教職を退職して以来、ずっと子供を育成する

ボランティアにかかわってまいりました。そういった中で培ったいろいろな経験をこの

委員会の中で生かしていきたいと思います。そして、合併してよかったと、政令指定都

市の中で特色ある蒲原地域をつくるということで、微力ですが一生懸命頑張らせていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

辻委員   公募で今回審議委員を受けることになりましたけれども、３倍の難関を突破

してきましたので気持ちを正して、新たな気持ちで頑張ってやりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

蒲原支所長   ありがとうございました。 

  それでは次に、正副会長の選出に入らせていただきたいと思います。 

  会議の議長であります会長が決まるまでは、私の方で進行させていただきます。 
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  お手元の資料２－２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」、これの第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。 

  互選の方法につきまして、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、委員の皆さんの御異議がなければ投票によらず、指名推薦により選ぶ方

法がございます。 

  投票による場合は、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には、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。 

  どなたか推薦される方あるいは立候補する方はいらっしゃいますか。 

  いかがでしょうか。 

寺門委員   はい。（挙手） 

蒲原支所長  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門でございます。 

  この審議会は、県下のあちこちの市町村から、また関心を持たれているでしょう。そ

してまた、蒲原地域の住民からも相当な、審議会に期待を寄せていただいているところ

が大きいというふうに感じております。そういうもろもろのものを考えまして、私から

一つ提案をいたしたいと思います。第１回合併協議会から携わっておりました志田さん

を会長という形で推薦したいと思います。 

  といいますのは、合併協議会でいろんな議論をしてまいりまして、このいきさつ、ま

た、どういうふうな方向性へ持っていくかというふうなことも十分考えていてくださる

というふうに私感じております。また、一番年長というとおかしいですが、また、職場

も安定した中で後継者に譲って今、時間があると言うと語弊になりますけれども、蒲原

町のために一生懸命やってくださると。蒲原の地域のために一生懸命やってくださると

いうふうに確信いたしております。そういう意味で志田さんを推薦いたしたいと思いま

す。 

蒲原支所長   ほかにいかがでしょうか。 

  ただいま、寺門委員から志田正彦委員が推薦されましたが、志田正彦委員を会長とす

るということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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蒲原支所長   それでは、異議がございませんので、志田委員を会長ということでよろ

しくお願いしたいと思います。 

  選出されました志田会長から就任のごあいさつをいただきたいと思います。 

会 長   ちょっとぎっくり腰、昨日からやっちゃって、座らせてもらいます。 

  今、突然の指名で会長をやれということで指名を受けまして、断るに値しないだろう

ということで受けさせていただきます。 

  私は蒲原生まれじゃないんですけれども、蒲原に住んでいる方が長いんです。当初、

３町合併が理想だなあということで、いろいろ新聞にもちょっと書かせてもらったりし

た経過もあります。そういう中で、今日、こうして３１日から政令指定都市の静岡市に

無事なって、もう既に２カ月ですか。経過している中で、周囲の情況を見ると、おのず

からその結果がどうだったかということを、今日ここにお集まりの皆さんわかっている

と思います。富士川の情況、それから、今置かれている由比町の情況、そういう中で先

ほど、どなたか出ていましたけれども、去年の合併協議会の中で我々が主張したこと、

よかったなあと私は真実思っています。 

  それと、これからのこの審議会というのは、今も市長からお話ありましたけど１０年、

２年ずつの任期で５回続くわけですけれども、とりあえず我々、一番スタートの２年間

を請け負っています。それと住民の皆様が一番期待している本年度は、文化センターの

建設というものが既にもう始まるということで、市長さんから今話を受けました。そう

いう中で、確かにいろんなことありました。とにかく私もこの町がよくなればなあと、

蒲原が。その一途で私もいろんなことをやってきたつもりです。 

  いろんな意見、それぞれがいろんなものを持っていることは事実ですけれども、少な

くともこの２０名の委員になった方は、蒲原町が一日でもよくなって、蒲原町の１万ち

ょっとの住民の皆さんが、いろんな形で思っている今までの経過の思い、それから不安

というものをここで一日も早くいい形で、よかったなあという形にしたいというために、

我々が努力すべきだろうと思っています。そういう意味で、この会長も受けさせてもら

うわけですけれども、この会は回数も少ないし、時間も制約があると思います。ここで

いろんなことを、それこそ小さいことをつついていたら何も決まらない会議になっちゃ

うと思います。 

  私の会長の権限をいただいて、できれば、それこそ今の考えでやっていただきたいと、

ぜひお願いするわけです。私自身も微力であるし、間違ったことも多いと思います。た
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だただ結果として蒲原町の町民がよくなる、町と今言いましたけれども、蒲原がよくな

