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平成１８年度第２回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１８年７月２０日（木） １４時００分～１６時４９分 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所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、吉田委員、片瀬委員、 

山崎委員、佐藤委員、戸塚（正）委員、野村委員、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 

（三好和史委員欠席） 

        （事務局）大村清水区長、久朗津企画調整課長、原蒲原支所長、渡邊蒲

原事務所長、三宅広域行政室長、望月清水区地域総務課長、

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、興津主査 

蒲原支所・総務担当：宇佐美副参事兼統括主幹、片瀬副主幹 

 

４ 議 事    

 （１）静岡市の概要について 

 （２）第１次静岡市総合計画について 

 （３）合併協定書、合併建設計画について 

 （４）平成１８年度当初予算の概要について 

 （５）その他 
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蒲原支所長   皆さん、こんにちは。 

  本日はご多忙のところ、第２回の静岡市蒲原地域審議会にご出席いただきまして、ま

ことに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長の

原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。本日は三好和史委員が欠席以外、全員がご出

席されておりますので、会議は成立いたしております。 

  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、

会場のレイアウト図、資料の一覧表でございます。資料の一覧表には、資料１から資料

５までが表示されております。 

  資料１は静岡市の概要、資料２は静岡市総合計画、青い表紙のものです。それから、

資料３の１は、市町村の合併の特例に関する法律の抄、それから、３－２は静岡市蒲原

町合併建設計画、資料３－３は合併協定書、資料３－４は、ちょうど横長になっており

ますので右側に資料３－４と入っておりますが、平成１８年度の蒲原地区の一般会計事

業別当初予算ということで、重点施策事業が網羅されております。それから、資料４で

ございます。これは１８年度の当初予算案の概要ということでございます。それから資

料５、これが平成１８年度審議会のスケジュール（案）ということになっております。 

  お手元におそろいでしょうか。また、不足しているものとや乱丁等ございますでしょ

うか。もしございましたら、お申し出をいただきたいと思います。 

  よろしゅうございましょうか。 

  それでは、次第の２で会長のごあいさつをお願いしたいと思います。志田会長、よろ

しくお願いいたします。 

会 長   皆さん、こんにちは。お忙しい中、本当にご苦労さまでございます。本日、

審議会の第２回目ということで、これから始めさせてもらうわけですけれども、蒲原町

がなくなってもう既に４カ月近くなります。いろんなことを私も聞き及んでいますけれ

ども、出てきているかに聞こえていますけれども、この審議会、静岡市へは旧蒲原町か

ら１人の市議会議員が行っているわけですけれども、議会も蒲原町としてはなくなりま

したし、非常に考えようによったら非常に責任重い審議会だと思います。 

  ただ、これ見ますと月１回ですか、本年は。しかも予定は２時間という中で審議を行

うということですから、非常に日数も時間も短いわけですけれども、その中で２０名の

委員ということで、なかなか皆さんが本当のことを討議していくには非常に難しい時間
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であるし、回数だと思います。そういう中で、ぜひ実のある、それぞれが自覚して意見

を出していただいて、特に、改めて募集で入ってきた方もいらっしゃるわけですし、思

うところをぜひ実のある形の中で出していただいて、いい審議会にしていきたいなと思

っていますので、ひとつ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、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、よろしくお願いいたします。 

会 長   それでは、早速ですが議事に入りますが、その前に、本日傍聴を希望されて

いる方が５名いらっしゃいます。ここで入場を許可したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会 長   では、よろしくお願いします。 

  それでは、座ったまま議事を進行させていただきます。 

  早速ですが、次第に従いまして議事を進めさせていただきますが、議事に先立ちまし

て皆さんへのお願いでありますが、会議録作成のため、発言の際はマイクのスイッチを

入れて、氏名を言ってから発言願います。それから、本日の会議の終了は４時に予定し

ていますので、ぜひ協力のほどをよろしくお願いします。 

  それでは、第１議案の「静岡市の概要について」事務局から説明をお願いいたします。 

広域行政室長   私、企画調整課広域行政室の三宅と申します。よろしくお願いします。 

  それでは、議事（１）としまして静岡市の概要につきまして、集約してその組織を含

めてご説明をいたします。 

  資料１をご覧ください。資料１はＡ３判で、４枚の資料となっております。 

  資料の１枚目は、合併後の静岡市の概要を簡潔に示したものでございます。 

  １の概要は、２段目に記載されておりますように、静岡市は広大な面積を有しており

まして、その８割近くが山林で占められております。 

  静岡市は、このような豊かな自然環境と政治、経済、文化、情報などの中枢管理機能

をあわせ持つ自己完結性の高い都市でありまして、新しい形の政令指定都市を目指して

おります。 

  そして、市の総合計画に基づきまして、「活発に交流し価値を創り合う自立都市」を

実現するため、さまざまな事業について積極的に取り組んでおるところでございます。 
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  次の２の面積と３の人口は記載のとおりでございますが、面積１，３８８．７４平方

キロメートルは全国の市で５番目の広さ、人口７１万３，７１６人は全国の市で１７番

目の大きさとなっております。 

  次に、４の産業・経済は、農業、工業、商業関係の主な指標を記載しておりますが、

ここで特筆すべき点は、上から２段目、旧蒲原町の製造品出荷額が市全体の１０％を超

えております。また、下から２段目の従業員、これは従業員４人以上の製造事業所数な

んですが、こちらの方も市全体の５％近くを占めております。人口比から見ましても、

蒲原地区が工業地域としてのウエートが高いということが読み取れます。 

  右の方へ移りまして、５の姉妹都市・友好都市におきましては、旧静岡市と旧清水市

が平成１５年４月１日に合併しまして、国内外の都市との交流が大幅にふえたところで

ありますが、今回、旧蒲原町との合併によりましてアメリカのシェルビービル市と姉妹

都市交流が新たに加わりました。 

  次に、教育の分野としまして６の学校の数ですね。学校数では、今回の合併によりま

して、幼稚園、小学校、中学校及び高校が記載のとおり８校増えまして、総数で２６５

校となっております。 

  次に、医療の分野としまして７の公立病院数ですが、これは市内の病院ということで

はございませんが、今回の合併によりまして、静岡市がその構成団体となりました共立

蒲原総合病院を含めまして記載しております。ちなみに、その他の病院というのは日赤、

済生会、厚生病院などとなっております。 

  最後の８の職員数は、合併によりまして旧蒲原町の職員１１６人が加わりまして、総

数で６，６１１人となっております。内訳としましては、事務職や土木建築の技術職等

の一般行政職、清掃員や調理員等の技能労務職、消防職、その他病院の医療職や学校の

教員職などとなっております。 

  以上、市の概要としましての面積、人口のほか産業経済、都市交流、教育、医療の分

野から、ほんの一部ではありますけれど、主要なデータをご紹介させていただきました。 

  続きまして、次のページをご覧いただきたいと思います。 

  これは、今月７月の初めに広報課の方で蒲原地区の各世帯に配付されました「くらし

の便利帳」、こちらがございます。こちらの後ろの方に市役所の組織が記載されており

ます。そちらの抜粋を今日お分けさせていただきました。 

  ここに市役所の組織としまして、左から局、部、課、主な業務、担当及び連絡先など
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が記載されております。このうち蒲原地区に関係するもので住民生活に関連したものを

中心に、簡潔に説明をさせていただきます。なお、ページは、この冊子の方のページを

そのまま使っておりますのでお願いします。 

  まず最初に、８４ページの中段にございますが、総務局の真ん中になります、企画部

がございます。その中に企画調整課がございまして、その担当の方を見ていただきます

と、広域行政室というのがございます。これ、私ども広域行政室ですが、これは合併に

伴う総合調整ということで蒲原支所、清水区の地域振興課とともに、この地域審議会に

係る事務を担当しております。 

  それから、右側になります８５ページの最上段、市民生活部の市民生活課ですが、こ

ちらの方は、区役所や支所の運営に関することとしまして、例えば蒲原支所の予算関係

を所管しておりますし、また、斎場の関係も担当をしております。また、この市民生活

部の最後になりますけれど、区役所の事務でなく本庁等の事務を処理します蒲原事務所

が設置をされているところであります。 

  同じページの中段になりますが、文化スポーツ部というところの真ん中のところに生

涯学習課がございまして、こちらの方では蒲原文化センター１階のホール部分のところ

を所管しております。 

  その下の環境部としましては、中ほどに廃棄物政策課がございます。ここには特に記

載はしてありませんが、庵原郡環境衛生組合に関する事務としまして、蒲原地区のごみ

処理・し尿処理について、ここで所管をしております。また、ごみの収集につきまして

は、最下段の収集業務課に清水収集センターがございまして、その蒲原分室、そちらの

方がごみの収集の担当をしております。 

  めくっていただきまして裏面になりますが、裏のページの保健福祉局というものがご

ざいます。これは、ちょっと大きな規模でございますが、ここでは一般市とか中核市と

しての福祉業務とか保健衛生業務、そちらのほかにも政令市移行によりまして新たに設

置しました、中段にございます児童相談所や障害者更生相談所などを所管しております。

このうち蒲原の関係としましては、福祉部の３段目に児童福祉課がございます。そちら

の方では白銀の蒲原児童館等を所管しておりますし、また、その下の保育課では、蒲原

東部保育園、西部保育園の方を所管しております。 

  また、もう一つ、保健衛生部の方では下になりますけど、健康づくり推進課という大

きな課がありますが、そちらと右の８７ページにございます保健所の清水支所がござい
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ますが、そちらの方と両課が白銀の蒲原保健福祉センター、そちらの方を所管しており

ます。 

  あと同じく、８７ページの中段が病院局でありますが、病院局では、静岡病院と清水

病院のほかにも共立蒲原総合病院の経営や看護専門学校の統合などについて、病院局の

一番上にあります病院経営課の方で対応をしているところであります。 

  その下の経済局におきましては、商工関係そして農林水産関係を、また、次の８８ペ

ージになりますが、こちらは都市局になります。都市局では、都市計画の関係、あと建

築の関係をごらんのとおり所管をしているところであります。 

  次に、８９ページになりますが、８９ページには建設局がございます。建設局で土木

部のほかにも、やはりこれも政令市移行に伴いまして国県道の管理が移譲されました。

その関係で道路部というものを新たに設置しております。蒲原地区の道路の整備、維持

管理につきましては、清水区の区域を担当します道路整備第３課、そちらの方が担当を

しております。 

  その下の消防防災局につきましては、ここでは消防本部のほか各消防署及び防災関係

を所管しておりまして、ここのところで庵原の地区の消防組合に関する事業を消防総務

課というところで対応をしているところであります。 

  また裏にめくっていただきまして９０ページになりますが、９０ページ中段に企業局

がございまして、こちらの方では水道事業と下水道事業を所管しております。蒲原地区

の水道サービス業務につきましては、水道部の最下段に清水上下水道サービス課がござ

いまして、その出先としまして蒲原サービス担当をこの支所の施設の中に設置をして対

応しているところであります。 

  次に、右側の９１ページになりますが独立機関としまして、まず、教育委員会があり

ます。ここのところで蒲原地区の小・中学校を所管するとともに、蒲原公民館や蒲原図

書館につきましては、それぞれ中央公民館、中央図書館の地区公民館、地区図書館とし

て位置づけられております。その他の独立機関としましては選挙管理委員会などがござ

いますが、ここでもやはり政令市移行によりまして新たに設置しました人事委員会がご

ざいます。そちらの方では職員の採用試験や職員給与の勧告などを行っているところで

あります。 

  後ろの最後のページになりますが９２ページのところ、こちらの方では区役所とか区

の福祉事務所の各課や各支所が記載されております。蒲原支所等が行っている主な業務
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につきましては、右のページに記載のとおりとなっております。 

  以上、簡単にご説明させていただきましたが、静岡市の組織や業務は各局、部、課ご

とに細分化されておりまして、どこで担当しているかわかりづらい面もあろうかと思い

ますが、具体的なことやご不明な点につきましては、このくらしの便利帳をご覧いただ

いて、担当課に直接お問い合わせしていただくか、支所などを通じてご確認いただけれ

ばと思います。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

会 長   この件について何か質問ありますか。どうぞ。 

野村委員   この一番上の８の職員数のところで、ちょっと説明があったのですけれど

も、これについてもうちょっと詳しく聞きたいんですけれども、旧蒲原町職員１１６人

ね。これについて今度新しい配属先の内訳について、蒲原支所に何人あるいは静岡庁舎

に何人、清水庁舎に何人、あと、駿河区、葵区に何人とか、この内訳について、またち

ょっと教えてもらいたいということです。それと、この蒲原支所について何人の体制に

なっているのか、合計。ということです。 

広域行政室長   先ほど申し上げました旧蒲原職員１１６人の内訳ですが、そちらも当

然出ているわけなんですが、今、詳細までは、こちらの方でちょっと出しておりません。 

蒲原支所長   蒲原支所につきましては２０名でございます。それから、蒲原事務所に

ついては８名、それから、福祉事務所の出張所については６名、水道のサービスコーナ

ーについては３名でございます。 

 それから、清水区役所、駿河区役所、葵区役所と、区役所に配置されている職員と、そ

れから本庁業務にかかわった職員の内訳が今手元に資料ございません。ただ、駿河区役

所におきましては１人も行っていないと、この状況は把握しております。後ほど、その

数字はお出ししたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

野村委員  また、後ほど資料をいただければ･･･。 

会 長   よろしいですか。 

  ほかに、どなたか。 

  では、この件については、これで。 

  それでは、議事第２の第１次静岡総合計画について、事務局の方から説明願います。 

企画調整課長   皆様こんにちは。企画調整課長の久朗津といいます。 

  それでは、私の方から第１次静岡市総合計画についてご説明をさせていただきます。 
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  総合計画につきましては、静岡、清水が１５年４月１日に合併をしまして新静岡市に

