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平成１８年度第５回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１８年１０月６日（金） １４時００分～１６時０６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、三好委員、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、望月委員、鷲巣委員、石野委員、辻委員 

（鈴木委員欠席） 

    （関係課）稲葉中央公民館長、萩原中央公民館副参事、 

中村生涯学習課長 

大村清水区長、望月清水区地域総務課長、 

伏見参事兼区付主幹 

        （事務局）久朗津企画調整課長 

企画調整課広域行政室：三宅室長、天野主幹、能口主査 

朝倉主査、興津主査 

清水区蒲原支所：原支所長、宇佐美副参事、片瀬副主幹 

 

４ 議 事    

 （１）（仮称）蒲原地区市民センターについて 

 （２）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、また、台風の影響下、お足元の大変悪い中、第５回の静岡市

蒲原地域審議会にご出席いただきまして、ありがとうございました。また、過日１０月

３日には３施設のご視察、本当にお疲れさまでございました。百聞は一見にしかず、の

たとえのとおり、皆さんの心の中のイメージづくりにつながるものであれば幸いでござ

います。 

  さて、本日も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、鈴木委員から欠席の届けが出ているということで、それ以外は全員が出席さ

れておりますので、本会議は成立しております。 

  それでは、まず、資料の確認をお願いいたします。配付いたしました資料は、次第と

資料１、これは「蒲原地域審議会のスケジュール（案）」というものですが、これのみ

になります。お手元にございますでしょうか。 

  それでは、次第の２、会長の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。 

（会長あいさつ） 

会長   皆さん、こんにちは。支所長と話が重複しますけれども、足元の悪い中を本当

にご苦労さまです。第５回目になります。 

  それと、先般は急きょ設定しまして、３施設を見る勉強会ということで、２０人の委

員のうち１７名に急きょ来ていただきまして、本当に熱心な討議、見学、ありがとうご

ざいました。 

  今日は第５回ということで、１０月にも入りましたので、ここでできるだけまとめの

会にしたいと思いますので、ひとつ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。 

  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、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして、皆さんにお願いいたします。議事録作成のために、発言の際は

マイクスタンドのスイッチを押して、氏名を述べてから発言していただきたいと思いま
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す。 

  また、本日の会議の終了は午後４時を予定していますけれども、若干の時間のずれは

あると思いますが、前回に引き続き、また、先ほど話しましたが、視察結果を踏まえた

中で、（仮称）蒲原地区市民センターについての審議をしていただきます。できれば当

局から出ています、基本構想（案）を検討していただいて、このとりまとめを今回はし

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、議事に入らせていただきます。 

  まず、先般の見学会を踏まえた中での意見がありましたら、まとめの意味で、意見を

出していただきたいと思います。 

鷲巣委員   先日の視察では興津公民館、清水テルサ、アイセル２１のホールを重点に

見て歩いたわけですが、再三申し上げているように、地区計画の理念同様、計画なくし

て建物なしであったという私の感想です。 

  市民センターは、見てきたホールに加えて支所機能、防災機能、子育て支援拠点、ま

ちづくり拠点などが入るわけで、さぞ充実した施設が期待されるわけなのですが、役割

としてもう一度復習しますと、住民にとっては蒲原地域のシンボルとなるものであり、

防災面で孤立するかもしれない飛び地であることへの住民不安の解消にもなり、もう一

つは、合併反対者も納得できる、目に見える最も効果的な方法であること。よって、ぜ

ひ使い勝手よくつくりたい、その気持ちは皆様と同じでございます。 

  果たして、市民センターに著名アーチスト、またはコンサート、Ｎ響オーケストラと

いった観劇、ダンス、カラオケ発表会、講演会などのホールを使う回数というのが、ど

れほどあるのでしょうかということが疑問になるのですが、先日、興津公民館で質問を

させていただきました。利用率が上がったということですけれども、理由の一つは広く

新しくなったから、それはもちろんですが、聞くところによると、興津公民館は、かつ

て小さかった、狭かった、体育館もなかった、図書館は公民館の中に一部あった、とい

うことだったので、それが一カ所にまとまって利用しやすく、また、きれいと新鮮さが

加われば、利用率はぐっと増えるのは当然だと思います。 

  蒲原文化センターは敷地内にすでに体育館があり、図書館も隣接してあります。興津

のような利用率の上がり方は、蒲原市民センターの場合はないように考えます。強いて

言うなら、新たに支所が入ることで施設の利用率というよりは足を運ぶ回数、入館者数

は増えるかなといったところです。支所はあくまで行政窓口なので、住民の館内利用と
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質が異なると思います。 

  私の手元に静岡市内１０館の図書館の１７年度の利用状況についての資料を取らせて

もらいました。施設形態が複合である図書館は、単独図書館よりも俄然、入館者数が多

いのが前年比からはっきり見てとれます。特に興津図書館と蒲原図書館を比較した場合、

登録者数が蒲原図書館の方が俄然多いのですが、入館者数、貸出者数ともに興津の方が

上になっているわけですね。 

  団塊世代が退職を迎える高齢化の本番はこれからということも、昨日も国会で申して

おりましたし、人口減少の先もこれから長いです。もともと利用率が低かった文化セン

ターのホール、資料２の文化センターの利用率にもありますけれども、８.７％の維持

すら私は、やはり疑問で、低下することはあっても上がらないと思います。その根拠は、

もう一つ資料３を見ていただきたいのですけれども、１７年度文化センターホールの利

用状況によりますと、用途のところで、公用使用が５０項目分の２４項目を占めていま

す。主として使った公用の用途ですね。これは静岡市になって、市として公用の用途で

今後どれほど使われるのかということも疑問ですし、公用を引いてしまいますと、半分

ぐらいになってしまうかなというのが見られたものですから。あと、やはり建物を全天

候型対応型に便利につくっておきたいという気持ちはわかりますが、住民がそのうちた

くさん利用するだろうといった、根拠がはっきりしたものがない、見込みだけでは、や

はり人口減でも確実に有効利用されるという数値や計画がなければ、維持費、経費が増

えるだけではないかなと思います。グランシップがいい例かなと思うのですけれども。 

  ３カ所を回った感想としましては、結局、施設形態は、その地域が何をするか、これ

からどう使うか、使用目的の一語に尽きると思います。 

  また、政府の地震調査研究推進本部の予測によりますと、２０３０年までに東南海地

震が発生する確率も８０から９０％と言われ、阿南市のホームページによりますと、南

海地震は４０％、東海地震は５０％とあります。私たちの世代で来なくても次の世代、

今の子供たちが避難を強いられたときに、ホールの座席が固定式であったらどうでしょ

うか。一人でも多く余裕を持って避難スペースを確保して、何があっても住民が安心・

安全に集える場所でなければならない。まず、それが私はセンターの第一目的であると

いうことです。 

  それに加えて、地域がこれから進む方向ですね。例えば、具現化された都市計画とま

ちづくりです。それと産業、地域の特色を表現したものを上乗せした施設であること。
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この二つの柱を主に入れて、これらが重要な柱にならなければ、どこにでもある市民セ