るように皆さんで、この２０名で意見言えることは言い、まとめて市長の方へぶつけて

いくと。この会は市長からの諮問を受けたことを協議すると同時に、我々からも市長に

言える唯一の蒲原の会なわけですから、もう議会もありませんし、町長もいるわけじゃ

ありません。そういう形の中での２０名の委員だということで皆さんお考えいただいて、

会議をまとめていただければなあと、微力でありますけれども、そのための努力は私も

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

蒲原支所長   ありがとうございました。 

  次に、副会長の選出でございますが、副会長は会長を補佐する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） 

会 長   今、会長の指名といただきましたので、私、先ほど言ったように非常に微力

ですし、勉強もしてません。そういう意味で町議会の議長経験もある須藤さんに副会長

になっていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会 長   よろしく須藤さん、お願いします。 

蒲原支所長   ありがとうございました。 

  それでは、須藤委員、副会長就任のごあいさつをお願いいたします。 

副会長   今、副会長ということで皆さんの了解を得ました。今、会長が言われた内容

のとおりです。そのことで私は会長を補佐しながら、この２年間頑張っていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

蒲原支所長   ありがとうございました。 

  ここで１０分間の休憩をとりたいと思います。 

  ただいま３時５分でございますので、３時１５分から始めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

休憩 午後 ３時００分 

再開 午後 ３時１５分 

蒲原支所長   協議書第６条の「会長は、審議会の議長となる。」に基づきまして、これ

からの議事につきましては、志田会長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 
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会 長   指名されてほやほやの会長ですけれども、よろしくお願いいたします。 

  それでは早速ですけれども、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

  議事の（１）「傍聴に関する要領（案）について」を事務局から説明していただきます。

よろしくお願いします。 

広域行政室長   企画調整課広域行政室長の三宅と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、資料１をごらんください。 

  「静岡市蒲原地域審議会会議の傍聴に関する要領（案）」につきましてご説明をいたし

ます。 

  この要領は、後ほどご説明をいたしますが、資料を３ページほどめくっていただきま

すと、資料２－２がございます。そちらの地域審議会の設置に関する協議書なんですが、

そちらの裏のページ第７条でございますが、第７条第５項、これによりまして会議は、

原則として公開となっております。そこで、傍聴に関して必要な事項を定めるため、協

議書の第１１条の規定に基づきまして、会議の傍聴に関する要領を制定するものであり

ます。 

  内容としましては、静岡市の附属機関等の会議の公開に関する要領というものがござ

いまして、その傍聴規定がございますので、その例に従いまして作成してございます。 

  それでは、資料１に戻っていただきまして、要点のみ説明をさせていただきます。 

  まず、第２条、傍聴席の区分におきましては、一般傍聴席と報道関係者傍聴席とに区

分してございます。 

  次の第３条の傍聴手続ですが、傍聴希望者は、受付簿に氏名を記入の上、次のページ

をめくっていただきますとございますが、別記様式の傍聴券の交付を受けまして、傍聴

することになっております。なお、会場の広さに制約がございまして、傍聴希望者の人

数が所定の定員を超えた場合は抽せんといたします。 

  飛びまして第９条では、傍聴の禁止事項を列記しております。 

  めくっていただきまして第１０条、これは傍聴人の守るべき事項を規定しております。

特に携帯電話につきましては、第６号に記載のとおり、マナーモードにするか電源を切

っていただくようになっております。 

  以上、簡単ですが傍聴に関する要領（案）についてご説明をいたしました。よろしく

お願いいたします。 
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会 長   この件について、何か質問はありませんか。 

稲葉委員   この要領に直接関係することではないんですが、一応傍聴ということの前

提には、市民に対して、この審議会がいつ、どこで行われるということが十分周知徹底

されているというか、それが大前提になると思うんですけれども、どのような媒体でと

いうか、周知されるのかを参考までに。 

広域行政室長   審議日程につきましては、この後また皆さんの方ご御審議いただくん

ですが、次回の会議の開催につきましては、ホームページとかに当然掲載をさせていた

だきます。そういう形で周知徹底を図っていきたいと思います。 

会 長   広報とかそういうものには。 

広域行政室長   広報しずおかですと、やはり出すタイミングで、ちょっと間に合わな

い場合もあるもんですからホームページ。それから、基本的には、この審議会である程

度、先の日程を決めさせていただきますので、そちらの方で、ホームページではなくて

もこちらの方で、日程については公表させていただきますので、そちらを見ていただけ

れば、いつ開くのかということがあらかじめおわかりいただけると思います。 

会 長   どなたか、ほかに。 

戸塚（善）委員   これ、場所の設定なんですけど、原則として、どこを目的にしてい

るのですか。場所。蒲原でやるんでしたらいいですけどね。傍聴となりますと、いろい

ろありますからね。そういうところ。 

広域行政室長   その会場という話でございますが、今回は委嘱状の交付とかございま

して、こちらの方で開かせていただきましたが、基本的には蒲原地域の方を会場として

今後、第２回目以降、また、これについて後ほどちょっとお話をさせていただきます。 

戸塚（善）委員   原則として蒲原地区で開催ということですか。 

広域行政室長   はい。ということになります。 

戸塚（善）委員   わかりました。 

会 長   ほかに何か。 

内藤委員   審議会の報告は、蒲原地区の住民の方にどのような形で、報告はなされる

んでしょうか。 

広域行政室長   こちらの審議会の記録は当然、会議録として当然記録をさせてもらい

ますので、そちらを、そちらのことですよね。 

 会議録とあと、その会議の結果の内容につきましては、やはりホームページで報告をさ
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せていただくという形でございます。 