なったということで、２年間をかけまして１６年１０月に基本構想を議会の議決を経ま

して、１７年度からこの総合計画が動いております。 

  内容につきましては、旧蒲原町につきましても総合計画をお持ちで運営をしてきたと

いうことで概略を、ちょっと説明を省くところもありますけれども、その蒲原町の方が

廃止になって、こちらの方に移行をされているという状況と、それから、建設計画の中

で総合計画の中にどんなものが入ってくるかというようなところを尐し説明をしていき

たいというふうに思っております。総合計画というのは地方公共団体が目指すまちづく

りを長期的な展望としてコンパス的な役目をした、そういうものをあらわした計画書に

なっております。 

  内容はといいますと、恐れ入りますけど１６ページを開いてください。 

  １６ページの中ほどですけれども、総合計画の体系というところですけれども、総合

計画というのは基本構想と基本計画及び実施計画、この三つの３層の違った種類のもの

で構成をされております。静岡の場合には、この三つが合わさって総合計画になってお

りますけれども、全国の市町村を見ますと基本構想のみであったり、２種類であったり、

そういうようなところの自治体もございますけれども、蒲原町も静岡市と同じ３層の構

造で、基本構想、基本計画、実施計画をもって構成されたものでございます。 

  まず、基本構想というものはどういうものかといいますと、基本構想については一応

１０年というスパンでやっておりますけれども、おおむね、その１０年後の２７年にお

ける本市を取り巻く地域社会の将来像、それを実現するための基本的な政策大綱を示す

ものだということでございます。 

  次に、基本計画ですけれども、基本計画については第１次基本計画の計画期間が平成

１７年度から平成２１年度までの５年間、それから、第２次の基本計画が平成２２年度

から平成２６年度までの５年間。なお、第１次基本計画には第２次基本計画の計画期間

を展望する構想的な事業も登載することとしておりますということで、内容につきまし

ては３１ページ、３２ページに、２２年度以降に第１次に引き続いて行うものとか第２

次、２２年度以降に具体化しなければならないようなものを一応登載しております。な

お、この内容については財政計画とか、そういうものと整合をしておりませんので、事

業の具体化に当たっては、その中で査定をしながら進めていくというような状況です。 

  １６ページの方へまた戻ってください。 
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  次が実施計画になるわけですけれども、基本計画に示されました根幹的な事業の具体

的な実施内容を明らかにするもので、毎年度の予算編成、それから機構編成、人事計画

など、本市の毎年度の経営方針となるものでございます。 

  計画期間は３年とし、２年ごとに改定をしております。下の表で見ますと、一番上の

１７、１８、１９というのが年度でございまして、今は１８年度で、実施計画上は第１

期実施計画を実施しておるところでございますけれども、来年度からはダブりまして第

２期の実施計画が始まるということになります。ですから、今現在は第２期の実施計画

の要するに事業査定をこれから進めると。この中で蒲原町の事業についても当然、各課

から要求がありましたものについては査定をしまして、事業計画の中へ盛り込んで事業

推進を図っていくというふうな形になります。 

  それで、第１次総合計画といいますのが、この一番下の表でいきますと、１７年から

２１年までを基本構想、基本計画、実施計画をまとめましたものが１次の総合計画とい

うふうな形で呼ばれるものでございます。２２年度以降が第２次総合計画というふうな

形で区分けをされて計画を進めていくというふうな状況になっております。 

  それでは、２ページの方へお戻りいただけますか。 

  では、最初にまず、基本構想になりますけれども、じゃあ静岡市の目指すまちの姿と

いうものですけれども、それは一番下に書いてありますように、「活発に交流し価値を

創り合う自立都市」という形になっております。内容的には、①で言います社会環境の

大きな変化というものがありまして、内容を尐しかいつまんで説明しますと、国際化が

進むということと地球環境の問題の深刻化、それから、競争時代の到来、尐子高齢化、

このようなものがいろいろあって、現行の社会システムでは対処が難しくなってきて、

地域の実情に即した分散型、自立型の社会システムの転換が必要となっているというよ

うな時代背景。 

  それから、市民意識については、物質的な豊かさから精神的な豊かさへ移動をしてお

りまして、人や自然との触れ合いの中で心のゆとりと潤いを確保しながら、地域社会へ

の建設に積極的にかかわっていこうとしているというような状況があります。 

  さらに、静岡市は１７年４月に政令指定都市になったということと、それから、大規

模社会資本整備が着々と進んでおりまして、第二東名高速道路、中部横断道、静岡空港、

このような大規模社会資本整備が進んでおりまして、そのほかのものも含めて非常に恵

まれた社会資本が整ってきているということで、飛躍する大きな機会が来ているという
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ような状況があるということです。 

  それから、目指すまちの姿ですけれども、こういう状況の中、それから、静岡という

のは豊かな自然を初めとする地域資源の存在があって、それを活用してきた先人が築き

上げてきた営みの集積がある。それから、我が国の交流拠点としての位置にあること。

それから、長い歴史、文化的蓄積、すぐれた人材の集積があると。このような基礎的条

件を市民や団体の方々が活用しまして、さまざまなチャンネルによりまして国内はもと

より、海外とも積極的に交流をしていこうということです。 

  交流によりまして価値が生まれまして、その価値がまた別の価値と触れ合うことによ

って、さらに新しい価値が生まれると。そういう社会が築ければいいということで、こ

のような目指すまちの姿が活発に交流し、価値をつくり合う自立都市というふうな形で

キャッチフレーズとして掲げたものでございます。 

  ３ページをお願いします。 

  目指すまちの姿は、その一つですけれども、それを補完する意味で、「まちづくりの

戦略」という四つの項目、それから、「まちづくりの大綱」ということで、これは分野

別につくったものなんですけれども五つの項目を上げまして、まちづくりのそれぞれを

「まちづくりの戦略」と「まちづくり大綱」によりまして、全体の目指すまちの姿にま

とまっていくように推進をしていくというような形になっております。 

  右側の「まちの経営システム」なんですけれども、左側の「まちづくり戦略」や「ま

ちづくりの大綱」によって推進をしていくわけですけれども、その際の行動原則として

次の四つを掲げております。内容については触れませんけれども、よろしくお願いしま

す。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ＳＴＡＲＴ－ＵＰ ｐｒｏｊｅｃｔという名前が載っておりますけれども、これにつ

きましては右側の上ですけれども、指定都市効果を短期間に達成するために、基本構想

のまちづくりの戦略に基づいてスタートアッププロジェクトを展開しますという形で、

指定都市になった効果というものをなるべく早く市民の方に実感をしてもらうというよ

うなことを目途につくられたものでございます。 

  基本的に皆さんが政令指定都市と合併をしたということを今実感して、では、どうい

うものが変わったかというと、なかなか気づかれない部分がほとんどだと思いますね。

市民の中で、政令指定都市になってよかったなあと思う方というのは、旧静岡でいくと
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中山間地に住まれている方、これが今までは、県道なんかの修復だとか拡幅だとか、要

するに、こういうもののお願いというのは全部県の方へ行きまして、そういう部分が全

部市の方へ移ってきたということで、直接市と交渉ができるということでスムーズにな

ったということで、その方たちは非常に政令指定都市の恩恵を受けているということに

なるわけですけれども、基本的には国県道の移管、それから県からの１，４１８ですか

事務を移譲したんですけれども、基本的には事務の作業が短くなったという部分あるの

でしょうけれども、ほとんどの皆さんはそういう部分を実感されていないということで、

こういう部分でのスタートアッププロジェクトというものをこしらえて、より早く政令

市となってよかったというような部分を実感していただくということでつくられたもの

でございます。 

  プロジェクトは全部で１２ありまして、まちづくりの戦略ごとにそれぞれ二つ、三つ、

四つとか、そういうような形で、右の左側になりますけれども戦略Ⅰ、戦略Ⅱ、戦略Ⅲ

とか、そこに書いてあるようなプロジェクトをやっていこうとするものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  尐し紹介をいたしますと、「協働の力にあふれた市民の集うまちをつくる」というこ

とで、これは、一番上でいきますと、協働のまちプロジェクトというのがありまして、

協働の推進を図って５年後には１００の協働事業を実施していきますというような形で、

協働事業を進めていくというようなものをやっていきたいということでございます。 

  次のページへ行きますと、「自治の力を活かし市民が満足するまちをつくる」という

ことで、上のプロジェクトでいきますと、スムーズ静岡プロジェクトというのがありま

して、これは移動時間の２０分エリアの拡大を図っていくということで、５年後の具体

的な目標になっております。 

  次のページへ行きまして、「情報発信をくりかえし世界に誇れるまちをつくる」とい

う中でプロジェクトの１は、ようこそ静岡・ほほえみプロジェクトという形で、交流の

推進を図りまして、観光交流客数を２，５００万人にするというようなものでございま

す。１６年の実績でいきますと２，３２３万人ですので、これを１７０万人ほど増やす

というような形で観光ビジョンだとか、そういうものをこしらえて達成をしようとする

ものでございます。 

  次のページにも同じようなものがございます。 

  続いて、１８ページをお願いします。 
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  財政計画というのがありますが、基本的に事業を進めるためにはお金がどのぐらいあ

るかということになろうかと思います。要するに、総合計画ですので投資的経費がどの

くらいあるかということですけれども、これは財政課の方で見積もっていただきまして、

歳入は別として、歳出の中で投資的経費については５年間で２，５８０億、この程度は

使えるだろうという見込みが立っております。ですから、１年に直しますと約５００億

程度の投資的経費があるということでございます。後でまた予算の説明をいたしますけ

れども、投資的経費につきましては、１７年で５８０億、１８年が６３０億ほどの投資

的経費を確保しておりますので、基本的には財政計画より上回った投資を進めていると

いうような状況になっております。 

  ここでちょっと建設計画の中で触れておきますけれども、蒲原町の建設計画につきま

しては、いろいろなものが入っております。ですから、建設をするものだとか維持管理

的なものだとか、いろいろなものが入っているわけですけれども、あくまでも総合計画

上は、投資に対しての部分で補完をしていくという形になります。ですから、今までの

維持管理経費につきましては、これは経常的経費になりますので、総合計画上は乗って

きませんし、どうするかという話になりますけれども、これは要するに担当課の方から

予算要求をして、その予算を獲得していただくという形になります。 

  それから、ソフト事業なんかにつきましては投資的経費には入らないものですから、

計画上は載るというケースがありますが、基本的には投資的経費以外の経費で賄ってい

くというような形になりますので、そういう部分を除外されるという形になります。そ

れは基本的に、あくまでもここで言いますものは、建設に係るものだとか道路の整備だ

とか、そういう部分の建設的経費に充当されるものだというふうにご理解をいただきた

いと思います。 

  ２１ページをお願いします。 

  ここが分野別の計画といいまして、総論から健康・福祉、それから文化・学習、生活

環境、産業経済、都市基盤ということで６分野に分けてありますけれども、これは、ど

この地方公共団体におきましても、どこかに当てはまるような形で分野を分けていらっ

しゃると思います。静岡の場合には、こういう６分野に分けて、この中に枝をつけまし

て、それが政策体系という形のもので、もう尐し細かくなりますが、これは大体３段階

までしか書いてありませんけれども、実際は４段階ぐらいまで細分化がされておりまし

て、それぞれの事業がどっかにぶら下がるような形になっております。 



 

 ―１３― 

  ですから、蒲原町の事業につきましても、この中の体系の中で各課が選びまして、そ

こへぶら下げて事業要求をしてくるというような形になります。ですから基本的に、蒲

原町の総合計画がないという状態で、こちらの方に移行をされても何ら支障がないとい

うのは、そういう状況があるからでございます。 

  内容につきましては省略をいたします。 

  最後のページになりますけれども、３３ページから３４ページですけれども、これが

静岡市における平成１７年から２１年までの５年間に行いますソフト事業から建設的事

業まで含めて記載がありますけれども、基本的には５，０００万以上が企画調整課で査

定をさせていただいております。５，０００万以下につきましては財政課が直接予算要

求をして、財政課が査定をするというような形になろうかと思います。 

  以上、簡単ですけれども、一応総合計画については以上で終わらせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

会 長   ご苦労さまでした。 

  この件につきまして、どなたかご意見、質問ありますか。 

石野委員   ７ページの「協働の力にあふれた市民の集うまちづくり」のプロジェクト

Ⅰのところに「協働のまちプロジェクト」、その下に、「縦割り行政の弊害を排して、

市役所が部局を横断して市民・団体などと効果ある協働事業の実施に取り組むことによ

り、よりよい静岡市を実現します」とありますけど、「市役所が部局を横断して」と、

その辺、「市民・団体と効果ある協働」をするというのは非常に、現実では難しいよう

ですけど、これからどういうように取り組もうとしているのか、その辺の考え方をちょ

っと聞きたいと思います。 

企画調整課長   行政の縦割り行政という形ですと、それぞれの部局ごとに、それぞれ

の考え方があって、その部分がよその部局に伝わらないというような部分が縦割り行政

になろうかと思います。もともと要するに、企画調整課というのがその縦割り行政の部

分をコントロールしまして、そういう弊害が起こらないようにするというのが原則にな

りますので、全体局長会議だとか、そういう部分の中で、そういう縦割りの弊害をなく

すような形で行政の方法を考えておりますし、例えば市民に対してある事業をやった場

合に、いろいろな問題が起こったときに、その部分をその部局で抱えないような形で討

議ができるような、一応システムを今構築をしようとしているところでございます。 

  以上です。 
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石野委員   蒲原町のときに平成１６年だと思いますけど、中尾羽自然公園というのを