ンターになってしまうと思います。 

  また、住民の皆さんとか団体活動で、発表会等でホールを使いたいということもわか

るのですけれども、住民レベルの環境で、これは十分ではないかと思います。重立った

コンサート、例えば蒲原出身の久保田利伸のコンサートを開きたいということでありま

したら、静岡市の中心部の大きなホールへ行けばいいと思いますし、蒲原住民はもう静

岡市民であって町民ではありませんので、どうしても蒲原市民センターで大きなコンサ

ートやオーケストラをやらなければいけないということでもありませんので、このよう

に感じたこと述べてみました。 

  以上です。 

会長   どうもありがとうございました。ほかに。 

石野委員   先日の見学の感想、それから意見を率直に、端的に述べたいと思います。 

  興津とアイセルは、可動式だと講演会とか、ちょっとした歌を歌うとかということは

できるけれど、管楽器とか太鼓だとか、そういうものは興津もアイセル２１も、周りの

方へ非常に音が響くので、苦情がたくさん出たという話も聞きましたので、あのような

仕様はもう全く、私は受け入れられないと思います。 

  アイセルは可動式ですけれど、あれだとお金かかっていると思います。あんな下まで

座席が潜るまでの機能は要らないと思いますけれども。テルサですね。すみません、テ

ルサ。あれだけ立派な可動式ならば蒲原でも多少お金がかかっても、やっていただけれ

ば、静岡市になって非常によかったというような、そういう住民が受け入れられると思

いますので、作るならばあのような可動式ならば、私は大賛成です。 

  それから、興津で見ましたけれども、調理室は調理台が亓つでした。蒲原は今、調理

台が、学習する人が使うものが６台あります。それから講師用のものが、ちょっと形が

違いますけれども、黒板の前に一つあります。あれで一つの調理台に大体５人でやるよ

うですけれども、そうすると六つありますから３０人は、あそこで使うようになります。 

この利用率を見ると低いのですけれども、これからは、この前も申し上げましたよう

にお母さんと子供と一緒にやるとか、近所の人たちと一緒にやるとか、そういうように

して。それから、今は「食」が非常にテレビや何かでもよく、食べることが、ＮＨＫで

もローカルの静岡でも、もう夕方になると「食」のことを取り上げていますけれども、

それぐらい「食」というのは毎日ですから、人間の身体を小さいときからつくるわけで
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すから、これからますますそういうところに力を入れるべきだと思います。ですので、

しっかりした調理室をつくって、みんなで健康な市民をつくるということがこれから課

題になると思いますので、ぜひ現状を維持した調理室をお願いしたいと思います。 

  それから、老人室ですけれども、この蒲原からの要望にもないので、市の検討案にも

何も触れていませんけれども、文化センターの裏に老人室があります。あそこは毎月６

回やっています。それぐらいお年寄りが、カラオケをやる人が多いわけです。それを楽

しみにしているわけですね。多いものだから東、中、西と三つに分けて、しかも２回ず

つ、東部２回、中部２回、西部２回と、あそこで毎月老人の人たちがカラオケをやって

いるわけです。それを今度のこの検討案を見ると、老人室については全く触れていませ

んので、これはどういうことかなと質問もしたいし、ぜひ私は入れていただきたいと思

います。お年寄りが本当に楽しみがなくなってしまいます。老人センターへ行けばいい

と言うかもしれませんけれど、あれは西の外れで遠いです。あそこにはカラオケの施設

がありますけれど、それは蒲原全体の老人が使うので、とてもそこで毎月２回も、それ

ぞれの地域でできません。ぜひ今の老人室のような施設を、興津にもありましたけれど、

小さな部屋ですけれども、カラオケの機械が置いてあって歌えるように、１階の奥の方

にありました。そういうように、どこでも老人の楽しみになるような、声を出して歌う

ということは非常に人間の健康にとって大事なことですから、ぜひこれは残して、作っ

てっていただきたいと思います。 

  以上です。 

稲葉委員   先日の視察の感想として、それだけではなくて、この前の審議とか、その

視察等を踏まえて３点ほど述べさせてください。 

  まず１点目、（仮称）蒲原地区市民センターの位置づけということですが、これまでも

何回となく話されてきたように、合併建設計画の中でうたわれているということ。そし

て、蒲原地区の住民が非常に期待している事業の一つである。しかも、これまでの蒲原

の文化センターが耐震強度に耐えられないということからの建替えであるということ

から、公民館というようなことではなくて、また単に静岡市の各所の公民館と比較して

云々、そういうふうなことではなくて、現在の機能を維持して、かつ、この基本理念に

もありますけれども「集う」「学び合う」「触れ合う」、そういう場として生涯学習、文

化の中心となる施設であると、そういう位置づけを明確にしていくことが大事ではない

かなというふうに、まず考えます。 
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  ２点目ですが、ホールについて私はこれまで音響とか雰囲気とかに配慮した、しっか