内藤委員   ホームページとおっしゃいましたけど、広報しずおかとか、そういうよう

な文章で、例えばホームページを見られる住民の方ばかりではないと思うんですよ。高

齢の方とか、そういう方にもわかりやすいような形で、ぜひお知らせ願えればと思いま

すけど。 

副会長   これは議会で出てきた内容なんですけれども、審議会設置に向けての検討事

項、必要事項ということで、前に議会で出てきたんですけど、住民周知の方法というこ

とで、開催の案内については、蒲原でこれまで行ってきたことと同様に、自治会長を通

じて回覧文書で周知を考えると。実施内容については、市のホームページを活用して周

知するということで、これ、議会で出てきて、そういう話でどうかというようなことで、

それでいいじゃないかという話になったんですけれども、今の開催をやっぱりそういう

形で、これに書いてあるように、自治会を通じて周知徹底を図ってもらいたいんですけ

どね。 

広域行政室長   今、副会長からもご発言いただいたんですが、すみません、皆さん、

発言の前にお名前をちょっとおっしゃっていただいてご発言いただきたいと思います。

それはちょっと置きまして。先ほど、紙ベースの話なんですが、ホームページ、確かに

インターネットといいますかパソコン、全員が使っているわけじゃないもんですから、

基本的には記録したものにつきましては紙ベースで、当然支所の方にも置かせていただ

きますので、区役所、地域総務課にも置かせていただくんですが、そういう形でちょっ

とごらんいただくということが、まず一点ございます。また、あと、やはり、今、自治

会を通してということも、ちょっとまた自治会の方とご相談をしていただいて、その方

向でまた考えていきたいと思います。 

会 長   よろしいですか。 

戸塚（善）委員   ちょっと同報無線のことで聞きたいのですけど、同報。あれは静岡、

蒲原地区だけで放送することはできないですか。 

広域行政室長   同報無線の関係なんですが、ちょっとこちらの事務局の方でも、ちょ

っと正確な、今お返事することできないものですから。申しわけございません。 

戸塚（善）委員   それを使って開催日を知らせるなり、何なりということを。あれだ

けのものですから、使う必要があるんじゃないかと思うんですけど。 

会 長   ただ、あれは災害か何か………………こないだの話で。 
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戸塚（善）委員   だけど、静岡で使うと、やっぱりそうなるけど。 

蒲原支所長   すみません、戸塚委員、旧蒲原という考え方からいくと、今電波管理法

等で放送するべき内容というものがきつく絞られます。静岡のこの無線というのは、も

う基本的には蒲原のその地域的に利用したいと、これはなかなか難しいということでご

ざいます。これはひとつ、静岡市になったという形の中でひとつ、それはご理解いただ

きたいなあと思っています。ですから、それにかわる形としてインターネットとか、そ

れとか紙媒体とか、または、今回自治会にもお話し申し上げますけれども、事前に審議

会等が行われるよと、こういうような事前情報を流していきたいなあという考え方を持

っております。 

  同報無線については、旧蒲原のとおりですね。例えば、ちょっとこういうのを連絡し

てほしいというのをかなり自由に活用していたというケースもございますが、これはな

かなか、もう難しくなるということで、どうぞご理解いただきたいと思っております。 

戸塚（善）委員   その都度、テスト発信の形をとれば、僕は法律の目はごまかせると

思うんですけど。 

蒲原支所長   国と直結した指定市という形の中で、やはりコンプライアンスというか

法令遵守というのは非常に基本的なものでございますので、どうぞその点はご理解いた

だきたいと思います、すみませんけれども。 

野村委員   この会議の会議後の報告というか議事内容ですけれども、ぜひホームペー

ジのみでなく、やはり広報を通じて自治会を通じて市民が知ることができるように、議

会広報と同じように、やはり審議会の会議広報として、やっぱり広報の中で知らせるべ

きだというふうに私思うんですよね。やっぱりそうしてもらいたいと思いますよね。 

  地域審議会２０人選ばれたけれども、町民の方は、一体どういうことが、じゃあ審議

されたのか、話し合われたのか、このようなことがわからないままになってしまうと思

いますのでね。必ずしもこのホームページを開ける人ばっかりじゃないと思うんですよ。

ぜひその辺は考えて検討してもらいたいと思います。 

会 長   こういう意見があったということを。 

蒲原支所長   そうですね。申しわけございません。この地域審議会という基本的な考

え方の中で、基本は市長の諮問機関という位置づけでございますけれども、いろんなこ

とが合併に伴って出てくる、いろんなことが話し合われると思います。今、野村委員か

らおっしゃられているようなことも、例えば、今後のこの会議の中でテーマとして話し
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合われるというのも一つの方法ではないかと思っております。今現在、要望という形で