町と委託をしてやったわけですけど、そのときには公園の管理、例えば、そこを清掃す

るとか草を刈るとかトイレをきれいにするとか、そういう維持管理と、公園を利用して

小さな子供からお年寄りまで、いろんなイベントをやるとか、小学生には里山学校とい

うようなことをやって自然体験をするような活動をずっとやってきていますが、静岡市

に合併すると、公園の管理は公園課がやるけど、子供をそこで育てるとかそういうよう

なことは、ソフト的なことは公園課ではやらないというようなことが現実に今起こって

いるわけですけど、平成１８年、１９年度は２年間そういうことを、今までやっていた

とおりにやれるんですけど、平成２０年以降になると、そういうやり方が難しくなると

いうようなことを聞いています。そういうことで今、ここに書かれていることをちょっ

とどういうように、部局を横断してやるのかということが書いてあったものだからご質

問したわけですけれども。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  要するに所管事務が各課決まっておりまして、確かに公園の部分と子育ての部分と分

かれているというのはご承知いただけると思うんですけれども、その部分をどういうふ

うに対応していくかという問題だと思うんですよね。ですから子育てを中心にするのな

ら、例えば、その場所が公園を借りてやるという形になるのか、公園を例えば、要する

に自由に使うというのをメインにするなら、その部分をメインにしながら子育ての部分

を含めていくというような部分を、尐し原課と相談をしていただいて、その辺をしっか

り説明をすれば、ある程度、その担当課を超えて業務ができるのじゃないかというふう

に考えております。 

  ただ、基本的には所管事務として、所管をしている部分は責任を持ってやれるわけで

すけれども、例えば公園で子育てができるかというと、なかなか難しい、遊ぶことにつ

いては子供公園をつくったり、そういうことはできるんでしょうけれども、基本的に子

育ての部分を公園がやるかというと、公園緑地の所管ではないというふうにしか言いよ

うがないものですから、その辺をどういうふうに市民の方が使っていただくかというこ

とだと思います。よろしくお願いいたします。 

会 長   よろしいですか。 

  それでは、ほかに。 

片瀬委員   これで今、総合計画が出た段階で、これは１７年度にこの構想が出ている
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ように思います。合併したのが実は１８年度。１８年度の中で例えば、建設計画の中で

いろんなことをやりたいという総花的な計画が出されていると思うのですけれども、そ

ういう予算措置については、例えば蒲原については支所を通じて清水区にあるのか。先

ほど、部局を通じてというような、予算獲得をしなきゃいけないというふうな話をされ

ましたけど、そこら辺の仕組みがちょっと私らにはわからないです。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  基本的には本庁の各課ですね、所管課が事業要求をしてくるという形になります。そ

れで、総合計画、確かに１７年度につくりましたので、新しい冊子をつくるともったい

ないものですから、基本的には実施計画書というのがこういう部分の形でつくられます

ので、今、１９、２０、２１の部分を第２次のものをこしらえますので、その中には蒲

原の部分を含めて登載をされていくというふうに考えております。よろしくお願いしま

す。 

片瀬委員   その場合の予算要求は、本庁が予算要求をするということですけれども、

それは支所の予算というか意見というのは反映されるということですか。 

企画調整課長   基本的には事務引き継ぎの中で、こちらの担当課と旧静岡の担当課と

十分お話をさせていただきまして、その意は伝わっていれば、その部分で予算要求がさ

れてくると思われます。 

片瀬委員   わかりました。 

会 長   よろしいですか。 

副会長   今の片瀬委員の発言とちょっと関連があるんですけれども、今言ったように

１７年度から１９年度までが第１次実施計画がもう既に策定されていると。１９年度か

ら２１年度の第２次実施計画は、１８年度中のいつごろまでに内容がわかるのでしょう

か。というのは、その中に建設計画がどういう形で織り込まれていくかということを、

やはり私たちも知りたいものですから、その辺については大体いつごろに、その第２次

実施計画の素案というか、内容がわかるのでしょうか。その点はどうでしょうか。 

企画調整課長   基本的には６月の半ばぐらいに各課から事業要求がもう既に出されて

おります。今、企画調整課の方で査定をしておりまして、来週から私の査定が入ります。

それから部長査定、局長査定を経まして、三役まで上げていきます。その中で問題点と

かがありましたら、政策形成会議ということで三役と総務局長、財務局長が入りました

会議がございまして、その中でこういう問題があるから、これについては直せとかとい
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うような部分がありまして、そういうものを経まして大体９月の中旪ぐらいまでに、あ

る程度事業を固めてまいりまして、その後、予算要求をしていくという形になります。 

  ですから、皆様方のところにお渡しができるのは、予算査定が済んだ段階になります

ので１月とか２月になろうかと思います。具体的なものについての内容を知りたいとい

うことであれば各課に聞くしかないんですけれども、基本的に大筋のことであれば、そ

の額的な問題がなければ、こんなものを事業化していくつもりだよということは、前も

って１０月ごろにはお話はできようかと思われます。 

  以上でございます。 

副会長   ぜひ建設計画がどういう形で第２次実施計画の中で取り込まれていくかとい

うことを、私たち非常に知りたいものですから、その点はぜひ、できるだけ早く、そう

いうものを教えていただきたいと思います。 

企画調整課長   その意に沿うように頑張ります。 

会 長   よろしいですか。ほかに。 

鷲巣委員   静岡全体の総合計画についてお尋ねします。 

  １２ページですね。「情報発信をくりかえし世界に誇れるまちをつくる」という形で、

東アジアへの静岡空港の件ですけれども、建設されまして開港されました後、東アジア

方面からの観光客の誘客という形で、たくさん人の流れをつくっていきたいし、また、

そちらの方の努力もしたいと思うんですけれども、前々から思ってはいたのですけれど

も、静岡市のシンボルとして良い駿府公園のお堀があります。将来的に財政的なことも

あるとは思うのですけれども、市の方では将来的な視野で、駿府城の復元というような

ことを考えておられるのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。いかがでしょう

か。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  駿府城につきましては図面がないものですから、文化庁の方から了解が得られないと

いうことで、いろいろ検討はしているんですけれども、今現状としては、お城を復元す

るということはできないというふうに判断をしていると思われます。 

会 長   よろしいですか。 

寺門委員   須藤副委員長また片瀬さんともちょっとダブる点があるかと思いますが、

先ほどの建設計画がこの総合計画の中で、蒲原の部分に対しては６月ぐらいから要求が

始まるという形の中で、１０月ぐらいにはまとめていきたいと、その発表が１月ごろに
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なるのではないかというお話でしたけど、この建設計画の各課から予算要求をする場合

に、この合併協定を結んだ中の建設計画の内容をどういう形の中で優先順位をつけると

いいましょうか、これは早急に蒲原の分としてやらなきゃならないという、そういう意

識といいましょうか、そういう考え方は各課で持っていただいておるのかどうなのか。

その辺をちょっとお伺いしたいと思います。 

企画調整課長   基本的に、各課でその順位づけをしてくるかどうかという部分は、確

かにしっかりした課については、そういう形でやってくれると思うのですけれども、基

本的には、すべてを要求するような課の方が一見としてみると多いように思われます。

ただ、要するに、すべてを要求して、切られたものは切られたという形でやられる課の

方が多いかなというふうには思われますけれども、財政とか企画につきましては、要す

るに住民が生活をする上において一番基礎となるごみだとか、そういう基礎的なものを

要するに重点的に予算配分しますし、事業化をしていくということになろうかと思いま

す。 

  基本的には費用対効果というような部分を見まして、その順位づけをやっていくわけ

ですけれども、静岡市全部で見た場合に、その蒲原町の事業をどうかというふうな位置

づけにしますと非常に難しい部分がありますので、基本的には建設計画もございますの

で、建設計画上の中である程度ランクをつけて事業化を図っていって、基本的には全部

で３５０億ぐらいでしたか、そのぐらいの事業費で、投資的経費になりますと一般会計

で見るのは約二百二、三十億になりますので、その中では十分に、事業の内容はまだ精

査をしておりませんのでわかりませんけれども、基本的には十分に達成できるものと思

っております。 

  以上でございます。 

寺門委員   もう一点いいですか。 

  関連しますけど、予算的、財政的には、もう１０年の中でやっていく部分に対しては

大丈夫だという話ですけどね。当局の皆さんがいる中で、ちょっと言いにくいんですけ

ど、この地域審議会の中で各建設計画の内容が、資料を持っている方も持っていない方

もいるかと思いますけど、議会としては、いた人間としては、ある程度の資料は持ち合

わせているわけですよね。そういう中で、そういう計画がこの審議会の中で、これをや

ったらどうだというやり方がね。ひとつみんなで意見交換をして、これはどうしても必

要だよという形のものを当局に答申とまではいきませんけど、要望というような形にな
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るかどうかわかりませんけど、そういう意見を吸い上げていただくという形のものがで

きるのかどうなのか、答えるには大変難しいかと思いますけど、その辺いかがでしょう

か。 

企画調整課長   一応、建設計画上は年数が例えば、その１０年間の中でいいよという

ようなスパンでやっていらっしゃるものもありますし、年度を区切られている部分もあ

りますので、そういう部分については優先的に当然、各課についても引き継ぎの中で、

そういう話はされていらっしゃると思いますので、そういう部分については優先的にや

らざるを得ないと思います。 

  あとの部分をどうするかという部分があろうかと思いますけれども、基本的には今か

ら１９、２０、２１の部分で、その部分へまた突っ込んでくれという話がどのくらいで

きるかという問題があるんですけれども、基本的には財政計画上の中で投資的経費がど

の程度あるかという中で、今、基本的に蒲原町さんを除いた段階で、多分その事業要求

というのは５割まではいきませんけど４割ぐらいの増で、要するに予算要求というのが

される状態なものですから、基本的にはみな先送りをしているような状況もありますの

で、その辺をご理解いただいてご審議をお願いしたいと思います。 

会 長   よろしいですか。 

  どうですか。ほかに意見ありますか。今のあれについて。 

片瀬委員   市長さんが３回ほど蒲原町でタウンミーティングやってもらいました。そ

のときに、やっぱり合併債は蒲原にとって有効に使いたいというふうな言い方も大分さ

れていまして、町民にとっては大変心強い言い方かなというふうに思っています。そこ

ら辺についてもぜひ、そういうことを含んだ中で予算をしてほしいなというふうに思い

ます。 

企画調整課長   予算づけにつきましては財政課になりますが、基本的に合併特例債と

いうのは統一をするか格差是正をするか、そういうことで、そういう事業に対してでな

いと合併特例債というのはあたらないものですから、全部が全部じゃあ合併特例債が当

たるかというのは、また別な話になります。ただ、基本的に合併の審議をしたときに１

５４億ほどの合併特例債は使えるということでお話をさせていただいておりますし、１

８年の４月になりましたら、過去、静岡と清水が合併したときに既に１１０億ほど使っ

ているのですけれども、その部分をもう一度上乗せをしていいよということで、合計で

７１１億ほどの合併特例債が使っていいという形になっております。ですから、それは
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静岡、蒲原、清水問わずという形になっておりますけれども、事業としてそういうもの

があれば、積極的に合併特例債等を充てていきたいと思います。そのお話はまた予算の

方でしようかと思いますけれども、とりあえず報告まで。 

会 長   よろしいですか。何か、どうぞ。 

内藤委員   この建設計画は蒲原町民全員の全戸配布の形で各町民に配付されて、向こ

う１０年間、静岡と合併したら蒲原町はこのようになるという、本当に、その建設計画

を見て、静岡との合併を賛成した蒲原町民も数多くいると思うのですね。ですので、本

当に、この３４５億くらいあるその建設計画、本当に、できることなら全部、向こう１

０年間の間でやっていただきたいと思うのですけれども、それもなかなか難しいことと

思いますけれども、先日、山根議員が市議会で初登壇したときの庵原新聞の記事にも、

小嶋市長のコメントが載っておりましたけれども、毎年議会に計上して、なるべく希望

に沿うような形で全力を挙げていきたいというようなコメントも庵原新聞に載っており

ましたので、ぜひ一つでも多く建設計画が実現できるように、ぜひお願いしたいと思い

ます。 

企画調整課長   建設計画に記載があるような事業につきましては、基本的に各課から

要求があるのですけれども、そのときにしっかりお話し合いがされて引き継がれたかど

うかという、私もそこら辺はよくわかりませんけれども、その事業について基本的に出

てきたものについては、基本的には実施をするということで前提として考えております。

ただ、３４５億という数字がどういう形で生まれた数字かという部分が、まだ私どもも

把握がされておりませんし、例えば文化センターが一応２５億ということで出てきてい

るんですけれども、今ので仮に３，２００平米の建物を建てますと、坪の単価が２００

万を超えるというような、そういう単価になっていますので、基本的には、そんなにお

金をかけなくてもできるんじゃないかというような部分もありますし、そういうことで

の事業査定をして下がる場合もありますし、増える場合もありますので、余りその３４

５億というような数字に固執されますと、それを要するに、やらなければだめだという

ような話になると、非常につらい部分があるのですけれども、基本的には建設計画上に

乗っている事業につきましては真摯に受けとめて、事業推進をしていきたいというふう

に考えております。 

  以上です。 

会 長   よろしいですか。 



 