りしたホールということから、多目的でなくて固定式にすべきというふうに主張してま

いりましたけれども、皆さんの声とか、視察等を踏まえる中で、災害時の避難場所とし

ての活用とか全体の面積の課題、そういうふうなものを全部総合して考えたときに、テ

ルサでも見ましたように音響や防音、内装、雰囲気などの、その質の面で、テルサ並み

にするという前提であるならば、可動式で、かつ体育館的要素は持ち込まない多目的ホ

ールとしてもいいのではないかなというふうに考えます。 

  また、定員数につきましては、やはり２５０から３００ではなくて、現在の機能を維

持した４５０前後、最低でも４００、そういうふうな確保はしていただきたいというふ

うに思います。 

  また、これに関連して先ほど、これからの利用率が余り見込めないというようなご意

見もありましたけれども、ここ数年間、ホールを使った住民の手づくりの、いろいろな

企画というものは何回となくやってきているわけです。例えば、だいぶ前になりますが、

「センス・オブ・ワンダー」の映画会、講演とか、例えば「ありがとう蒲原」というこ

とで、国弘先生を呼んでやったりとか、また「どろん子」等も「地球のステージ」とか、

住民が手づくりで、それも無料で一生懸命企画して１年ぐらいかけて、何回となくやっ

てきているわけですね。それでホールをいっぱいにしてきているわけです。それでまた、

今月と来月だけ見ても、静岡市が１２日にはエスパルスのタウンミーティングというの

をやろうとしている、そして、それにも広く声をかけて、いっぱいにしたいというふう

な熱意で今動いたりしている。また、来月になれば、静岡市が清水区の魅力づくりとい

うことで「サンライズフォーラム」というものを、小和田先生を呼んでやろうというこ

とも企画しているわけで、今までの蒲原町であるならば、そういう積極的な催し物とい

うのもなかったけれども、でも、これからはどんどんそういうふうなものも蒲原地域で

開催されるというふうな動きもあると思います。やはりそういうところできちっと、そ

れが享受できるような施設というのが必要だというふうに思います。 

  三つ目ですけれども、建設の建築延べ面積についてですが、基本構想案では「旧蒲原

町文化センターの現状面積を基本とします」というふうにうたっています。何平米とい

うふうな具体的には、この基本構想の中では、数字は示されていません。要は、これま

での蒲原の住民の活動とか、施設の利用が今後も継続できる。言いかえれば機能的に維

持できるという、そういう面積を確保して、そこに防災機能だとか支所機能をつけ加え
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るという考え方で、積み上げていけばいいのではないかというふうに考えます。 

  以上です。 

戸塚（正）委員   今回の市民センターの建設は、静岡市との合併に当たり新市建設計

画の一番の柱であると思います。そして、概算事業額も２５億２,７００万円と決まっ

ています。そこで、合併に賛成した元議員としては、現在の文化センターの規模ぐらい

で、特にホールの広さとか座席数が現状と同等クラスでなければ、これは納得できませ

ん。先日、市内の他の施設を見た限り、新しい市民センターに支所機能と防災センター

が加わっても、２５億円の事業額で現状の敷地面積で、工夫次第では十分可能と思われ

ます。 

  例えば、テルサの多目的ホール部分だけの建設費が約１０億円、そして、興津公民館

の図書館とホールも含めた建設費が約１３億円と説明を受けました。これは、あくまで

も単純な計算ですが、興津公民館プラス、それに清水テルサの多目的ホールを加えても

２３億円です。これをもとに住民に合併してよかったと思われるような規模、設備、そ

して利用しやすい市民センターをぜひ、これはお願いしたいと思います。これは無理な

要望ではなく、合併協議で新市計画に載っていることであり、合併後の蒲原地区住民の

正当な要望と考えます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

寺門委員   先日、３施設を視察してきました。正直言って興津を見たときに、あれは

蒲原町の体育館に可動式の椅子をつけたぐらいの感じしか私は受けませんでした。それ

で、なぜテルサを見せたのかなという感じを持ったのですね。ということは現状の蒲原

町の施設を見ても、それなりの構造で、椅子なんかもしっかりした形の中でできている

わけですね。テルサを見て本当にすばらしいと正直思いました。あのレベルのものを何

とか採用していただければありがたいと、私としては思いました。 

  そして現状の蒲原の施設を、計画では３,２００平米に全部収めたいという形の中で、

計画案が出ているわけですが、それには前に皆さんも申し上げているとおり、支所機能

が入っていない中での一つの取り組みであったというふうに私は思います。そういう中

で、やはり支所機能をどういうふうな形で取り入れていくかと。現状の３,２００で当

局もお調べいただいているかと思いますが、利用されていない場所も確かにあるはずで

あります。そういうところを一つずつ削っていくところは削っていくと。新しく取り入

れていくところは取り入れるという形の中で、静岡市の東の玄関口という形の中で、や
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はり、東から来たら静岡、おお、すごいのがあるんだなというふうな形。そして、住民

みんなが利用しやすく、利用率、稼働率というのも当局としては考えるでしょう。しか

し、そういう中で、いかに稼働率、利用率を増やしていくかという形のものを、みんな

で話し合うといいましょうか、利用する頻度を増やすような活動をしていくこともまた

必要ではないかというふうに感ずるわけであります。 

  蒲原にはご承知のとおり蒲原太鼓もございます。ホールで相当練習しています。子供

から大人がみんな参加しているわけですが、あれをどこでたたくかと。防音装置のない

中でやった場合には、それこそ興津、また静岡のアイセル２１ですか。そういう近隣の

住民から反発が起きるということも、そういう防音装置のない中でやるということに対

して非難といいましょうか、そういうものが起きるのではないかなというふうに思いま

す。一つの文化を継承していくという形の中で、いかにそれを後世にも引き継いでいく

かという、一つの文化を養うという形の中でも、やはり今現状のホールで、大きさは４

００ぐらいでいいでしょう。４２０～４３０ですか、今。ですから、その辺も折り合う

線は必ずあるはずであります。 

  そういうことで私としては、現状の形に近いものをできるだけ再現していただくとい

う形のものにしていただく。石野委員からも出ました、料理の教室も相当、活動してお

ります。ですから、そういうものも衰退しないような形の中で、いかに盛り上げていく

かということを当局も考えていただく、私たちも考える、という中で、私としては現状、

３,２００プラスアルファ支所機能という形の中でご検討いただければありがたいなと

いうふうに思います。 

  以上であります。 

吉田委員   皆さん、とてもよい意見をお持ちで発表されております。前回、視察の機

会を設けていただいてありがたく存じております。ただ、私は都合で興津公民館だけは

見られなかったのですけれども、皆さんの話を聞いて参考にしたいと思っています。 

  今、一つ疑問として、あることをお伺いしたいのと、その後に一つご提案があるので

すけれども、疑問としては、皆さんこれだけ、いろいろな点に関して、いろいろなよい

意見をおっしゃっているのですけれども、全体を一括で審議していくのか、それとも一

つ一つ、例えば広さ、それからまたホール、可動式であるかとか固定式であるかとか、

また和室、調理室、どういう部屋を設けるとか、そういうのを今まで既に、たくさんの

よい意見が出ておりますけれども、一括して審議するには本当にいろいろな意見があっ
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て、集約し切れないような気がします。 