ご意向ございますけれども、今ここではちょっと答えが出せないという情況でございま

すので、ご理解ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

会 長   よろしいですか。 

  じゃあ、この傍聴のところで大分時間とりましたけど、何かまだありますか。 

（「異議なし」の声あり） 

会 長   ただいまの説明どおり、要領を制定してよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会 長   異議なしと認め、事務局の説明どおりの傍聴要領を制定いたします。 

  それでは、正式にこれで、ただいまから傍聴を許可しますということで、きょうは傍

聴人はゼロだそうです。 

  以上です。 

  次に、議事の（２）「地域審議会について」を事務局から説明願います。よろしくお願

いします。 

広域行政室長   引き続き説明をさせていただきます。 

  それでは、地域審議会につきまして法律等の規定に従いまして、制度の内容を中心に

ご説明をいたします。 

  委員の皆さんの中には既に十分御存じの方もいらっしゃると思いますが、今後、この

審議会を円滑に進めていくためには、委員の皆さん全員の共通した理解が不可欠でござ

いますので、ご確認の意味も含めまして説明をさせていただきます。 

  それでは、お手元の資料２－１をごらんください。 

  これは、市町村の合併の特例に関する法律、いわゆる合併特例法のうち地域審議会に

関する規定を抜粋したものであります。なお、この法律自体は、平成１７年３月３１日

を期限としました旧法でございまして、平成１７年４月１日以降は、いわゆる合併特例

新法が施行されております。 

  新法では、この条文が第５条の４から第２２条に変更になっておりますが、規定の内

容そのものは変わっておりません。また、新法の附則におきまして経過措置でございま

すが、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、そうい

うことでこの第５条の４を今回資料としてつけております。当然合併協議におきまして

は、旧法に基づきまして地域審議会の設置を決定しておりますので、こちらの方での御
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説明になります。 

  まず、地域審議会は、市長の言葉もありましたように、合併によって地元住民の意見

が反映されにくくなるとの懸念がありまして、それが合併の障害となることもあるため

合併後の当該地域、蒲原地域の施策に関して、住民の意見を反映していくことができる

ように創設された制度であります。 

  そして、その役割につきましては、この第５条の４第１項の３行目と４行目、アンダ

ーライン、下線を引かせていただきましたが二つございまして、一つは、長の諮問に応

じて審議すること。それからもう一つが、必要と認める事項について市長に意見を述べ

ること。この二つの役割が法律上ございます。 

  それぞれの内容につきましては、ちょっとまた後ほど説明をさせていただきますが、

この法律でいきますと第２項では、地域審議会の組織及び運営に関する事項は合併関係

市町村、つまり合併前の静岡市と蒲原町との協議により定めることになっております。 

  そして、第３項では、この協議は、それぞれの議会の議決を経るということ。それか

ら、第４項では、協議の内容を変更するときは、条例改正になるということが法律上規

定をされております。 

  続きまして次のページ、資料２－２をごらんください。 

  こちらの協議書は、ただいまご説明いたしました法律の規定に基づき、両市町の協議

により両議会の議決を経て、平成１７年３月１７日付で締結されたものであります。 

  規定されている内容につきまして順番にご説明いたしますと、第１条では、この審議

会の名称を静岡市蒲原地域審議会とします。 

  第２条では、この設置期間を合併後１０年間の平成２８年３月３１日までとしており

ます。 

  第３条ですが、これは、ただいまの法律の規定の長の諮問に応じて審議すること、と

いうことを受けまして、審議会が諮問する事項は、第３条に記載の（１）から（７）ま

での事項のうち市長が特に必要があると認めるものとしております。 

  ごらんのとおり、（１）が「建設計画」の変更に関することのほか第２号以下、建設計

画の執行情況や予算の編成、各種計画の策定などが列挙されております。 

  この諮問事項につきましては裏のページになりますが、第９条第１項にも、これは市

長の責務として審議会に諮問しなければならないということで規定がされております。

すなわち市の施策に関する重要事項であって、所管区域ですから蒲原地域に係るものを
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決定したり、または変更したりする場合などが、これについては諮問をしなければなら