 ―２０― 

  ちょうど時間も１時間経過したところですから、ここで一息、５分ほど休憩して再開

しましょうか。では５分間。 

休憩 午後 ３時０４分 

再開 午後 ３時０９分 

会 長   それでは、引き続きまして、第３の項目「合併協定書、合併建設計画につい

て」を事務局の方から。 

広域行政室長   広域行政室長の三宅です。よろしくお願いします。 

  議事（３）合併協定書、合併建設計画についてご説明をさせていただきますが、最初

にちょっとお断りさせていただきます。ただいまからご説明する資料は、法律の写しの

資料３－１と建設計画の３－２、それから協定書の３－３、この３つを使ってお話をさ

せていただきまして、先ほどちょっと予算関係のこのＡ３の資料、これ、３－４となっ

ていますが、議事（３）の資料のような形になっておりますが、申しわけございません、

これは、この後の（４）の資料になりますので４－４というようなことで、すみません。

よろしくお願いいたします。また後からちょっと触れることになっておりますが。 

  それでは、まず、順番としまして合併建設計画の方からご説明をさせていただきたい

と思います。建設計画につきましては、先ほどの総合計画の方で課長の方から説明があ

って、その関連でいろいろご質問もいただいたところでありますが、ここでは基本的な

部分をちょっとご説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、資料３－１の法律、合併特例法の抜粋ですね。ちょっとご覧いただきたいと思

います。 

  この法律の第５条、こちらの建設計画の作成手続やその内容について規定した条文に

なっております。なお、これは旧法の規定でございまして、合併特例法の新法では、第

６条で合併市町村基本計画という形で規定をされております。 

  まず、条文の内容に入る前に、ちょっと説明としまして全体の説明ですが、建設計画

の意義としましては、これ、合併協議会が作成するものでありまして、合併に際して住

民や議会に対して合併市町村の将来に対するビジョンを示し、合併の適否の判断材料と

なるものという位置づけであります。また、旧法におきまして合併特例債など、建設計

画の作成を前提とする財政措置が講じられているところでありまして、合併の大きなメ

リットとしての位置づけがございます。 

  それからもう一点、この建設計画は、その建設という名称にかかわらず、ソフト、ハ
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ードの両面を含む幅広い内容となっているものであります。 

  それぞれの条文について簡潔にちょっとご説明をさせていただきます。 

  第５条第１項では、建設計画の内容について、作成に当たっての一般的な基準が示さ

れております。 

  まず、第１号の基本方針でありますが、これは、編入合併の場合には、編入される区

域の合併後に果たす役割や、その位置づけについて定めることになっております。 

  第２号では、その基本方針を実現するための事業について、その大綱を定めるもので

ありまして、県が実施する事業を含むことになっております。 

  第３号の公共的施設の統合整備につきましては、支所、出張所の統廃合などについて

定めるものであります。 

  第４号の財政計画は、合併後おおむね５年から１０年程度の計画を示すというものと

なっております。 

  次に、第２項ですが、これ、建設計画の作成の指針としまして、合併市町村の建設を

総合的、つまり、ハードだけでなくてソフト面にも配慮するという意味で総合的かつ効

果的、いわゆる合理的で財政的に裏づけられたものとして推進していくことを目的とし

ております。そして、合併後の一体性の速やかな確率と均衡ある発展に資するものでな

ければならないとされております。 

  第３項以降では、建設計画を作成する際の手続として県知事との協議や公表、総務大

臣への送付、または建設計画の変更などについて定められております。 

  なお、第７項に規定されております建設計画を変更しようとする場合は、第９項に記

載のとおり、あらかじめ地域審議会の意見を聞かなければならないとされております。 

  以上、建設計画に係る法律の規定でございまして、これに基づきまして合併協議会に

おいて、もう一つの資料３－２になりますが、静岡市・蒲原町合併建設計画が作成され

たところでございます。 

  それでは、そちらの資料３－２をちょっとごらんいただきまして、こちらにつきまし

ても簡単に触れさせていただきます。 

  まず、資料１ページをめくっていただきまして、ご覧ください。 

  資料の１ページにつきましては、建設計画の概要としまして、計画の趣旨や構成の内

容のほか、計画期間を合併後１０年間とすることが記載されております。 

  次の２ページから３ページにかけましては、合併の必要性と効果について記載がされ
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ております。 

  そして、４ページから６ページまでが、先ほどちょっと申し上げました法律に基づき

まして、基本方針として合併後の蒲原地域の役割や位置づけについて記載をしておりま

す。 

  そして、７ページでは、先ほどもちょっと総合計画の中で話がありましたが、この基

本方針を実現するための事業として静岡市総合計画の６分野ございますが、そちらの方

に体系化をしまして、次の８ページ以降にその分野ごと、市が実施する主要な事業を列

挙して登載をしているところであります。 

  この主要な事業の記載方法としましては、旧静岡、旧清水との合併、平成１４年の２

月にやはり新市建設計画を作成しまして、その際には事業ごとに、こちらにありますが

事業名と事業概要のほかにも概算事業費とか実施予定年度を記載しております。今回は

県との事前協議におきまして、そのときの指導がございまして、事業ごとの事業費と実

施年度というのは記載しないで、事業費については１５ページにございますように、分

野ごとの総額を概算事業費として載せるということとなりました。 

  これは、今日のような社会経済情勢の変化が激しい中では、具体的に事業費や事業実

施年度を記載した場合、変化に対応した柔軟な事業の推進が難しくなるおそれがあると

いうことによるものでありまして、ほかの合併市町村の建設計画と同様の取り扱いとな

っております。概算事業費の総額は、静岡地区と蒲原地区を合わせまして、１５ページ

にありますように、１０年間で２，０８４億円となっております。 

  今回、８ページ以降に列挙されております各事業、これ全部で３１件ございますが、

個別の説明は、今回は省略をさせていただきますが、ただ、例えば１０ページを見てい

ただきまして、１０ページ３の生活環境ですが、例えば、１０ページの表の２番目にご

ざいます清掃工業の建設につきましては、将来の蒲原地区のごみの受け入れ、焼却処理

を見据えまして、静岡地区の清掃工場の整備を行うものでありまして、そういうものの

ほかにも合併後の一体性の速やかな確率と均衡ある発展に資するため、ほかの項目にな

りますが道路とか河川、教育施設の整備などが静岡地区を含めた計画となっております。 

  また、建設計画、ソフト、ハードの両面を含むとされておりまして、それは例えば９

ページにございますが、先ほどちょっと、もう話に出ておりますが、９ページの表の一

番目の文化センターの改築が建設事業ハード事業ということでありますが、その次の図

書館機能の充実強化、こちらの方は現施設、図書館の維持管理という面でありますので、
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ソフト事業としての内容とになっております。 

  次に、ちょっと飛びまして、１６ページの公共施設の統合整備の基本的な考え方です

が、これは記載のとおり、住民の利便性や地域特性、地域バランスなどを考慮しながら

計画的に進めていくことを基本としております。 

  １７ページの県事業につきましては、記載の二つの事業が予定をされております。 

  そして、最後の１８ページには、今後１０年間の財政計画を記載しております。先ほ

どの総合計画とはちょっと時期がずれますので。 

  以上のとおり、この建設計画は、法律の規定に基づきまして必要な事項を登載して、

県知事との協議など所定の手続を経て作成しました法定の計画となっております。そし

て、ここに掲載されている各事業につきましては、今後、全体の進捗状況を把握しまし

て、こちら地域審議会にご報告するとともに、個別の事業につきましても必要に応じて、

その取り組み状況についてご説明をしていきたいと考えております。 

  そういう意味で前回の第１回の地域審議会におきまして、今後のスケジュールの中で

もちょっとお話させてもらいましたが、先ほどの９ページの文化センターの改築につき

ましては複合施設の建設ということでありまして、今現在、各施設の関係課を中心に協

議を行っておりまして、現在、その結果を基本構想の素案として取りまとめている最中

であります。したがいまして、次回予定されております第３回、８月２３日に予定され

ております第３回審議会において基本構想素案についてご説明の上、ご審議をお願いし

たいと考えております。 

  建設計画の説明は以上とさせていただきまして、続きまして、合併協定書についてご

説明をさせていただきます。 

  資料３－３になります。 

  合併協定書の協定内容に関することは、合併協議会において地域審議会で審議し、市

長に意見を述べることができる事項の一つとして位置づけられておりますので、今回改

めて、この点についてご説明をさせていただくものであります。 

  合併協定書は建設計画とは異なりまして、法律上の根拠というものはございませんが、

平成１６年度の法定の合併協議会において協議をし、決定した事項を確認するため、静

岡市長と蒲原町長との間で締結したものであります。 

  内容としましては１ページからございますが、全部で３１の協議事項について、その

基本的な取り扱いを定めたものとなっております。構成としましては１ページ目の１番、
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合併の方式から５番の財産及び公の施設の取り扱いまでが基本項目としまして、６番の

市議会議員の定数及び任期の取り扱いから、めくっていただきまして３ページになりま

すが、１０番の地域審議会及び地域自治組織の取り扱いまでが合併特例法による特例項

目。そして、１１番に、ただいま説明しました市町村建設計画、そして、１２番の一部

事務組合等の取り扱いから最後の３１番までが一般項目という構成となっております。 

  それぞれ、その基本的な取り扱いにつきましては各項目によって当然異なりますが、

一般的には、最後の１０ページの３１番にございますように、各種事務事業の取り扱い

にございますが、原則としては静岡市の制度に統一する。ただし、町独自の制度につい

ては、市域全体の均衡を失しない範囲で配慮するというような表現が多くなっておりま

す。 

  そして、昨年度１７年度は、この協定書に基づきまして、合併に向けての各種事務事

業の調整を行いまして、両市町の各課において具体的なすり合わせを行いました。ちょ

っと資料がございませんが、すり合わせの件数は全部で１，２７５件ありまして、両市

町によります事務事業調整本部会議を計４回開催をいたしました。そこの中で、この基

本的な取り扱いから具体的な取り扱いについて、すべてを決定しまして、本年３月３１

日の合併を迎えたところであります。 

  １，２７５件のすり合わせの結果としましては、いわゆる静岡市の制度に統合するも

のが全体の約７２％、町の制度を変更して存続したり、そのまま存続したりするものが

約１８％、町の制度を廃止するものが約１０％というような結果となりました。また、

町の制度を変更して存続したり、そのまま存続するものの中には、合併に伴う激変緩和

措置として、１年から３年程度までに限定した取り扱いとなっているものもございます。 

  以上、簡単ですが、合併建設計画と合併協定書についてご説明をさせていただきまし

た。よろしくお願いいたします。 

会 長   この件について、どなたか質問ございますか。 

  よろしいですか。 

  それでは、次の項目に入らせていただきます。 

  ４番目の「平成１８年度当初予算の概要について」、当局から説明をお願いします。 

企画調整課長   それでは、平成１８年度の当初予算案の概要について説明をさせてい

ただきます。 

  予算書というものは、一定期間における収入支出の見積もりのことでございまして、
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通常は４月１日から３月３１日までの期間という形になります。予算書の内容というの

は、市が住民福祉のために必要な経費と、これを賄う財源をあらかじめ見積もりまして、

その種類や金額を目的別あるいは性質別に分類し、集計整理した計画書というふうに位

置づけをしております。 

  私、元財政にいたものですから、ちょっと説明をさせていただくわけですけれども、

基本的な、要するに財政課のスタンスというのは先ほども言いましたように、市民生活

が要するにおくれることが最低必要条件になりますので、そういう生活基盤に密着した

事業については優先的に査定をして、つけていくというのが財政課の方の方針になりま

す。そのほか要するに、今、安心だとか安全だとかというものが非常に市民の皆さんは

期待をしているところなものですから、学校の耐震補強などを積極的に進めるというよ

うなことを行っております。 

  それから、そのほかに、やはり建物をつくっても修繕がなかなか手が回らないという

ことがあるんですけれども、極力、要するに修繕料につきましても傷まないうちに直し

た方が建物自体はもちますので、極力そういう部分についても配分をしていきたいとい

うような、そういうことを念頭に置いて、要するに今査定をしているということをご承

知おきいただきたいと思います。 

  それでは、一応１ページを開いていただけますでしょうか。 

  静岡市の予算規模ということで、そこに一般会計、特別会計、企業会計ということで

分けてありますけれども、まず最初の一般会計ですけれども、これが地方公共団体の主

体をなす基本的な経理を行う会計ということで、これが１８年度については２，５３６

億円ということで、１７年度に比べて４．８％、蒲原の分を除いてありますので、含め

ますと２．９％ぐらいの増になっております。 

  それから、特別会計、企業会計につきましては、これは特定の歳入をもって特定の歳

出に充て、一般会計と区別して収支経理を行う方が望ましいということで、会計経理を

しているものでございまして、特別会計につきましては１５会計、それから企業会計に

つきましては３会計ございます。特別会計については、１５会計で２，１８５億１，７

７０万円、企業会計３会計で、８７９億４，５００万で、合計でいきますと５，６２８

億２，２７０万が静岡市の予算規模と。これは蒲原の分も含まれております。 

  一応、予算というのは総計予算主義ということで、本来、繰り出しをしたり繰り入れ

をしたりしている部分がありますので、そういう部分が二重に予算として配分をされて
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おります。だから、そういう部分を除きますと、それが約３００億ほどありますので、