  それは、どうすればいいのかというのをお伺いしたいのと、私の提案としては、そう

いう個々の部門について一つ一つ積み上げていく審議の仕方の方がより具体的で、よい

かと思われます。 

  以上です。 

野村委員   一つはホールの規模ですけれども、利用する住民の範囲としては、大体蒲

原を中心として由比、富士川、その近辺の住民が主だと思うので、規模としては、大体

５００人程度の規模が適当だというふうに考えております。 

  それと、ホールの有効利用としては、やはり学校での劇団を呼んでの鑑賞などは、小

学生が鑑賞するのはホールなどをどんどん使って利用してもらう。そういった積極的な

利用の仕方というのもぜひやってもらいということが一つ要望です。 

  それと二つ目には、今の文化センターのところには児童室があるわけですけれども、

これを新しくした後でも、やはり児童室は設けてほしいというのが一つ要望です。 

  それと三つ目は、団体活動スペースということでもありますけれども、サークルや住

民のグループなどが自由に使えるような、そういったスペースはぜひ充実させてほしい

ということです。 

  それと会議室は、２００人の会議室で、真ん中で仕切られるようなものをつけてもら

って、そして使えるようなものを、ぜひ一つ設けてもらいたいと思います。 

  例えば催しや会議によっては、５００人のホールでは大き過ぎる、あるいは１００人

では小さ過ぎると、そういった場合もあると思うので、ぜひそこのところは、こういう

ものも一つつけてもらいたいというのが要望です。 

  それで、ホールは５００人程度で、そんなに大きくする必要もないと思うので、著名

なアーチストという話もあると思うのですけれども、そう何回も呼ぶというわけでもな

いと思うので、清水、静岡の人が使うには、それぞれ清水、静岡にもホールがあります

ので、そういったことでぜひお願いします。 

山崎委員   文化センターの利用率、非常にこれが重視されているようですが、蒲原は

静岡、清水の中間ぐらいということで、この文化センターは今、老巧化している中、不

便さと、また音響の悪さ、そういう中でも３０％の利用率があるわけです。これが先日

見学した興津公民館の館長さんの話だと、興津公民館が今非常に利用率が上がっている

ということで、やはり新築、そして便利さ、使いやすさ、これが反映して非常に利用者



 

 ―１１― 

が増えているということです。この文化センターも老巧化している中でも３０％の利用

率があるならば、清水テルサぐらいの建物なら確実に利用率が上がるのではないかと思

います。 

  また、住民も合併するに当たって、文化センターの建て直しには非常に期待を持って

いると思います。その中で役場の機能をその中に入れるなら、当然今より広いセンター

を望みます。寺門委員が言ったとおり東の玄関口として、ここから静岡市になるという

ことで、テルサぐらいのものは、必要ではないかと思います。 

  最後に、市民センターの建設に当たり、どれぐらいの予算を組んでいるのか。自分た

ちにはわからないので、またわかれば教えていただきたいです。 

会長  後でまとめてでもよいですね。 

  ほかにどなたか。 

中島委員   先ほど吉田さんからもいろいろ出ましたけれども、今日の日程を見ますと、

基本構想の案についての意見集約、そして、実際には、２７日には基本報告ということ

になっていますから、結局個々ではなくて、私は先ほど出ました基本構想の全体をもっ

て、いろいろな、もう個々の意見はほとんど出てきているのではないかと思います。ま

た、視察に行って意見も出てきているし、そういう方向で進めていっていただきたいと、

私は感じております。 

  それからもう一つ。以前にも質問をしましたけれども、老人室ですね。この資料２を

見ますと、５９.３％の利用率があるわけです。石野先生からも、これはどうしてもな

くすわけにはいかないような話がございますが、私は、これをなくすような状況で質問

してあるのですよ。どういう考えを持っているかと。なくすことによって。それも答弁

がなされていないということですから、答えをいただきたいし、集約ですから、それを

全体でやって、駐車場のこともあると思うのですよ。私は、駐車場は実際には地下でや

ってもらいたいと。この構想を見ますと、駐車場について「屋外イベントに利用可能な

スペースの確保をしたい。そして、自然の緑を生かした周辺環境をよくしたい」という

ようなことを書いてありますから、そうするには、やはり地下がいいかなと私は感じて

おります。静岡市にあるのは、ほとんど地下が多いのではないですかね。これは要望で

すけれども、それも含めて答弁を願いたいと思います。 

  以上です。 

片瀬委員   先日、視察に行ってきて、いろいろなよい施設もたくさん見せてもらった
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のですけれども、やはりこの問題を考えたときに、今回耐震性がなくて、文化センター