ない。そういう形で明記をされております。 

  長の諮問に応じて審議することと、もう一つ先ほど申し上げました法律でも規定され

ている、もう一つの役割としまして、必要と認める事項につき、長に意見を述べること

がございます。この地域審議会が必要と認める事項でございますので、この協議書にお

いては、具体的には規定をしておりません。審議会が決めることになります。 

  したがいまして、意見を述べることにつきましては、審議会が必要と認める事項につ

いては、この審議会で十分ご審議の上、その結果を踏まえまして、必要に応じて市長に

意見を述べるという形になります。具体的には、一般的には、諮問事項の方ともちょっ

と重複いたしますが、建設計画の執行情況などが想定されます。建設計画に登載されて

いる事業につきましては、その進捗状況の報告等を行います。それを受けまして、それ

に対する意見を述べたり、そのほかにも、建設計画以外にも合併に伴う各種の事務事業

の執行状況、こういうことに対する意見を述べたりということが考えられます。 

  続きまして第４条なんですが、こちら、組織なんですが、これは審議会の委員の規定

でございます。審議会の委員は２０人以内をもって組織するものとし、第２項の区分に

より委員を委嘱するというものです。 

  各区分の人数につきましては、旧蒲原町からの要望とか市の附属機関の指針というの

がございまして、そちらに基づく公募委員の比率２０％でございます。ということなど

を踏まえまして昨年度の事務事業の調整本部会議、そちらにおきまして第１号の公共的

団体の代表者を５人、学識経験者を１１人、公募の市民を４人として決定をしておりま

して、それに基づきまして今回委員を委嘱させていただいております。 

  めくっていただきまして、第５条は、委員の任期は２年となっておりまして、皆さん

には本日から２年間、委員をお願いするものであります。 

  第６条の会長及び副会長につきましては、先ほど互選により決定をしていただいたと

ころであります。 

  第７条は、会議の招集や定足数、過半数による議決のほか、会議の公開について規定

をしております。 

  第８条の規定によりまして審議会の庶務は、清水区役所蒲原支所で行います。 

  それから、最後に第９条では、市長の責務として第１項で、審議会に諮問しなければ

ならない事項を規定しておりまして、第２項では、市長は審議会の答申や意見を勘案し、
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必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものと規定されております。 

  地域審議会につきましての説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

会 長   この件について、どなたか質問ありますか。 

  よろしいでしょうか。 

副会長   初めての審議会ですので、ちょっと確認の意味で質問しますけれども、私も

合併協の委員として出ていまして、いろいろの経過がありまして、地域審議会と地域自

治区の内容で、かなり合併の中で議論がありました。その中で地域審議会と地域自治区

をある程度うまくまぜた中で地域審議会をつくったという経過があります。今お話にあ

りました市長に意見を述べることができるということについて、説明の中では、それは

審議会の専任事項であるから条例の中には入れないと。その内容はよくわかります。た

だ、今の説明の中で、市長に意見を述べることができるのは建設計画の執行状況に関す

る事項のようなものですよというような話があったんですけど、合併協の中では、１か

ら５までありました。その中には住民との連携の強化に関する事項とか、その他必要と

認める事項とか、いろいろ入っていましたので、そこらのしっかりした確認をしないと、

今後の合併協議会の中でいろいろ意見を言い合って、それを市長の方へ上げるというと

きに、そういうことは決めていないよとか、そういうことは決まっているよという話に

なると困りますので、しっかりと確認したいんですけれども。 

  これは第９回の合併協の中で、しっかり確認した内容ですけれども、こういう内容で

市長に意見を述べることができるということでいいかどうか、しっかりここで確認して

おきたいと思います。その答弁をお願いします。 

広域行政室長   ただいま副会長のお話なんですが、確かに合併協議会の中で、ただし、

由比町との合同の合併協でもございまして、その中でもやはり蒲原地区でのいわゆる地

域審議会ということを審議をいただきまして、その中で、この協議書の形では出ており

ませんが、ただいまおっしゃられました、その合併協の資料にもございますが、その意

見を述べることの事例として、こういうものがあるというのは出ておりますので、一応、

当然そちらの方を尊重する形になります。ただ、その他もございましたが、基本的には、

そういう形で要望があって、地域審議会を設置することになっておりますので、そのも

のは当然、今ちょっと手元に資料がないんですけれど、一応そういう形で進めていると

いうことは事実でございます。 

副会長   もう一つ、合併協の中の第８回、９回ぐらいで、静岡市の斎藤委員の方が言
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われていたんですけれども、地域協議会、地域審議会、全く内容は変わりませんと。意

見は･･･（不明）…の中でも何でも言えるんだよというような内容がありました。それ

私、この議事録のここに持ってますけど、その中に入っていますので今後いろいろ、特

にスタートして一、二年というのは住民のいろいろ不安、意見等がかなり出てきますの

で、そういうものをしっかり審議会の中で話し合って、それをやっぱりしっかり市長の

方へ意見を言っておこうとか、いや、これは別に、そういう問題じゃなくて、十分窓口

の方で話ができるとか、それは審議会の中でいろいろやっていきゃいいわけですけれど

も、そういうことも含めて意見はできるということで、いいということでいいですね。 

広域行政室長   はい。確か合併協議の中で、由比町の地域自治区という一つの議論が

ございまして、そちらの部分も一部含めた形の地域審議会という形になっております。

それで、特に、こちらの方で特徴的なのは、やはり一般的な規定に比べまして市長の責

務とか、やはり地域自治区の規定を多少取り入れた部分がございます。そういうところ

でやはり当然この協議書、合併協議に基づいて今後進めていきたいと思っております。 

副会長   わかりました。 

会 長   どなたか、よろしいですか。 

  では、この件についてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会 長   どうもありがとうございます。 