基本的には、それを除いた金額が実際の金額になろうかと思います。それは別に参考と

して聞いておいてください。 

  歳入の状況、２ページをお願いします。 

  一般会計だけを説明させていただきますけれども、分け方としては自主財源と依存財

源という分け方をしておりますけれども、自主財源につきましては、みずからその機能

を行使して調達できる財源でございます。それから、依存財源というのは、金額と内容

の決定が国の意思や具体的基準によって交付または許可される財源というふうに区分が

されております。自主財源が、比率が高ければ高いほど、要するに財政の余力があると

いうふうに見られるわけですけれども、静岡市の場合には１８年度で見ますと自主財源

は全体で５６．８％、１，４５５億５，１２３万６，０００円でございます。そのほか

の依存財源を含めて、先ほど言いました合計額になっております。 

  右側の歳出の状況になりますけれども、これは予算書を見ますと、款別等が自治法で

定められておりまして、それぞれ、その使い道によって分けられた事業費でございまし

て、静岡市の費目で一番率が高いものについては土木費になっております。２６．８％

の構成になります。２番目に高いのが民生費で２３．１％、３番目が公債費、これは借

金の返す金額になりますけれども、これが１３．１％、教育費が４番目で１０．６５％

というふうな形になっております。 

  これは土木費が一番になっておりますけれども、もともとは民生費が一番でした。一

応、政令指定都市になりまして、国県道の関係の事業費が回ってきましたので、その部

分が１８０億ほど投資的経費として入っております。その部分が主に土木費になります

ので、その部分が膨らんでいるということで、土木費が構成比の中では一応一位を占め

るというふうな状況になっております。 

  次のページ４ページをお願いいたします。 

  歳出を今度は性質別に分けたものですけれども、消費的経費と投資的経費に分類され

ています。消費的経費の中身は人件費ですね。これは職員給与とか退職金、委員報酬、

議員の報酬等が入ります。物件費につきましては、賃金、旅費、光熱水費、役務費、委

託料、備品購入、こういうものが物件費に入ります。維持補修が施設維持の補修的経費、

例えば修繕料だとか原材料、こういうものがこの金額になります。それから、扶助費に

つきましては、生活困窮者、児童、老人、障害者等の援助費になります。補助費につき
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ましては、補助金、負担金、交付金、こんなものが入りまして、消費的経費は１，２９

０億９，４１１万円でございます。 

  下が投資的経費になりますけれども、これが皆さんの建設事業に充てられる経費にな

りまして、全体でいきますと、災害復旧も含めて６３１億５，７３７万４，０００円と

いうことになります。１８年度の公共的な使い道ですけれども、内容としては、主なも

のとしては養護老人ホームだとか都市山村交流センター、それから橋梁整備、静岡駅北

口の整備だとか学校の校舎の改築、学校給食センターの建設、こんなようなものに充て

られております。 

  下の単独事業ですけれども、これにつきましては、児童クラブの設置だとか清掃工場

の建設、斎場の建設、これは待合室になりますけれども、それから緊急地方道の整備、

河川改良、土地区画整理、庵原公民館の建設、日本平スタジアムの大型映像装置などが

入っております。それを含めまして、その金額でございます。 

  その他としては公債費、これが要するに借金の返済ということで、市債の元利償還に

要する経費でございます。積立金につきましては基金等に積み立てて、後年度の負担に

充てるということでの積み立てになっておりますけれども、それから出資金、繰出金、

繰出金については、特別会計への繰り出しということで３０１億ほどの繰り出しをして

おります。合計で２，５６３億６，０００万ということでございます。 

  ２枚目につきましては、②③につきましては主要事業ですけれども、②の方が款別で

まとめてあります。款別の下に総合計画上の位置づけのものが書かれているという形で、

主要事業が掲載されております。それから、③の方は逆に、今度は総合計画上の分野別

の要するに６分野ですね。総論だとか文化学習とか、そういう分野で分けたものです。

内容は一緒でございます。また、中の方に目を通していただきたいと思います。 

  その前に、先ほど三宅の方からありました蒲原の部分が入っておりますけれども、蒲

原町の方の主要事業として約７億６，０００万ほどの主要事業を掲載したものをつけて

ございますので、後でご参照をいただきたいと思います。 

  その後ですけれども、じゃあ、静岡市の財政の見通しというのはどうだろうかという

ことを、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 

  財政課でつくりました１８年２月１３日付で出してある中期見通しです。決算方法は

別にしまして、３ページに試算結果が出ております。１８年度につきましては、中ほど

よりちょっと下に財源不足額というのがありまして、１８年については５８億の不足が
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あったと。１９年については、見込みとしては８４億の不足、それから、２０年につい

ては９８億云々という形で、不足について非常に財政状況が厳しいよということをアピ

ールするためにつくったのですけれども、基本的に、その部分については下で基金充当

というのがございまして、基金を充当して、その部分の財源を賄っているという形です。 

  基金の残がどんどん減っていくという部分もありますが、基本的に予算立てをしまし

ても決算を打ちますと、実際的には９０％ぐらいの事業しかできないわけですね。残り

１０％でいきますと、２，５００億でいくと２５０億、一般財源が全部あるわけではあ

りませんので、そのまま現金として残るわけではありませんけれども、基本的には１０

０億強ぐらいは残ります。でも、そのうちの５０億を次年度の繰越金として、また次年

度の財源に充てるということと、もう一度基金へ戻し入れをしまして、それを再度また

次の予算に充てるというような形になっておりますので、基本的には、大丈夫かという

のは、うちが言うことではありませんので何とも言えませんけれども、基本的に今まで

の財政運営もこんな形でやっておりましたし、確かに、苦しくなっていくことは確かで

す。要するに扶助費なんかが例年のこのベースで見ましても非常に伸びておりますので、

その分が国の補助もあるわけですけれども、一般財源も必要だということで、その４分

の１程度はやっぱり一般財源を出していかなければならないという状況がありまして、

そういうことで非常に、投資に回す部分が尐なくなってきているということは事実でご

ざいます。 

  それから、財政状況がどのぐらいだということがあろうかと思います。その財政指標

で一応、おもだったものとして見るのは財政力指数と、これは書いてございませんので

聞いてください。財政力指数と経常収支比率、起債制限比率ということですね。財政力

というのは要するに、地方公共団体の財政力を示す指数でございまして、基準財政収入

額、細かいことは言いませんけれども、それを需要額で割り返した部分で、それが１に

近い方がいいという、そういう指数ですけれども、静岡市の場合には１６年度で見ます

と０．８７３、蒲原町が０．９８ということです。１７年で見ますと０．８７という数

値になろうかと思います。この辺は交付税の算定の数字を使いますので、静岡市の場合

には平成の初めのころから１０年ぐらいまで、国が景気対策ということで非常に多くの

事業費をくれる、いろいろな事業がありまして、それが交付税措置をしてくれるよとい

うことで、それが６割だとか４割だとかということで、後で交付税の方へ返してくれる

というような事業がありまして、そういう部分に手を挙げて事業化していったというこ
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とで、その部分で浜松市さんよりも交付税なんかも４０億とか５０億ぐらい余分にもら

って、その運営をしていたというようなことがありますので、その辺の指数のあやがあ

りまして、１になれば交付税はもらえませんので、蒲原町さんも１に近いということで、

ほとんどゼロの状態だったと思うのですけれども、そういうことで計算上の中で、要す

るに需要額をふやすという、要するに、そういう工夫をしまして、実際は数値としては

悪くなるんですけれども、実際には、その交付税で返ってくるという部分があるもんで

すから、そういう部分を使ったというようなこともあります。 

  県都でありまして、県内のそういう補助の助成とか、そういう部分を各市町村へ配分

するんですけれども、最終的に余ったからやってくれというような部分が毎年、要する

に来るわけですね。それが５億とか１０億とかという、そういう部分を全部受けてやっ

ておりましたので、そういう部分での指数が低くしてきたというような部分があります

ので、もともとは静岡も１以上だった時期があるわけですけれども、１０年ぐらい前で

すけど。そういう状況で指数としては下がっております。 

  それから、経常収支比率という部分がありますけれども、これは財政構造の弾力性が

あるかどうかという部分を判断するわけですけれども、これも要するに低ければ低いほ

どいいのですけれども、１６年度で８５．５です。蒲原町は８６．６ということで、経

常収支比率は静岡の方がよかったということです。１７年度の決算統計上は８１．１と

いうことで、さらによくなっております。これは政令市になったということで道路特定

財源が入ってきまして、分母の方にその部分が配分をされて、分子は現状のままという

ことですので率が下がっているということです。 

  それから、起債制限比率、これは借金ですけれども、低いほど公債費による財政負担

が尐ないということを見る数字ですけれども、静岡の場合には１２．４、蒲原町の場合

には７．３でした、１６年度は。１７年は１２．５になっております。これは、それぞ

れ政令市で見ますと、財政力指数は政令市の平均が０．８１９で、静岡は０．８７３で

すので、いい方だということでございます。政令市でいくと６番目に高い数字というこ

とになります。経常収支比率は１６年で見ますと８５．５で、政令市が９３．７という

ことですので、これも低いほどいいということでありまして、政令市中では３番目に低

い数字ということになります。起債制限比率は１２．４ですけれども、政令市は１５．

２ということで、これも政令市の中では４番目に低いというような状況になっておりま

す。 
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  一応、数値的にはそんなような形で、財政的にはそんなに、確かに借金は多いのです

けれども、そんなに悪い状況ではないということです。今、借金の累計が一般会計でい

くと３，３００億ほどありますけれども、通常、市債というのは要するに、建設市債が

本来ですけれども、今、要するに交付税なんかも国で出す基準どおりの額では交付税が

足りませんので、足らず米を臨時財政対策債というもので補っているということになり

ます。だから、静岡市の場合でいくと、計算上でいきますと１９０億台の交付税がもら

えるんですけれども、１１４億ほどの額になっておりまして、残りは合併特例債で後日

その分を返していくというような形で、後回しにされているというような部分もありま

す。 

  それからあと、国の政策で所得税減税なんかがありまして、２０％の減というのがあ

りまして、それが市民税なんかにも影響してきたわけです。それで、そういう部分の減

税を補てんする意味の減税補てん債というものがありまして、そういう赤字の市債です

ね。これが７００億ほどあります。ですから、実際に差し引きをしますと２，６００億

ほどということで、累計額としてはそのぐらいのものでございます。 

  借り入れにつきましても、国債については６０年というような長期のもので借り入れ

をするわけですけれども、旧静岡の場合には１５年というような短期のもの、政令市に

なりまして公募債でやらなければならないというような部分が出てきましたけれども、

それについても大体２０年ということで、要するに、まだ借り入れの期間が長期にして

いないということで、財政運営上は、それを返す達成率は、二、三年前までは全国でも

１番ぐらいの数字にはなっているというような状況でございます。 

  それから、先ほどもありましたけれども、蒲原町の新市建設計画の方にどんなものが

充てられるかということなのですけれども、国の合併補助が１億５，０００万もらえま

す。それから県の合併の補助金が２億５，０００万もらえるのですけれども、３，００

０万はもう既に蒲原町さんの方で使われているものですから残りが２億２，０００万。

それから、特例債は先ほど言いましたように７１１億６，０００万がまだ今年度から使

えるということなものですから、蒲原町さんにどの程度充てるかどうかわかりませんけ

れども、そういう部分を活用してやっていくというふうになります。 

  一応、新市建設計画では３，５４２億ということですけれども、一般会計上で見られ

るのは上水と下水の１０１億３，０００万ですか。これが入っておりますけれども、こ

れは要するに企業会計の方でみますので、一般会計でみるのは約２，４００億ぐらいと
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いうふうにみております。それから、要するに投資的な部分だけをみますと２００億ほ

ど削りますので、２，２００億ほどを１０年間でやっていくというようなことになろう

かと思います。よろしくお願いします。 

  以上でございます。 

会 長   ご苦労さまでした。 

  この件について、どなたか質問ありますか。はい、どうぞ。吉田委員。 

吉田委員   先ほど、試算結果のところの説明がありましたけれども、合併において一

番メリットとして考えられるのは人件費の削減だったと思うのですけれども、この中で

は人件費が１７年度から２１年度まで試算されている金額がほとんど変わっていない。

その中で、うち退職手当というところで、１９年、２０年、２１年度が多くなっている

ものですから、これは当然第１次ベビーブームの方が退職されるものとして考えると、

人数的には職員が減っていくのかなという想像はできるのですけれども、この辺の説明

をお願いします。 

企画調整課長   先ほどの人件費のことですけれども、確かに、人件費については合併

等によりまして、静岡と清水の場合には約７，０００人から６，６００人ぐらいに減っ

ておりますし、蒲原町との合併でも３０人ほどが減っております。だから、それが累計

していけば非常に大きな額になるわけですけれども、たまたま１９年、２０年、２１年、

２２年というのは団塊の世代の方たちがやめられるということで、通常３５億から４０

億ぐらいの退職金で済むところが６０億の後半から７０億ぐらいの支出をしなければな

らないということで、人件費の総額としては下がっていないという形になりますけれど

も、基本的に、私もそうなのですけれども団塊の世代がやめれば、基本的には逆ピラミ

ッド型になりますので人員的に同じでも、その人件費としては下がりますし、今、行革

の部会の方でも、あと３５０人ほど、国の方からの指示がありまして５％ほどの、要す

るに削減ということで今、取りかかっておりますので、そういう効果もあらわれてきま

すし、給与構造の改正というものも今言われておりますので、それについては今、人事

の方で組合とやっておりますので、その部分についても下がっていくということで、人

件費については今でも要するに２割程度ですので、それが１０％台に下がるということ

で、民間企業並みになってきているのじゃないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

吉田委員   ありがとうございました。 
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  それと、先ほど来、説明によって全部マイナスの収支決算なのですけれども、心配す