を建替えるというような話になりました。もちろんその中では新市計画と建設計画に掲

載されているということがあったのですけれども。ここに住んで、あそこを実際使って

きた人間が今度新しいものをつくるといったときに、一番最初に気になることは、今ま

で使っていたものと比べてどうなんだという部分は、あるかなと思うのですね。今まで

使っていたのですけれど、蒲原の文化センターは、当時のことを考えれば、装置とか広

さとか設備は多分、ほかに比べて、ずっといいものを使っていたと思うし、そういうも

のを使っている私たちにとっては、すごく便利で使いやすい。おお、蒲原っていいとこ

ろだなというふうな部分まであったかなと思っています。 

  そういうことを考えたときに今回、皆さんが、もう意見は出尽くしてはいるとは思う

のですが、欠けているものは何だ、という部分だと思うのですよね。固定式とか可動式

のホールの話も出ておりましたけれども、やはりテルサは特別よいのかもしれませんけ

れども、その必要な部分、必要でない部分というのを除いた中でも、あの程度のグレー

ドは保ちたいとか、あるいは、やっぱり音響が悪かったから、そういう部分もあるのだ

よといって、今まで不都合だった部分は少なくても改善をして、それに防災センター、

支所機能を加えたということが、今の私たちの考えられる文化センターの程度かなとい

うふうには私は思っています。 

会長   ありがとうございます。ほかに。 

戸塚（善）委員   どういういきさつで今回、興津とテルサと、静岡はわかりますけど、

見学したかということがちょっとわからないです。テルサの場合は、建てたのは清水市

が建てたわけではないですよね、あれは。 

会長   あのような施設があるということで、参考になればということで。 

戸塚（善）委員   ああいうテルサのようなよい施設を見れば、あれはもう金を湯水の

ように使って建てた建物です、テルサというのは。８６億円ですか。そうすると金の出

どころが違ってくると思うのですよ、同じあれでも。興津も、あれは、港湾事業の何か

で金が出ているでしょう。市から出てないでしょう。そうではないですか。港湾施設か

何かということで、あれは、資金は国の方から出ているでしょう。県で出ているか、ど

こかで出ているでしょう。だから、もう全然金の出どころが違うです。今回の文化セン

ターの場合は、静岡市の予算内でやるでしょう。だから、あれを見ていい、これを見て

いいって言ってもね。やっぱりお金が制限されていると思うのですよ。２０何億という
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か、３０億というか知らないけれど。 

  だから、あの二つを見ること自体僕は、比較すれば、これからどういうものをつくる

かということに対しては参考にはなりますけれど、先ほどだれかが言いましたね。テル

サのような装置をということは、あれはもう不可能に近いですよね。と思いますよ、私

は。そう思いますよ。だから結局、まずホールが滑った、転んだ、どうのこうのという

よりは、私、毎回言いますけど、３,２００平米プラス支所機能で、とにかく枠が決ま

らないと、あれをつくる、これをつくる、ああしてもらいたい、こうしてもらいたいと

言ったって、３,２００の中でやるものか、支所機能をそれにプラスしてやるもか、そ

このところを、僕は一番最初に議論しなくてはならないものだと思うのですよ。 

  この合併協定書の新市事業計画を見ますと、この前も申したとおり支所機能は全然含

まれていませんよね。そして、ワーキングループの案でいくと、書類でもらったら、こ

こに出てきますよね。「文化センターの改築に伴い、市民センターの一部へ移行するこ

とは当然の姿となる」という。ということは、じゃんけんしたら後出しじゃんけんです

よね。それで勝ったということでしょ。 

  ここに須藤議員も、合併協定書には署名してありますね。 

須藤委員   署名してあります。 

戸塚（善）委員   署名してありますね。そして、計画書の中には、それがうたってな

いわけですよね。僕が何回も言うとおり、協定書の合併建設計画の中には文化センター

と支所を合わせるということは、うたってないですよね。防災センターは整備とうたっ

てあるけど。これがいつの間にか、そのワーキンググループでは、ここで、もう、うた

っているですよね。そこの過程が、どうしてこうなったのか、ちょっとわからないです。 

  だから、僕もくどいようですけど、結局、そのワーキンググループは、もうこのとき

に、これは１７年の１月ですよね、建設計画は。そうすると、これは立ち上げたのは、

いつなのですか、このワーキンググループというのは。これは、９月２６日になってい

ますけれど。 

蒲原支所長   ７月に開始をいたしました。１７年の７月から。 

戸塚（善）委員   ７月の１９日でいいですか、これ。そうすると、このときには、こ

の問題がちらちら出てきたということですか。ここで当然の姿と言えるというふうなこ

とを書いてあるじゃない。「市民センターの一部へ移行することは当然の姿」というこ

とは、これ、どこかから打診があったから、こういう答弁をしたのでしょう。 
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蒲原支所長   １７年の１月段階のその建設計画においては、防災と文化センターの建

替え、これが主でございます。ただ、昨年の５月からすり合わせが始まりまして、それ

が始まって２カ月ぐらいたってから、いきなりと言っては何ですけれども、合併後に始

まる事業としては非常に代表的な、この市民センターの建替えという形の頭出しを１７

年度中にやろうと、こういう作業に入りました。これが実はワーキンググループ、要す

るに中堅職員を中心にした研究でございます。そういう中で出してきたものに対して、

今の文化センターのところを拠点にした形で公用公共施設を集積しようと。これが一つ

は新しい市民サービスの形ではないかということで考えたわけです。 

  それともう一つは、庁舎は昭和３６年に建てられた、こちらの別棟は昭和５７年ぐら

いに建てられておりますので、そこが全然違うのですけれども、庁舎本体の建物が非常

に躯体が弱ってきていると。構造体としての強度もなく、地震の耐震診断をやると数値

が出ないと。出ないというより弱い数値しか出ないという形がはっきりいたしましたの

で、これは何とか、こういうものを合わせていかなくてはならないのではないかと。公

用公共施設を一つは集積して市民サービスの向上、要するに一カ所に来れば、そういう

ものが済むものにしたいという考え方はどうだろうかと、こういう提案がございます。 

  したがいまして、そのワーキンググループの研究のいろいろな段階では、では、その

全体の面積の中ではどうなのだろうとか、現在建っているはるみ荘のＡ棟、Ｂ棟、それ

から図書館、旧消防署の跡地、もちろん体育館、プール、これらも含めてどうなのだろ

うかという話の中で、最終的には前にご報告しましたとおり、とにかく文化センターの

建替えというものを基本的には中心でいこうということでやってきたわけでございま

す。 

  したがいまして、極端に言えば、議会にも報告していないということも前に話題にな

りましたけれども、報告できる段階まで実は熟度ができておりません。はっきり言えば。 

ただし、そういう形できちんと、とにかく協議をして静岡市さんに２月の段階ぐらい

でもう引き継ぐという、すべてのすり合わせがご承知のとおり１,２７５ありまして、

最終的に８１か２ぐらい残っていると思います。その段階でとにかくやっていこうと。 

それで、ご承知のように１月の最後の方で石川町長の段階における、合併関係の一つ

の結論をいただきまして、そういう次の作業をやろうということでやってまいりました

ので、非常に窮屈なスケジュールの中でやってきましたので、何人かの元議員の委員さ

んからは議会に報告していないよという、確かにそのとおりでございますけれども、そ
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こまでの熟度ができていなかったというのも事実でございます。ただし、それを手がか