  次に、議事（３）の「本年度のスケジュール（案）」について、事務局から説明をお願

いします。 

蒲原支所長   それでは、私の方からご説明いたします。 

  本年度のスケジュール（案）でございますけれども、平成１８年度の審議会のスケジ

ュールは、お手元の資料３をごらんいただきたいと思います。 

  平成１８年度は、基本的には８回の開催を予定しておりまして、必要に応じ１０回程

度まで開催することが可能でございます。 

  開催日時はスケジュール（案）、これがございますけれども、そのとおりでございます。 

  月１回程度の開催という形になります。 

  なお、本日は、静岡庁舎での開催となりましたけれども、第２回以降は、先ほどから

いろいろその関連の審議もされておりますけれども、第２回以降の審議会は、原則的に

蒲原地区で行うという予定でございます。 
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  次に、会議内容でございますが、本日は正副会長の選出、傍聴に関する要領などの制

定について御審議いただきました。第２回目は７月２０日、木曜日、午後２時から開催

予定であります。 

  内容は、市全体の概要とその中における蒲原地域の位置づけ、平成１８年度予算の概

要、また、第１次総合計画や静岡市と蒲原町との合併協定書、合併建設計画について、

委員の皆さんにご説明をする予定となっております。 

  第３回目は、合併建設計画に登載されております文化センターの改築としての（仮称）

蒲原地区市民センターの検討案を説明させていただき、委員の皆様の御意見を伺う予定

となっております。（仮称）蒲原地区市民センターにつきましては、本年度に基本構想

を策定する予定となっております。 

  そして、この事業に係る来年度の予算要求や市の総合計画における第２期実施計画に

反映させるためには、基本構想案を１０月ごろまでに策定する必要がございます。この

ことから第３回と第４回で、（仮称）蒲原地区市民センターに係る件を中心にご審議い

ただき、第５回において基本構想を御報告する予定となっております。 

  それから、第６回、第７回につきましては、合併建設計画における、そのほかの事業

の進捗情況について説明する予定であります。第８回につきましては、来年度の審議会

の方針や運営についての協議、合併後１年間の情況などについて意見交換をお願いする

という考え方でございます。 

  以上、平成１８年度のスケジュール（案）をご説明いたしましたけれども、内容につ

きましては、委員の皆様からご意見を取り入れまして進めさせていただきたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

会 長   この件について、どなたか質問がありましたら。 

稲葉委員   第２回はともかくとしまして、第３回、第４回のところで、市民センター

も８月ごろには、その説明があって、地域要望について意見交換ということですね。次

の月が１０月ごろまとめということで非常に短期間の中で、また、いろんな要望という

か、いろんな意見が多分予測されると思うんですが、できるならば、例えば８月ごろに

現在考えておられる市民センターの構想、今までのまとめられたものができるだけ早く

委員の手元に渡していただいて、それを十分自習してくるというか、そういう期間があ

った方がいいような感じがするんですが。 
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  例えば７月の段階で、もしまとめられてあるものがあればいただけるとか。そして、