ることはないよという説明でした。それで、財源不足への対応として最後のページに書

かれている文言ですけれども、例えば、困ったときには給与構造の転換等による給与制

度の見直しとか、それから等々ありますけれども、あと疑問なところは、退職手当債発

行の検討というのがございますけれども、こういうのは職員たちに認められたり受け入

れられたりするのでしょうか。 

企画調整課長   もらう金には色がないものですから、それが退職手当の市債であろう

が、それは職員としては別に問題ないと思うのですけれども、市民感情として、そうい

う部分をそういうもので補てんするのがいいかどうかという問題は前からございまして、

１０年ぐらい前からそういう、どうしても退職手当という部分が、その単年度で見ます

と、どうしてもたんこぶのようにふえる時期がありますので、そういう部分をそういう

対象の市債を充てて平準化を図るということで、それを必ず使うということではないん

ですけれども、旧静岡の場合には、そういう団塊の世代の対策の部分が必要だというこ

とで、基金を２６億ほど貯めているという状況もあるものですから、全部が全部それを

充てなければならないという部分があるかどうかは、これから要するに投資的経費をど

の程度にするかということによっても、また変わってきますので、その辺は、それを使

う、使わないという判断は財政課の方ですることもあります。 

  上の給与構造につきましては、それは１７年度に国の方の制度が改正されているもの

ですから、その制度に静岡市も合わせていくということで、今検討をされているという

ふうに考えております。 

会 長   よろしいですか。 

  ほかに、どなたか。はい、どうぞ。 

石野委員   この合併建設計画書の８ページ、子育て支援の推進のところに事業概要が

三つ書かれていますけど、保育所整備事業、放課後児童対策、児童館等の運営。そして、

これ、歳出状況の４ページ見てください。一般会計、扶助費ございますよね。１２．

９％と、非常に多いのですけど、この中には先ほどちょっとご説明がありましたけど、

もう尐し詳しく、どういうものが含まれているのか。この中に、そういう尐子化対策の

ための子育て支援のそういう経費も含まれているのかどうか。そういうことをちょっと

知りたかったものだから。それは何を見ればわかるのか。予算の概要の４ページです。 

企画調整課長   先ほども説明しましたけれども、扶助費につきましては要するに、生
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活困窮者ですから生活保護費ですね。これが約９０億ぐらいあると思います。それから

あと、児童手当、児童扶養手当とか老人とか障害等の援助費がこの内容でございます。 

石野委員   尐子化対策のようなのは、どこに含まれるのですか。 

企画調整課長   尐子化対策のその中身ですけれども、要するに扶助費的な要素があれ

ばここに入りますし、例えば物件費的な、例えば賃金だとか、そういう部分で例えば、

ある人を雇って、子育てのことをやるだとか、そういうものによって、この内容は変わ

ってくるのですけれども。だから、一つの事業をやるにしても、例えば消耗品があった

り賃金があったり補助金があったり、いろいろなものがあるものですから、それを要す

るに今度は、ここへ当てはめると、その部分はどれだというと、いろいろな中に入って

いるとしか説明がつかないですけれども。だから、あくまでも扶助費としては、そうい

う生活困窮者だとか老人だとか児童手当とか児童扶養手当だとか、そういうものでの扶

助費という形でご理解いただければということなのですけれども。 

石野委員   この合併計画書の８ページに、保育所の整備とか放課後児童対策とか児童

館の運営とかと、事業概要のところにあるものだから、ではこういうのが、どういう予

算づけをされているのかなあというふうに疑問を持ったものだから質問しました。 

企画調整課長   すみません。今、予算書を持っていないものですから、あくまでもこ

の予算額というのは全体の数字になっておりますので、内訳までわかりませんので、例

えば、仮に歳入の性質別で分けるとか、その部分はちょっと、今すぐできないものです

から、もしどうしても必要であれば、またその部分については後で資料を出させていた

だきます。 

石野委員   蒲原町の尐子化対策について、どういう予算づけがされるのかなあという

ように思いましたので質問しました。 

企画調整課長   基本的には児童クラブの整備だとか、そういう部分で対応していくと

いうことで、その事業の内容は、ここに書かれている中で、それは要するに合併のとき

に協議をされて、どこの保育園だとか、どういう子育て支援センターをどこへ置くだと

か、そういうことを要するに調整をさせていただいた結果が今、予算書の中に出ている

というふうに判断をしておりますけれども。 

会 長   よろしいですか。 

  それから、野村さんですか、どうぞ。 

野村委員   この試算の方、中期見通しですけれども、財政の。１９年度からは８０な
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いし９０億ということですね。財源不足が生じているという、そういう試算が出ている

わけだけれども、こういう状況のもとでやっぱり私たちは、こういう状況が続いてくる

と、やっぱり苦しくなっていくもので、私たちの暮らしに関するものに対して、やっぱ

りしわ寄せが来るということは非常に心配されるわけです。 

  ちょっと小耳に挟んだわけですけれども、アートギャラリーを３０億もかけて移転を

するという話が出ているというのをちょっと聞いたのですけれども、その必要性は、ど

ういう根拠で出ているのかなということですよね。蒲原の住民も税金を払って、非常に

税金の使われ方というのは、蒲原の住民というのは非常に大きな関心を持って見ている

わけですけどね。 

企画調整課長   お答えになるかどうかわかりませんけれども、そういう部分のものを

今、物で言いますと、用・教・美プラスアルファという部分で、市にそういう部分のも

のも必要だという市民の方もいらっしゃいますし、必要もないという市民の方もいらっ

しゃるわけですけれども、それは各課が要望を出して、議会がオーケーを出したという

ことであれば、それはそれで認めていくしかないというふうに判断をしておりますし、

逆に言いますと、例えば国保に一般財源を、例えば５０億とか６０億とか投下するとい

う部分が悪いという判断をする方もいらっしゃるわけですので、その辺は民主主義の世

界の中で決められたことなものですから、それを私が今ここで、いいとか悪いとかとい

う判断はちょっとできかねます。よろしくお願いします。 

野村委員   これは具体的にもう決まっている話なのですか。決められている話なのか。

決められているとしたら、そういう要望というのは具体的にどこから出てきたのか。 

企画調整課長   ですから、それは原課でないと、要するに具体的な内容は、私どもが

要するに勝手にしゃべって間違ったことをしゃべると、なお問題がこじれる可能性もあ

りますので、このところではご容赦願いたいと思います。 

会 長   よろしいですか、この辺で。 

野村委員   ただ、私たちの要望としては、やはりそういう必要性のないところに莫大

な税金を使うということよりは、やはり住民の暮らし・福祉を、これから大変になって

くるわけだから。重点的にやってもらいたいと。 

副会長   野村議員、私たちというけれども、審議会全員でそういう話を決めているわ

けじゃないわけですね。野村さんの意見ですけれども、予算をいちいち、あれは悪いじ

ゃないか、これは悪いじゃないか、これはいいじゃないかとやってしまうと、今は１８
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年度の予算について、こういう傾向にありますよ、こういうのがこれだけこうなってい

ますよという話ですから、具体的に、あの事業はおかしいじゃないか、この事業はおか

しいじゃないかとかやっていく場じゃないと思っているんですよ。だから、そういう問

題については自分で調べてみて、本当に計上されているのかどうかというのは、ここで

聞くのではなくて個々にやってくださいよ。 

  ここは今、１８年度の予算のどういう傾向にあって、静岡市の財政がこうなっていま

すよという大きな内容ですから、いちいちそれやっていくと、とても２時間では終わり

ませんよ。そういう形でお願いしたいです。 

会 長   よろしいですか。ちょうど最初に言ったよりも時間も、その他もありますの

で、今言ったところで終わらせていただきたいと思うのですけれども。 

寺門委員   ほかの質問をします。 

  この４－４ですね。この説明が正直な話、詳細はないわけですがね。要するに、先ほ

ど石野委員から出てきた部分に関しては、民生費という形の中の主要事業の中で予算化

されているわけですよね。そうですね。 

企画調整課長   はい。款別で見ますと民生費の中に入っております。 

寺門委員   そういうことですね。そうすると、この民生費のこの予算、この大きな数

字が出ていますけど、それが蒲原部分としては、これだけの民生費以外のどういった、

統合的な大きなものがこれに載っていますよと、１８年度予算に。そういうことですね。

そうすると、これがどういうふうな形で消化されるかということは、これから３回、４

回、５回、６回、７回とあるわけですね。そういう中で、そういうものが決算が来れば

わかるという形になるかと思いますけどね。この説明は、今日はないわけですか。ちょ

っと難しいですか。 

企画調整課長   難しくはないのですけれども、基本的には、そこに記載をしている部

分を読むだけになっちゃうものですから、主要事業として抜き出したものだということ

で、後でご覧をいただきたいということでございます。 

寺門委員   やっぱりこういうものはね、非常にわかりやすいですよ。蒲原側の審議委

員から見るとわかりやすいわけよね。こういう大きな予算の中へ入れ込まれてしまうと、

要するに蒲原町の１００万円の予算が静岡へ行くと約１億近い財政規模になってしまう

わけよね。そうすると細かい数字的なものは小さいから出てこないという形に、細目的

にわからないわけですね。ですから、これを毎年こういうものを出していただくことを
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できるかどうか、どうですかね。これは要望なのですけどね。 

企画調整課長   基本的に経常的経費なんかの予算要求になりますと、例えば、何々保

育園が例えば幾らとかね。そういうふうに予算を積み上げてくれればいいのですけれど

も、要するに前年が例えば１００だとすると、何々保育園ほか５８園幾らと出てきます

ので、実際にその園で使われた数字じゃないような数字を試算しなければならないとい

うケースがあると思うのです。ただ、その辺の部分があって、多分今年は合併で蒲原の

市民の方が、やっぱりどのくらい入っているかというのが不安だろうということでつく

ったわけなのですけれども、それをずっと維持できるかというと、それぞれの担当の課

の予算担当者も変わってしまいますし、その辺の部分の細かいところがある程度、概略

でもいいよということであれば、各課にまたお願いをしてつくっていくということはで

きるとは思うのですけれども、基本的に、その審議会として、そういう数字のものが欲

しいということで皆さんでご討議をいただいて、そういうものを提出してくれというこ

とであれば、それはまたこちらの方で検討をして対応していきたいと思います。 

寺門委員   そういうことで、できましたら詳細なものでなくてもいいから、大きなも

ので、やはり蒲原の部分はこういう部分だよと、こういう形になってますよというもの

が見えると、かえって理解しやすいし、わかりやすいし、議論もしやすいという形にな

るかと思いますけど、その辺またひとつよろしくお願いします。 

戸塚正彦委員   関連するのですけど、一応、新市建設計画というのが１０年間ありま

すから、今の寺門委員の話ですけど、最低１０年は、こういうことをやっていただきた

いと、これは思いますけどよろしく。これは要望ですけど。 

企画調整課長   検討させていただいて、その方向でやっていきたいと思います。 

会 長   ほかに。はい、どうぞ。 

鈴木委員   すみません、この説明があったら申しわけないのですけれども、ちょっと

予算のことがすごく入り組んでいて、ぱっと理解しづらいのですが、合併建設計画の概

算事業費が出ていますけれども、本年度では幾らぐらい、これを消化されているとかと

いうことは、わかるんでしょうか。 

企画調整課長   すみません。蒲原町の要するに建設計画だけの数字が今出ておりませ

んので、それにつきましては次回までに作成をしてきます。全体の予算額は４３億９，

９４７万円でございます。前年に比べて１．７％の減ということになっております。す

みません、後また資料を提出させていただきます。 
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会 長   それでよろしいですか。 

  ほかに、どなたか。 

  一応時間も過ぎましたので、よろしいですか。ではここで、この件は。 

  では、最後の「その他」に移らせていただきます。 

  事務局の方から何か、その前に。 

蒲原支所長   それでは、今後のスケジュールについてご説明させていただきたいと思

います。お手元に一枚の「平成１８年度審議会のスケジュール（案）」と、資料５とな

っておりますけれども、これをご覧いただきたいと思います。 

  今日、第２回目７月２０日という形で、もう迎えております。第３回以後のスケジュ

ールでございます。 

  今後の会議の内容でございますけれども、次回は８月２３日の第３回ということで、

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」の検討案をご説明させていただき、委員の皆様のご意見を伺う予定と