りにして、合併後のこの市民センターの建てかえの作業が行われているということも一

つご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

戸塚（善）委員   そうしますと結局、この新市計画というのは一体何だったというこ

とになるわけですね。これからも、まず、これがもう合併して初仕事で一番の大仕事な

のですよね。これでもう後出しじゃんけんで勝負をつけてくるでしょう。そうなると、

だけど、そういうふうに言っているでしょう。だから、僕は、支所機能だけは・・・。 

蒲原支所長   後において物事が整理されるよという可能性の意味で、後出しというふ

うにお使いになっていらっしゃるのかもしれませんけれども、基本は静岡市のきちっと

した研究部署、それから実施部署、それらの中で、この市民センターの建設を実現して

いただこうということでゆだねているわけでございますので、その意味で市長は、審議

会の委員さんから意見を承って、十分住民のご意見を、この立場で代表をなさっていら

っしゃるわけですから、そこから吸い取って、それを市の実施部局、または研究部局、

それから企画立案部門に出して、全体のオーソライズが出るように運ぼうと、こういう

ことでございます。 

  決して、決めつけて、後でもってそれを正当化するという意味ではございません。あ

くまで今現在、静岡市のルールに基づいて、基本構想という第一番の事業を確定する意

味で、これだけの大きなプロジェクトになりますと、基本構想というものをきちっと立

ち上げて、その次に今度は基本計画、実施計画、予算づけ、そして実施、そして完成、

竣工と、こうなりますので、ひとつその点のご理解は…… 

戸塚（善）委員   いやいや、それは十分承知しているのですけれど。まず最初からこ

ういうふうなやり方では、まずいのではないかなと思うのです。これは民間だったら合

併協定書と言えば、もう本当に食うか食われるかのあれですから。だけど、それが支所

機能がこれから加わるからプラスどのくらいで審査してほしいというのだったら僕は

理解ができますけれど。でも、大体が３,２００の枠をある程度固めてきているような

感じにとれるものですから。ですから、どうなっているかということなのです。そうす

れば合併賛成、反対、皆さん亓分亓分であったのだから。お互いが、みんなが納得する

ぐらいの施設を建設しなければならないと思うのです。 

  それと、合併の最大の目的は行政改革だと。それはもう人数を減らすというのは、も
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う百も承知していますよ。でも、現在の、これは別の話になるけど苦情の話をすれば、

蒲原では何もできません、静岡へと話をしてください。これでしょう。今役場へ来ると。 

権限が何もなくなってしまったわけだ、蒲原は。何一つできないでしょう。小さいこ

とでも。だから、まず最初に、箱の大きさがある程度決まらないことには、支所機能を

何する、ああすると言っても、ホールが４００、４００が３００になろうとしても、も

う枠を決めなければ、そこが一番肝心だと思うのですよ、僕は。箱が、箱の大きさが。 

会長   そういうことで皆さんの意見を今聞いているところなのですけれどね。あなた

の意見としては。 

戸塚（善）委員   ええ、僕の意見としては、だから、４,０００平米。 

宮田委員   私、この前もワーキンググループの話をしましたけど、先日テルサとアイ

セルと興津を見させていただきました。そうした中で、やはり私たちが要望していく中

では、この三つの中でもテルサですか。テルサのあの多目的ホールは、私たち議会でも

大分使わせていただきましたけれど、音響にしろ、何にしろ、手間もかからず、あのよ

うな可動式ですんなりいくと。あのような体育館的機能がなくても、あのくらいの機能

だけは蒲原に、これからいろいろホールを使用する目的が変わってくると思うのですけ

れど、そういった中でやはり、テルサぐらいの多目的ホールが欲しいと私は思います。 

  それと、今の公民館の文化センターとしての蒲原の機能が十分果たせる、住民にサー

ビスができるようなものが、公民館的なものが今までどおり、これ以上にサービスがで

きるようなものが欲しいと。その中でも不要なものは削ってもいいと。例えば、中にグ

リーンというか芝生とか池、ああいうものが果たして必要かどうか、そういうことも私

は疑問に思っています。 

  それと、例えば３,２００が、そういう不要なものを削った場合に３,１００になる、

３,０００になったと、そういう形になっても、それは住民サービスとかそういうもの

が低下しなければいいと。それにプラスして今度、支所機能が最低、今の当局の職員が

どのくらいのスペースが必要か、そこら辺を加味した上で、また当局との話し合いをし

て、最低幾つ欲しいと。それを今の現文化センターの４階建て、その上へ５階建て、一

つ乗せるとか、そういった形でやったらできるのではないかなと私は思っていますけれ

ど。私は、先日も申したようにワーキンググループの件は、あくまでも私は参考だと思

っています。 

  以上です。 
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会長   時間も大分経過しましたけれども、それでは、ここで私の方から言わせていた

だきたいのは、審議会に課せられている、今回の当局から出されたものは、あくまでも

蒲原市民センターの基本構想、ここに案という形で第３回に出ています。基本構想（案）

ということで。これの審議であるわけです。その中で今まで、皆さんに細かい意見を、

それから勉強会を開いたり視察に行ったり、いろいろしてきたわけですけれども、先ほ

ど吉田委員や他にも一、二質問も出ていますけれども、細かい面積、用途、例えば調理

台を幾つ置くかというようなことまで、この会で審議していくのでは、毎日やってもお

そらく決まらないと思います。いろいろな意味で、今までの雰囲気、皆さんもこの雰囲

気は見たとおりだと思いますけれども、ここで、今回は後半を絞って、この基本構想（案）

を、いろいろな意見、皆さんから出た意見の中で決めていくと。その中で質問があれば

質問を、当局で答えられることは答えていくということで、後半絞っていきたいのです

が。 

  ということは、どうしてもこの基本構想の中にあるように２１年までに仕上げたいと

いう、せっかく、こういう機会を我々はもらっているわけです。我々の方の意見集約が

できないと、おそらく、流れてしまうと思うのです。改めて静岡市の市議会へ諮って、

新たに予算を取ってということになる重大なところだと思いますので、後半は、その辺

を踏まえた上で意見集約したいと思うのですけれども、よろしいでしょうか、それで。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   では、そういう意味で、ここで１０分、３時５分まで休憩をとらせていただき