８月の意見交換のときに十分意見交換ができるような、そういうこと。まとまっている

ものがあるのかないのかもわからないものですから、ちょっと。 

蒲原支所長   実は、この市民センターにつきましては、企画調整課の広域行政室、そ

れから清水区の地域総務課、蒲原支所、それから、いろんな複合施設になる予定でござ

いますので、防災関係の部門とか、それらの他の区役所業務から関連のある方のお知恵

をお借りするというような形で協議を進めております。今月の１６日に部内の打合会を

やる予定になっておりますが、その進捗等を含めて今後できるだけ早くという考え方を

市長お持ちのようでございますけれども、スケジュール的には精いっぱい詰めていくと

いうことでございます。ただ、具体的に７月、８月と期限の中でご報告できる内容にな

るかどうか、ちょっとここいら、まだ努力が少し要るのかなあということでございます。 

会 長   ８月のここで、むしろこの審議委員から要望をいろいろ出すということでも

ないんですか。 

広域行政室長   今の市民センターの関係ですが、今、お話ありましたように、内容を

今部内で検討をしております。それで、今申し上げたとおり、やはり７月の段階で、こ

の第２回のところでお出しできればいいんですが、ちょっとそこら辺がまだ流動的な部

分がございまして、それで、今会長からご質問ありました第３回で、ここら辺を委員さ

んの皆さんからご意見をいただくというような形ですが、基本的には、こちら市の方で

基本構想案といいますか、そのたたき台をこちらの方にご説明をさせていただいて、そ

れに対してご意見をいただくと、そういうような形で今考えております。 

  それが少なくとも第３回には行いますし、そのための資料がその前に委員の皆さんに

提示できれば、そういう形を考えております。そこら辺のところはまだ……。 

鈴木委員   基本的なことをお聞きして恐縮なんですが、この場合の基本構想という概

念なんですけれども、どこまでを指して基本構想という言葉をお使いになっているのか。

経営まで指すのか、それとも機能の点だけを羅列するだけなのか、建物の規模までを指

すのか、その辺がわかりかねるものですから、教えていただけますでしょうか。 

蒲原支所長   一般的に基本構想、基本的な考え方を文言にするというのが最終的な形

になると思います。ただ、その場合には、基本的な考え方が幾つかの柱立てになって、

その柱によって事柄を進めるという形になりますので、基本構想をきちっと土台として

据えませんと次の展開ができません。その次の段階に基本計画、実施計画というステッ
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プになります。 

  今年度は基本構想という形で予算を取っておりますので、その内容について、とにか

くきちっと固めてしまうと、こういうことでございます。したがって、次年度以降、具

体的な展開が出てくると、こういうことでございます。 

鈴木委員   ということは機能面、どういった機能を持たせるかとか、あとコンセプト

とかという部分を文章にして起こすという理解でよろしいんでしょうか。 

蒲原支所長   そのとおりでございます。 

望月委員  物事をやる上において、意見を審議会の中で求めるということは非常に大切

かはわからないけど、行政側としての基本プランですね。プランニングはあると思うん

ですよ。それをここで出す前に、業者を決めてあるかないのかということをひとつ聞き

たいわけです。プランニングをつくるべき業者は決まっているかどうか教えてください。 

蒲原支所長   まだ現在決まっておりません。 

望月委員   まだ全然決まってないですか。はい、わかりました。 

会 長   何かほかに。 

  では、ここで、第２回は７月２０日で決まっていますね。第３回の８月の分ぐらいま

での日程を決めたいと思うんですけど、どうでしょう。 

戸塚（善）委員  それまでに市民センターのある程度の概要が出てきますか。８月には。 

蒲原支所長   ８月には大体出てくることになると思います。 

戸塚（善）委員  そこのところがやっぱり肝心なところだと。日にちを決めるについて

も。 

蒲原支所長   すみません。中旬から後半にかけて、一応これは実は、お出ししてご説

明する際に、先ほども申し上げましたけれども、この部内プロジェクトでかかわってい

ただきながらまとめております。全体のスケジュール調整等もございますので、先ほど

申し上げましたように、８月の中旬から下旬という形ならば、部内の調整もとれて間に

合うのではないかと考えております。 

副会長   これ、「などの地域要望」となっておりますけれども、地区市民センターだけ

じゃないんでしょ。今回、一応市長が３回、いろいろ意見、住民と直接意見をやってい

ると。そういう中で第１回目もいろいろな内容が出てきていますね。（テープ反転）そ

ういうことも含めた中で意見交換をするということじゃないですか。そうじゃなくて、

これ、「市民センターなどの」となってるから、今回のこの８月は、第１回目聞きに行
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ったら、かなりいろいろ意見出ていましたね。私調べて１１項目出ているんですよ。そ

ういうこともその中へ入るのかどうか。８月の。 

広域行政室長   今ちょっとご質問がありました、この「など」の意味なんですが、や

はりこれ、８月、１０月で集中的に市民センターについてのご審議をいただくという考

え方がまずありまして、ただそれだけをやるというのではなくて、そのほかにも、また

次回、第２回は、どちらかというとご説明が中心になってまいります。また、その中で

またいろんなご意見もいただくかと思います。ですから、当然第３回と第４回におきま

しても、やはりこの市民センターだけではなくて、ほかについてのご議論もいただくと

いうことも一応想定はしております。 

副会長   わかりました。 

会 長   よろしいですか。では、この件の第３回、当局の方から希望の日程か何かあ

りますか。 

蒲原支所長   すみません、選択肢は、８月の場合に２１日が月曜日になっております

ので、３１日の木曜日まで、これは土日を除いて可能だと思います。 

会 長   時間的なものもちょうど、やはりこの時間帯が。 

蒲原支所長   そうですね。やはりこの日中によろしくお願いしたいと思います。 

会 長   はい、夜間じゃなくてね。 

蒲原支所長   関係部署のサポートもございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

会 長   どなたか意見あれば。 

  なければ私の方から提案しましょうか。むしろ２３日あたり、水曜日あたり、どうで

しょう。の午後ということで、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会 長   それを第一案にしていただいて。８月２３日水曜日ですね。の午後というこ

とで。また時間とか、それは当局の方で設定していただくということで。これを第３回

の一応予定日ということにさせていただきます。 

  では、次に、議事の「その他」についての事務局からの説明をお願いいたします。 

蒲原支所長   スケジュールの関係をちょっとさせていただこうと思って用意いたしま

した。 

会 長   それではいいですね。ほかには何か皆さん、第１回で。 
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野村委員   今日、第１回目の審議会でということですけれども、３月３１日に合併を