なっております。 

  この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になっ

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月ごろまでには策定する必要がスケ

ジュール的にあるというものでございます。 

  このため、当初は、このスケジュール表、資料を見ていただきますと、９月に第４回

という形で入っております。開催しない予定でおりましたけれども、市民センターにつ

いての意見集約等を行うために、この４回目を開催したいという新しいスケジュール案

でございます。 

  日程につきましては、市議会等ございます。静岡市の市議会は２月議会、６月議会、

９月議会、１１月議会ということになっておりますので、この議会のスケジュールと微

妙にバランスをとりながら決めてまいりたいということでございます。 

  具体的な日程につきましては、市議会のその関係もございますので、９月議会がある

月でございますので、１９日から２２日の間で選んでいきたいと思っておりますが、い

かがでございますでしょうか。これでご意見がなければ、調整させていただきたいと思

います。 

会 長   ここでね。決めてしまいましょうか。今日、その９月の。決めてよろしいで
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すか。 

蒲原支所長   ９月は２２日が金曜日ですね。そして、１９日が火曜日で、この月は要

するに祝日とか重なっておりまして、１８日がハッピーマンデイですかね。だから、１

９日火曜日、水曜日の２０日、木曜日の２１日、金曜日の２２日と、その４日間の中で

チョイスしたいと思っておりますけれども。 

  金曜日の２２日ということでいかがでございますでしょうか。会長、それでよろしゅ

うございますか。いつもこの時間の大体２時くらいから大体２時間という。この形を基

本的な形でいきたいと思っております。努力するということで。 

  一応４回目は９月２２日金曜日、午後２時からということで、場所はここでというこ

とで、よろしくお願いしたいと思います。ぜひ、手帳等お持ちの方はスケジュールを押

さえていただきたいと思います。 

鷲巣委員   その他について手短に終わりますのでよろしいでしょうか。 

会 長     はい。この支所長の説明が終わってからお願いします。 

鷲巣委員   はい、最後で結構です。申しわけありません。 

蒲原支所長   会場もここでということで、９月２２日でよろしくお願いします。 

  それで、スケジュール全体の話になりますけれども、第３回、４回というのは市民セ

ンターについての意見交換とその意見集約をお願いするわけですけれども、１０月に開

催いたします第５回については、一応基本構想をご報告するという予定になっておりま

す。 

  第６回及び第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状況

について説明する予定です。 

  当初のスケジュールでは第７回の会議を１月に行う予定でありましたけれども、前倒

しをいたしまして、先ほど申し上げましたように、４回目の９月に開催いたしますので、

１月は開催はいたさないということでございます。 

  ３月の第８回を来年度の審議会の方針や運営についての協議という形で、合併後の１

年間の状況などについての意見総括といいましょうかね。これをやらせていただきたい

という予定になっております。 

  以上、これがお手元にお渡ししました日時としては何月ごろいう表現で、第６回以後

は表現してございますけれども、ご案内したところでございます。この形で皆様のご意

見などを取り入れまして進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いしたいと
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思います。スケジュールのご案内は以上でございます。 

会 長   よろしいですか、そのほか。 

望月委員   仮称の市民センターですね。これは非常に地域の人が期待するし、使われ

やすいので、一番スタートの時点のものですよね。これを意見交換するといっても、プ

ランニングですね。あちらこちらの市町村、全国あるですが、そういうもののたたき台

がなくして意見を欲しいといったって、簡単にはできないと思うですよ。私は一番、前

回も言いましたが、尐なくとも予算はついていると。プランニングする、簡単に言うと

コンサルならコンサルをやっててくれればいいだけど、それができない中で、あればあ

ったで今度は先やったということで非難されるかもわからないけど、たたき台がなくし

て意見を出してくれといっても、これは非常に平米数が決まっていると。予算もある程

度、先ほども言いましたが、ある中で、それらの資料的なものの提示をもししていただ

ければ、早くスムーズに集約できていくじゃあないかと思うものですからね。一つ意見

として述べさせてもらいました。 

副会長   今の意見とちょっと関連するのですけれども、この市民センターの案という

のは、いつごろまでに私たち審議会の委員の手元へと配付されるんでしょうか。 

広域行政室長   今、（仮称）市民センターの、次回８月２３日に取り上げさせていた

だくということでお話をさせていただきましたが、その関連資料もできましたら、これ

も実は、８月に入りまして、やはり初旪に、そこのところを最終的には、先ほど複合施

設という形でお話をさせていただきましたので、それぞれの施設の概要を持ち寄ったも

のを全体的に調整したものを、当然こちらの方で提示させていただきますので、多尐お

時間をいただきたいということでございます。ですから、事前に当然、第３回の審議会

の前に提示をさせていただきたいのですが、いつごろかというのは、ちょっと明確には

お答えできないような状況にあります。 

  それからもう一点、先ほどもちょっとお話があったんですが、類似施設の話ですが、

こちらにつきましても基本的には、そのときにも説明をさせていただくのですが、基本

的に建設計画ありますように、文化センターの改築ということが基本になっております

ので、今の文化センターの機能の改築という部分が当然ありますし、それに防災センタ

ー等という記載になっております。ですから、それをいわゆる基本として、この基本構

想の素案を提出させていただく予定になっております。 

  以上です。 
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戸塚善久委員   大体いつごろの予定で。 

広域行政室長   お渡しできるのがですよね。通常、やはりこういう審議会ですと、や

っぱり１週間ぐらい以内には、その前にできたらと思うのですが、ただ、それ、努力目

標でございまして、ちょっとまだ申しわけありません。 

副会長   地域要望ということなものですから、住民の皆さんの意見もいろいろ集約し

とかなきゃならないものですから、できるだけ早目に審議会の皆さんの手元へと、早く

してもらいたいので、その辺努力していただきたいと思います。 

  以上です。 

広域行政室長   ちょっとすみません。今の８月２３日にご説明をして、ご審議も質疑

とかもいただくわけであります。それぞれの施設について、これはどうなっているのか

というご質問をいただきましたら、関係課もそのときに呼んでまいりますので、当然そ

れに対してのご質問もその場でお答えできるものについてはお答えしていくと。それを

いわゆる持ち帰っていただいて、先ほど決めていただきました９月２２日、そちらの方

でまた持ち寄っていただくという形で、意見集約に向けていきたいものですから、当然、

資料的に早目にこちらの方で提示できればと思いますが、そういう形で考えております。 

会 長   よろしいですか。 

鷲巣委員   ダブる部分もあると思うのですけれども、市民センターというのは、これ

から蒲原地域がどのような将来像を持っていくかというイメージを明確にしていく活動

拠点、ネタを回す、素材を回す場所だと思うんですね。市民の皆さんがいろいろな意見

を出してくださるのはいいんですけど、余りにその数が膨大になってきますと、かえっ

て、あの言うことも、この言うこともという形で、まとまったものができなくなってし

まうんじゃないかということで、ある程度の強引さというのは必要ではないかなと思い

ます。ある意味でです。申しわけありません。 

  一番大事なことは、蒲原地域がこれからどうなっていくか、その将来イメージをどう

いうところにおくかというところの、その目標があってできるハード、箱物であると思

うんですね。私が実は、ちょっとお時間もありませんのと回数も尐ないものですから、

来週もしできましたら、プレゼンテーションをさせていただいたら、お時間１０分ぐら

いで仕上げてまいりますので、大まかなのですけれども、細かい部分ではなくて、こう

いった流れでという形で皆さんにお話ししたいんですけれども、もし、ご許可いただけ

ましたらスクリーンとプロジェクターを用意していただいて、プレゼンテーションさせ
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ていただくとありがたいのですが、いかがでしょうか。 

会 長   それは、あなたの個人的なプランを。 

鷲巣委員   私の意見も入っていますけれども、まちづくりの講座の方のテキストの方

から抜粋した内容も入っております。総合してという形でです。もしご許可いただけま

したら、これが終わってから会長さんの方へ、今日コンピューター持ってきていますの

で、どんなものか内容を確認していただいて、それで、まずければやめますけれども、

もしよろしければ、こういったものであるということを１０分ぐらいで終わりたいと思

っています。 

会 長   それは、この委員全体を集めてされたいということですか。 

鷲巣委員   はい、そうです。もう一つは、住民との連携、きょうの資料にはないので

すけれども、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稟議書、前

回いただいた資料２の中の３条にあります（６）なんですが、今日の資料ではございま

せん。申しわけありません。住民との連携の強化に関する事項で、住民たちがこれから、

やはり物見であってはならないなと思うんです。どのようにかかわっていくかという形

で、どのように協力していくかという形に持っていったらいいかということで、一緒に

お考えいただきたいんです。そのためのスライドをつくってまいりますので、できまし

たら１０分から１５分で終わりますので、見ていただけたらどうかと思っているのです

けれども。 

  今日は、もうお時間過ぎていますので、次回の８月２３日にです。内容的には、まち

づくりに関する分野が多いものなんです。 

会 長   そうすると、それは、この８月２３日の審議会の後やりたいということで解

釈していいですか。 

鷲巣委員   はい。この審議会の中の時間で。 

会 長   その時間の中でですね。 

鷲巣委員   はい。中でです。その際、プレゼンテーションですので、スクリーンとプ

ロジェクター等のパソコンとの接続が必要になりますので、ちょっと準備の方がかかっ

てしまうのですけれども、もしご許可いただければ。もし無理でしたら印刷をして口頭

で発言いたします。今日、ノートパソコンを持ってきておりますので、車にありますの

で、これ終わって、もしお時間許していただけましたら、一度見ていただいたら、会長

さんの方にご許可をいただければと思います。 



 

 ―４２― 

会 長   じゃあ、それを見せていただいて、それから検討でよろしいですか。 

鷲巣委員   はい。 

会 長   はい。わかりました。それでよろしいですね。 

鷲巣委員   はい。お願いします。 

内藤委員   今の鷲巣さんのと尐し関連しますけど、鷲巣さんの今のお話にも町民の皆

様に知っていただきたいという一言がありましたけれども、私、今から質問するのは、

審議会の広報の仕方について、ちょっとお伺いしたいと思います。 

  第１回のときにもお願いしたと思いますけれども、きょうのこの地域審議会の開催を

蒲原住民の人、果たしてどのくらい知っていたのかなと。きょうの傍聴の方がたった３

名です。あと新聞社の方と。本当に蒲原地区の住民、蒲原のこの建設計画初め、この合

併によって合併効果がどのくらい、静岡市との合併によって蒲原がどのくらいよくなる

のか、住民生活がどういうふうに変わるのかと、物すごく皆さん期待もしていますし、

関心も持っていると思うのですね。そういう点からおきましても、本当に今のこのやり

方だったら住民不在のまま合併審議会が進んでいるような感じが思われてなりません。 

  広報しずおかの毎月２回来る「静岡気分」ですか。あれに掲載してもらうとか、開催

日、内容などを住民に知らせてもらいたい。同報無線や自治会を通じて回覧するなど、

審議会の報告と次回開催日のお知らせなど、できないでしょうか。 

副会長  内藤委員、あなた町議のときにこのことについて、地域審議会の予算について

の説明受けていますよね。 

内藤委員  予算の内容は知っています。紙代や印刷代などは計上されていないのはわか

っていますが。 

野村委員  審議会の会議録はできているのか。 

蒲原支所長   会議録は民間業者に委託してできています。署名をいただけば公開でき

ます。 

野村委員  合併してから住民税が上がり、住民が困っている。支所にも苦情の電話が入

っていると聞いているが。 

蒲原支所長  これは合併によるものではなく、国の法律が変わったことによるもので、  

例えば非課税限度額、それらがみんな変わっちゃったと。たまたまタイミング的に蒲原

地域においては合併というのと重なって、合併したことによって税が上がったのではな

いかと、こういうふうにとられてしまうと非常につらいと言っています。明らかに、こ
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れは今回、自民党税調を初めとして政府の税制調査会等の基本的な結論が出て、税法が

変わりまして、それに基づいて静岡市の税条例も変わっている。別に静岡市の税条例だ

けが変わっているだけではないですね。全国的に、すべて税条例が変わっています。 

  したがって、そういう形で今回は市民税または町民税、これらが変わってきたという

ことでございます。ですから、これはちょっと誤解がないように、ひとつご理解いただ

きたいと思います。 

野村委員   今回のそういう負担、たまたま負担がふえていることの仕組みというのが

わかっているわけだけども、なぜ、その原因はわかるわけですけどね。要は、この蒲原

支所の窓口にそういった苦情、問い合わせというのは何件あるのかということを一つ、

把握されているかどうかということで、把握されていれば、それは何件なのかというこ

とを今質問していたわけですよ。それと要望としては、この蒲原支所でも、それに対し

て、誠実に対応してもらいたいということを要望しておきたいということです。 

蒲原支所長   支所には税の収納等ございます。確かに、私が聞いているのは２件ほど

窓口担当とか、これは電話です。問い合わせがあったと、上がったと。これは具体的に、

今私申し上げたような内容を説明させていただいています。基本的には穏やかに理解し

ていただいたと思っております。そういう形で、件数、具体的に、では全部どうだとい

うとわかりませんけれども、私の把握しているのは２件程度ございました。 

野村委員   定率減税はまだ来年度は全廃になるということだからね。さらに追い討ち

で負担が増えてくると思うので、重ねてですけども、誠実な対応ということをよろしく

お願いしておきたいと思います。 

副会長   いろいろな問題が耳に入ってくると思うんですけれども、それをいちいちこ

こで取り上げるということじゃなくて、ここはあくまでも審議会ですから、意見要望を

聞いたり、やりとりする場じゃないわけで。一つ提案があるのですけどね。先ほど、審

議会と住民との溝ができちゃまずいよというお話ありましたね。例えば、いろいろ４カ

月間、合併して、たとうとしているのだけれども、住民の人たちにいろいろ運営面だと

か、いろいろ問題点があるとするならば、今は個々にいろいろ聞いてきて、ここで一人

ひとりこんなことやったって、審議会として何も意見まとまらないと思うのですよ。だ

から、それならば、そういう会を審議会として設けて、そして、ここでいろいろ議論し

て、ああ、こういう問題は確かに住民が困っている問題だなあと。それでは、これは審

議会のまとめとして当局へと要望するかとかね。 
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  そういうふうにしないと、個々に今、野村さんやったように、これはどうなってるの、