ます。よろしくお願いします。 

休憩 午後２時５８分 

再開 午後３時０６分 

会長   それでは、おそろいですか。 

  では、再開させていただきます。 

  再開に先立って、先ほどいろいろな意見の中で出ていました質問事項の中で、当局の

方で答えられるものは、ここで冒頭に答えていただきたいと思います。 

  よろしいですか。どうぞ。 

広域行政室長   先ほどのご質問の中で何点か。老人室ということで、この前にもご質

問をいただいております。これにつきましては、基本的には旧蒲原町の要望になかった

ということも事実ですが、基本的には今の用途につきましては、和室の方で、カラオケ
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の機械をそこで使っていただくような形で考えております。 

  それから、意見集約の方法ですが、これにつきましては先ほど会長の方からお話があ

りましたとおり、前々回に提示いたしました基本構想（案）、これはあくまで基本構想

ですから、細かい部分については特に規定しておりません。そちらの方は前回お示しし

ました各機能の広さとか会議室の数を前提とした基本構想になっておりますので、そち

らに対するご意見等を出していただきたいという形でお願いしております。 

  もう一点、事業費のお話をさせていただきます。今、基本構想を策定しているところ

で、来年度以降設計、建設という形が考えられます。事業費につきましても、概要につ

いてお話をしていただいておりますので、その結果に基づいて事業費というものが出て

くるというふうに理解しております。ですから、それも静岡市の公共施設という位置づ

けになりますので、そういう形での算出になろうかと思います。 

  以上であります。 

中島委員   先ほど老人室の件で質問もしましたし、和室で老人のカラオケ等を対応す

るということですが、老人室は今までは蒲原町文化センターでは政治団体等で利用され

た部屋なのですよ。あの部屋は。そこはどういうふうに考えているか。政治団体が利用

したと。公民館だと使えないのですよ。そういう場合は。だから、そういう考え方、今

までは文化センターを使うことができた。それについて、どのような考えを持っている

か。 

会長   どうですか。 

中央公民館長   現状、公民館という位置づけになりますと、社会教育法上の縛りがか

かっておりますので、宗教あるいは政治、営利、この３点については、使用はちょっと

難しいというふうに考えます。 

  以上です。 

中島委員   そうしますと蒲原町文化センターで利用できていた。これからは市民セン

ターになると、そういう団体は利用できないという考えですか。ほかに対応を考えてい

ますか。 

中央公民館長   現状、静岡市内も全部そうなのですけれども、今の３点については利

用ができないという現状になっております。 

  以上です。 

会長   よろしいですか。 
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  それでは、以上のようなことを踏まえて、これから残された時間で基本構想（案）に

ついての検討に入りたいと思います。先ほど申しましたけれども、もろもろの細かい面

積とか、云々ということになりますと長時間にわたりますので、ここで、この基本構想

（案）をもう一度詰めて、これでいいかどうか、今日はやりたいと思いますけれども、

よろしいですか。 

  それでは、事務局から読み合わせながら、意見聞きながらで、もう一度。その方がよ

いですか。どうですか。これについては皆さん読み込んでいますから、それぞれ意見を

聞くということでよろしいですか、基本的には。項目別にいきましょうか。 

  では、１番の「目的」というところで、これでよろしいですか。 

   （意見なし） 

  意見がなければ、次の「基本理念」に移りたいと思いますけれども。 

石野委員   ８月２３日にも申し上げましたけど、「基本理念」の（１）「多くの市民が

『集う』『学び合う』『触れ合う』人づくりと交流の場とすること」、そこのところを私

はこう考えました。これは静岡市の市民条例などを見て感じたのですけれど、「市民が

『集い』『学び合い』『つながり合い』」、『触れ合う』というところを『つながり合い』、

これは、静岡市はこう書いています。「人づくりと交流の場とし、自発的・自主的市民

活動を支援することにより、市民の手により、あるいは行政と協働して蒲原地区の構築

を目指す」と、こういうふうに私は考えました。（１）ですね。ちょっと長くなりまし

たけど、意見として申し上げます。 

会長   どうですか。これを入れますか。 

石野委員   なぜかというと、これは、今までの文化センターではなくて、蒲原地区市

民センターということになりますので、市民、そこを拠点にして市民による豊かな暮ら

しやすい安全な、そういう蒲原地区をつくるための拠点にするべきだと思います。そう

いう理由で、今申し上げたように言葉を、長くなりましたけど、意見を言いました。 

会長   理念ですので、集約されたこれでもと思いますけれども、どうでしょう。石野

委員のお考えもわかるのですけれども。どうでしょう。 

寺門委員   石野委員の言うこともわからないわけではありません。会長が今おっしゃ

ったとおり、石野委員の言うことがこの中にすべて網羅されていると、文章が短くても、

という形の中で石野委員の言ったことを議事録に残すという形の中で、石野委員の意思

をそこへあらわすという形にしたらどうでしょうか。 
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会長   わかりました。どうでしょう。 

石野委員   ありがとうございます。 

会長   よろしいですか。 

石野委員   はい、わかりました。 

会長  ほかに。 

  では、３番目の「施設の機能」についてというところで意見がありましたら。 

鷲巣委員   産業がない、地域の特色、それを表現したものですね。子供たちがそこに

来て、例えば外来者が来て、ちょっと立ち寄ったときに、このまちの特色は何だろうと

いったことですね。これからそういった練る機会は、本番はこれからだと思うのですけ

れども。まちの方向性を示したものですね。パネルとか。先日興津公民館に行きました

ときに、「坐漁荘」の模型が置いてありましたね。あと、市民の作品とかも展示されて

あったかと思うのですけれども。そういった、そこを訪れたら、そのまちの様子が、も

うそれを見たらわかるような縮図のようなものを、そういったものを置いていただいた

らいいのではないかなと思います。 

  以上です。 

宮田委員   私、この前も意見を言ったと思うのですけど、この３の「施設の機能」の

中に、先ほど山崎委員もおっしゃったと思うのですが、蒲原のこれからの、蒲原を残し

ていくためにも、ある程度蒲原の資料というものを、来館してくれる人、よそから来る

人、その中でもやはり資料館を、簡単な、蒲原というのはどういうまちだという案内と

か、そういう資料が展示できるようなスペースというものを考えていただきたい。 

  それともう一点、先ほどから言っています多目的ホールの件について、講演会、発表

会だとか大規模な会議など、大規模とうたってあるからには可動式の客席についても、

例えば可動式の客席４００席以上を置くと、そういう形の、はっきりした要望をしたい

と思います。 

会長   ここへ数字を入れるということですか。 

宮田委員   いや、わかってくれればいいですよ。 

須藤委員   今、この基本構想ということで話をしています。例えば今の要望、いろい

ろありますね。多目的ホールについては２５０から３００だけど、それではだめだと。

というのは、この審議会の要望として、これに副えて出していくという形にしていけば、

これは、多目的ホールはいいよと、考え方としては。この考え方は。だけど、その規模
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については２５０とか３００というのをもっと多く、例えばこのぐらいにとか。それは、