して２カ月余りたつんですけれども、この間、住民の間からはいろいろ声が出てきてい

るわけですけど、その中で特に三つほど挙げておきたいと思うんですけれども。 

  一つ目は、朝６時のチャイムの問題ですけれども、これは長年、蒲原の町民が本当に

習慣にしてきたものであって、これがなくなったことによって今非常に不便を来たして

いるという声がたくさんあるわけです。ですから、その点についても目的外使用だとい

う、あれもあるんですけれども、それを言うならば、１２時のチャイムは何なのかと。

それは目的外ではないのかということになるわけですね。１２時があるのであれば、朝

６時にやってもらっていいではないかということです。 

  それで、二つ目は、４月にどぶ掃除がありました、蒲原の地域。ある地域では、蒲原

のどぶ板ですけどね。それが上がらなくて支所に相談に行ったら、支所では対応できな

いから本庁まで行ってほしいというふうに言われたということがあります。この間、蒲

原町では、道具の貸し出しなどの対応はやってこられていると思うんですけれども、少

なくともそういう蓋が上がらなくて困っているときに業者をそこへ行かせるとか、道具

の貸し出しを含めて、そういった対応を支所で対応するなりの、その辺をやってもらい

たいという声があるわけです。 

  こういう点を含めて、合併して本当に住民サービス低下というふうに感じるわけなも

ので、ちょっと蒲原の支所として本当に住民が役に立つものにということで、寄せられ

た相談に対して全力で解決できるような、そういった支所にしてもらいたいということ

が一つ要望であります。 

  それと三つ目ですけど、これが一番大きな問題ですけど、合併する、しないにかかわ

らず、蒲原病院の問題があるんですけれども、今本当に蒲原病院の救急体制がちょっと

とれなくて困っている状況にある中で、この前、タウンミーティングでこういう話があ

ったと。清水、静岡の病院があいてるんだから、そっちへ行ってほしいと。だけども救

急の場合に清水まで行っていたら、助かる命も助からないじゃないかということでね。

今度静岡市長が管理者になられるであろうということであるならば、その点の責任も含

めて蒲原病院の救急体制について真剣に、やっぱり一部事務組合に加入するわけだから

考えてもらいたいということをちょっと申し上げておきたいと、そういったことです。 

稲葉委員   今、野村さんから出された３点なんですけど、これも前々から自治会の方

でも皆さんから声が出ているというのは聞いていまして、実は６月１日のタウンミーテ
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ィングで全部出て、静岡市長から直接丁寧な回答をいただいているんですが、それはお

聞きになりましたか。 

野村委員   私自身、ちょっとタウンミーティングは出席していなかったんですけど。 

会 長   タウンミーティングで、これの対応もそれなりの返答も、この３点ともそう

だね。 

稲葉委員   ３点とも出ています。自治会代表質問で。 

会 長   何か当局の方から、いいですか。 

蒲原支所長   まさに、まだ残るところ２回、実は１５日と１８日ございます。全体的

な蒲原町の要望というものは集約されて、それが今度は静岡市の対応的なシステムに乗

るということになりますので、これは出ておる内容に間違いございませんので、いまし

ばらくお待ちいただきたいと思います。 

会 長   じゃあ、できるだけ、タウンミーティングはあと２回ですか。日程的には、

蒲原でやるのは。 

蒲原支所長   １５日と１８日です。 

会 長   １５日と１８日ですね。要望は、できるだけ聞いてもらいたいと思います、

そういうところで。この席でまたダブらないようにしてもらいたいと思います。それと、

私自身のあれですけど、病院問題はここで、今あなたの言った内容は非常に違うと思い

ます。はっきり言って。今まで議論してきた中でも非常に的が外れていると思います。

会長として、議長として言わせてもらうと。また後で、その辺の議論はさせていただき

たい。以上です。 

野村委員   いや、そういう言い方はちょっと心外ですよ。 

会 長   よろしいですか。私から言わせてもらうと、…… 

野村委員   いや、これは、病院の問題は命にかかわる問題ですよ。だから、その点に

ついて今、合併の問題……。 

佐藤委員 しゃべるだけじゃなくて、人の話を聞きなさい。 

会 長   ここでまた、冒頭言っていましたように、そういうことでね。やっぱりそれ

ぞれ実のある議論をしていきたいと思いますので。以上です。 

  私もじゃあ、これでやめます。その辺の議論は。 

  ほかには何かありますか。 

蒲原支所長   これで全部です。 
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会 長   時間もちょうど５分ばかり過ぎたね。一応これで閉めさせてもらいたいと思

いますけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会 長   不慣れな議長で申しわけありません。会長も初めてなものですから、今後と

もよろしくお願いします。ありがとうございました。 

             （午後４時０８分閉会） 

 

 

５ 傍聴人        ３人（報道関係者） 
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