あれはどうなっているのだと、町民から聞いた話をされたのではね、とても２時間、も

う２時間過ぎているわけですね。とても無理ですよ。だから、そういう形の審議会を、

今いろいろな説明とかそういうのを受けている審議会ではなくて、やはり町民のいろい

ろな、その４カ月間でいろいろ問題が出ているのを聞いてきて、皆さんの意見をいろい

ろ言い合って、これは確かに静岡市、今、当局へとぶつける問題だと、審議会としてね。

そういう会合を一度持ったらどうかなあと思うのだけど。その点どうなのでしょうね。 

野村委員   まあ、そういう提案ですけど、ある程度まとまったところで、そういう必

要があれば、そういったことも要望、提案していきたいと思うのですけどね。そういう

機会を持ってもらえればありがたいですけど。 

寺門委員   今、副委員長がそういう、要するに、住民と話し合う機会を持ったらどう

だという話が出たわけですけど、いろんな各種団体といいましょうか、そういう人たち

の組織もあるわけですね。いろんな変化も出ているという話も聞いていますし、今回い

ろんな形の委員の皆さんがお集まりいただいて、これが第２回目の会合になっているわ

けですけどね。いろんな部分ですべてがわかっているかというと、わかっていない部分

の方が実際は多いんですよ。ですから、そういう住民の意見を、そういう組織の中の団

体の長といいましょうか、役員の中から出てもらって、今こういう形のものが困ってい

るのだよと、こういうことをしてもらいたいとかね。いろんな要望といいましょうか、

それがすべて飲み込めるか、審議会で受け入れるかどうかという話はまた別としてもね。

やはり意見交換するという場があった方が私はいいのではないかなと。 

  この審議会が予算化されていますからね。その辺が当局では、ここで回数を増やすこ

とによって出る方が、片一方じゃ経費節減だという形の中でやっていますから、私とし

ては報酬ないよという形でも、勉強会という形でね。当局を入れないでやるということ

もやってみたらどうかなと私は思います。 

会 長   今の内藤委員の意見とか、そういうものも踏まえた打合会を、それから、そ

の前のプロジェクターの話とか、一回そういう別会合を開きましょうか。審議会とは別

に、正規の。そして、方向性決めていくということも考えられると思います。今の広報

の方法とか、そういうものもここで決めるとなるとなかなか難しいし、そういうものを

今度は要望して、市の方へと改めて審議会から出すというのも一つの方法だろうと思う

のですけどね。 
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鈴木委員   すみません。今、ご提案の会議の趣旨はよくわかるのですけれども、審議

会そのものではもちろんないわけですよね、それは。法的な根拠とかというものもない

はずですし、そういうものをつくって例えば提案をしたとしても、市当局の方々は困る

だけなのだろうと私は思うのですよ。審議会の役割が皆さんの頭の中で、いまひとつは

っきりしていないのが問題であって、私はもっと建設的な話をする場だろうと思ってい

るのですけれども、一つ一つの予算措置が正しいとか正しくないとか、この行政の施策

が合ってるの、合ってないのとかという話は市議会がやればいい話なのだろうと思うの

ですよ。 

  ですから、その辺の審議会の役割分担をもっとわかりやすい言葉で一度ご説明いただ

ければ、自分たちのやれること、やらないことがわかるのだろうと思います。まず、そ

ちらをお願いできればなと。そうすれば、ここで討議すべきでない問題に関して時間を

費やす必要もないでしょうし、まず、無駄な、無駄と言っちゃ語弊ありますけれども、

必要のないことをこの場で討議することはないわけですから、その辺一度、この文章を

読んだだけだと行政の専門家じゃない人間は、何が役割なのかというのが非常にわから

ないです。どこまでやっていいのか、どこがやっていけないのかというのもわからない

ものですから、一度かみ砕いて決めていただければというか、決まっていることなので

しょうけれども、わかるように説明していただければと思うのですが、まず、そちらを

お願いしたいなと私は思うのです。 

会 長   それは当局、事務局の方にということですか。 

鈴木委員   難しいところだと思うのですよね。そんなにあちこちで審議会が開かれて

いるわけではないでしょうし、県下でも審議会を設けていただいたのは２例目か３例目

とかという希尐価値のあるものだと思うので、どこまでやっていいかということは皆さ

ん、どこまでおわかりになっているかもわからないのですけれども、尐なくとも、この

蒲原の審議会では、こういったことはやらないんだよと、あるいは、やるんだよという

ことをはっきりと示していただいた方が、無駄な混乱はしなくていいんだろうと思うの

です。 

会 長   だから、私も冒頭から再三言っているように、この限られた回数と２時間の

制約の中で実のある審議をしたいということを言っているわけですから、ぜひその辺を

踏まえて皆さんにということを第１回目から言ってるはずなのですけれども、どうです

か、今の意見。 
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石野委員   私は公募委員ですけど、公募するにあたっていろいろ私の蒲原地域に対す

るこれからのビジョンとか目指す方向性とか、そういうものを書いて、拙文ですけれど

もあげたですよ。だから、今、鈴木委員がおっしゃったように、ここは蒲原のこれから

の地域をどうやってつくっていくかという、そういうことを審議する、前へ進むための

審議会だと思うのですよ。だから、合併するといろいろなものが出てくると思いますけ

ど、それはまた別の問題であって、それはそれで声を聞かなければいけないけど、ここ

はそういう場所ではないというように私も思います。 

  だから、鈴木委員がおっしゃったこと、私は大賛成です。ここは、もっと前へ向くた

めの前進するためのアイデアを出すところであって、みんなでね。今までの過去のいろ

いろなことを踏まえて、いろんな情報をもらって、みんなでアイデアを出し合って、い

い蒲原地域をつくるための場所だと思うのですよ。だから、ぜひそういうあり方で、こ

の審議をやってもらいたいと思います。 

野村委員   ただ、住民の声が通らなくなるということで、この審議会ということを曲

がりなりにもつくってきたわけですので、その住民の声を聞かないで、これからのまち

をどうこうなんていうのはナンセンスな話になってくるのですよね。 

石野委員   住民の声はそれぞれの委員が聞けばいいんですよ。 

鈴木委員   住民の声を個々に聞いてきて、この場で発言するのはいいですけれども、

それだったら、ここにいるこの皆さんが委員である意味が薄れてしまう。何のために選

ばれた委員かということを、選んでいただいた委員かということがあいまいになってし

まうので、あくまで自分の意見を基本的に発言していただきたいと思う。 

  それから、野村委員に申し上げたいのですが、安易に私たちという言葉を使っていた

だきたくない。さっきの発言は、もしでき得れば議事録から削除していただきたい、私

は。私たちという表現は、議事録に残った場合、地域審議委員全体を指す場合がありま

すので、これは、ぜひご遠慮いただきたいと思います。 

野村委員   私たちというのは、それは住民を指しているわけですけどね。自分も含め

て、あくまでも自分の意見も含めて発言しているのですよ。だから、今の言い方はちょ

っと失礼な。 

佐藤委員   地域審議委員、地域審議会と呼ぶのはどんなもんなのだろうというのは、

個人のやっぱり認識の差があると感じます、私も。そうであれば例えばですけれども、

次回の審議会が２時からやるのであれば、その前あたりに一度、それじゃ審議会という
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のは、どういうところだというところをこの全員の方に再度やっぱり認識をしていただ

いて、それで審議会に臨んでいくというふうな場をつくることも必要ではないのかなと

いうふうに思われますので、それは会長の方に一任しますけれども、ぜひそういうふう

なことの検討を進めていただけたらいかがかなというふうに思います。 

稲葉委員   前回からもいろいろと話をすると、当局に質問するとかこれをどう考え

るとかという物の言い方が非常に多いような感じがするのですね。私たちは市長から諮

問された事項について、当局から離れた自分たちのこのメンバーで物を検討し、決めて

いけばいいんじゃないかなというふうに思うのですね。ですから、何でもかんでも要望

とか何とか、直接行政の方へと飛んでいく発言が非常に多いような感じするし、もっと

もっと自分たちの中で自立した審議会というのかな。そんなふうな運営をぜひしたいな

と思います。ですから、いろんな要望とか皆さんの声だとかというものを当局へ言う前

に、この中で例えば広報の問題にしても何にしても、こんな問題があるなあと。そした

ら、それはみんなで協力ができれば、それに対する対策、そういう形がいいのだろうか

ということを、やはりこの２０人でまた考えて、それでまとまったものを持っていくと

かね。常にそうふうな姿勢でないと、何かこの審議会って何なのかなというふうに思い

ます。 

  ですから、先ほど佐藤委員言われたように、その辺の認識とか交通整理がまだ不十分

なような感じがしますね。ぜひゆっくり、こういう話を話し合える場をつくって、それ

で、これからの審議会に臨んでいきたいなあと思います。ぜひ。 

副会長   私、合併協の委員をやらせてもらったのですけれども、普通の地域審議会と

ちょっと違うのですね。決めたときの内容が。ただ諮問機関だけじゃなんですよね。こ

れ、どういう形でそういうものが入ってきたかというと、由比が、いや、地域審議会の

内容じゃだめだということで静岡市が譲歩してくれて、市長にも意見が言えるとかね。

地域住民との連携の強化なんていうのは入ってなかったのですよ。入ってないです、実

際に。それを入れようということで由比の方も何とか合併してくれという話もあって、

入ってきたのですよ。で、向こうは降りたけど、蒲原はそれを生かした形の中で地域審

議会というものをつくったものですから、ちょっとそこらの、いろいろ理解が違うので

すよね、やっぱりね。 

  だから、そこは佐藤委員がおっしゃったように、一度みんなで話し合って、ちょっと

ほかの審議会と違うものが入っているのですよ、実を言うと。だから、そこらも含めて
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一度やっぱり話し合ってみる必要があるかなという気がします。 

内藤委員   審議会の審議する内容の項目の、今、須藤さんが言われたとおり、６番に

住民との連携の強化に関する事項ということも盛り込まれていますよね。やっぱり住民

と審議会というのは切り離して考えられないと思うのですよ。審議会のたった２０名の

この委員が、それこそ一から十まで全部わかっているわけでもないし、蒲原住民の気持

ちをこの２０人が全部代弁できるかといったら、それもできないことだと思いますし、

ましてや今年度は、一番住民が望んでいる市民センターの建設計画がメインのことを進

めていくにあたりましては、本当に地域住民の意見をくみ上げなければ、この２０人だ

けの考えで進めていくというのは、私はすごい甚だ疑問だと思います。 

  ましてや地域住民が声を大にして静岡市に自分たちの意見を発言できる場は、この地

域審議会と、あと蒲原地区から選出されました市会議員と、それだけしか静岡市に向か

って蒲原の気持ちを訴えていくところがないという現状を考えれば、やはり私は地域住

民と審議会は絶対切り離してはいけないと思います。 

会 長   どうぞ。何か終わらなくなっちゃった。 

鷲巣委員   すみません。私が言いたいのは、地域審議会は住民の言うことを、お伺い

を立ててきて行政に伝えて、また行政からその諮問を受けて、その結果を住民にお知ら

せするとか、そういうことではなくて、地域審議会で住民をどうやって動かすか、いか

に動かすか、そして、蒲原地域をいかにつくっていくか。そこの動き方なのですよ。そ

れについてのプレゼンなのです。ぜひ見てください。 

会 長   意見が本当に活発に出ているのですけれども、今のを総合的に踏まえて、私

のこれ、議長のあれですけれども、今回、今日は、これで終わりにしまして、できまし

たら、この８月２３日の２時からになっていますね。ここを３０分でも１時間早目に来

ていただいて、今のあれもやってもらうと。今のそういう意見も、そこで出してもらう

と。どうでしょう。で、２時から正式の審議会に入ってもらうと。１時間あればいいで

すか。３０分でいいですか。 

  １時間。じゃあ１時から集合していただいて、今の残りの議論は、いろいろ出しても

らうと。方向づけを我々も勉強していくということで、どうでしょう。 

  本日は終わりがないようですので、これで議事を閉めさせていただきたいと思います

けれども、よろしくお願いします。 

  改めて、ここで議事を閉めさせていただきます。 
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  本日の議事録署名は、名簿の順位よって吉田委員、お願いいたします。 

  では、次回は８月２３日を予定していますので、できたら１時から来ていただいて意

見調整を１時間前にしていただくと。全員ですね。はい、わかりました。全員、よろし

くお願いします。 

  以上です。 

（午後４時４９分閉会） 
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