これに添付した形で、審議会の要望としてまとめていくというふうな形をとっていった

方が。基本的な考え方が間違っていれば、これは、こういうふうに修正しなければだめ

だということになりますけれども、基本的な考え方はこれでいいと。だけど、規模とか

いろいろ要望があるという場合は、今度は審議会の要望として、意見・要望として、そ

れに添付して出していくという形の方が、私はそういう方がいいのではないかなという

気がします。 

宮田委員   先ほど言った資料館とか、そういうものについても、これ、鷲巣さんから

産業とかという話が出ましたけど、その資料館的なものの活用という、そういうものも

ある程度入れてもらわないと、要望として出していくのだったらいいけど、そういうこ

ともはっきりスペースとして、どのくらいのものができるかどうか、これはプラスにな

ってしまうと思うのだけれど、そこら辺を蒲原の歴史というものをわかってもらうため

にも、ある程度そのぐらいのものは欲しいなと思うのですけれど。また、同じように４

００席以上という、そういううたい文句を後から審議会の意見として、要望として、そ

の中へ入れていただけるのかどうか。そういうこともお願いしたい。 

須藤委員   それはまた別途、またこの委員会を別途にもって、これに添付する。要す

るに審議会の意見・要望として、こういうふうなものをきちんと、多目的ホールとして

作ってほしいと要望を出すと。ただ、今の資料スペースを中に入れてほしいというのは

機能的な問題ですから、やはりここで入れるかどうかということを、皆さんの意見を聞

いて、では、この６にそれを足していこうとかいう話になるのではないかなという気が、

私の考えとしては、そう思うのですけれどね。 

寺門委員   三宅さん、ちょっと教えてください。 

  今、機能のところですが、②の団体活動スペースですよね。（ＮＰＯなど市民団体活動

が打ち合わせや交流のため気軽に利用できるオープンスペースを設置）という形で、こ

の広さなどはどうなのですか。蒲原の文化とか産業とか、展示するスペースというのは、

とることはできるのですか。 

広域行政室長   ただいまのご質問の団体活動スペースの広さにつきまして、前回の資

料、市の検討案のところで、団体活動スペースとして市が検討しているのは６０平米程

度という形でのお話をさせていただいております。ですから、今ご質問の中で、先ほど

もありましたが、資料館というお話も、前回確かいただいたと思います。ここら辺の機
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能につきましては最初にも申し上げたのですが、いわゆる他の公共施設における活用を

していただきたいということで、郷土資料館でしたらば図書館の方にあるというふうに

伺っておりますので。ただ、展示スペースということでありますと、またそれはエント

ランスとか、そういう部分で検討もまた可能ではないかというふうに考えています。 

  以上です。 

会長   よろしいですか。 

寺門委員   そうすると要するに、その施設をうまく利用するという利用の仕方をして

いけばいいという解釈でよろしいですか。 

広域行政室長   ただいま申し上げたのは第３回の最初に、この市民センターの機能に

ついてお話をさせてもらったときに、現状と検討案という形で資料３というのがあった

かと思います。その中で新しく、この市民センターを検討する場合に新たにつくる部分

と、下の方に書かせてもらったのですけれど、蒲原地区内の他の施設、ここですと保健

福祉センターとかコミュニティセンターとか図書館等々との連携ということで、記載を

させていただきました。こういうところでそういう機能があるということであれば、そ

ちらを活用していただくと、そういう意味でございます。 

会長   よろしいですか。 

宮田委員   その解釈の仕方として、それでは、例えば催しではなくて、資料とかそう

いうものはコミュニティセンターとかあっちでやれ、ということになると思うのですけ

れど、この蒲原の市民センター、一番来客が予想されるところへ、蒲原の文化とかそう

いうものを、わかりやすいようにするのが市民センターの中の役割ではないかなと思う

のですけれど。 

山崎委員   私もその歴史と文化を後世に伝えていくということで、この前提案したの

ですけれど。何か先般、清水市の方も歴史と文化というか、そういう資料館をつくるよ

うなことを新聞で見たわけですけれど。私は漁業の方の専門ですが、やはりしっかりし

た展示室があれば、今から百何十年前に漁業が始まって、その経過のものを並べるよう

な、そういう施設がないと。漁業だけではなく蒲原はすばらしいアルミのまちとしても

日本一ですか、そういう歴史もあることですから。やはりしっかりしたものがないと、

パンフレットだけで終わるようなところでなく、そういう昔から使われたものなどわか

りやすく、子供たちが見てもわかるような、そういう施設を要望したいわけです。 

広域行政室長   ただいまのお話も伺いまして、基本的には、今お話のある展示施設の
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部分につきまして、これは、まだ検討が必要だと思うのですが、公民館機能というとこ

ろではなくて、例えば支所機能のところでロビーとか、あと、当然エントランスという

部分もございますので、その中で検討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。 

石野委員   今、団体スペースのところで展示とか、いろいろ言われていますけれど、

（１）の「生涯学習を支援する機能」の中に①から⑤まで入っていて、その中の②「団

体活動スペース」のところですけれど、括弧の中に「ＮＰＯなどの市民活動団体が打ち

合わせや交流のため気軽に利用できるオープンスペースを設置」と書いてあることはよ

いのですが、私は、これは生涯学習ではなくて、蒲原の市民活動を支援する機能だと思

うのです。なので、項目を（２）にして、そこへ団体活動スペースと、書いてあるそれ

をそこへ持ってきてもらいたいと思います。蒲原には現在５０以上の市民活動を支援す

る団体が活躍しています。この前も申し上げましたけれど。それから、この３月には１

１のＮＰＯ法人ができました。そのような人たちは自発的に、この蒲原地区を住みよい

地域、安全な地域するために、あるいは健康な地域にするために、いろいろな活動をし

ているわけです。そういう活動を支援する機能が当然ここにあっていいと思うのです。 

これは生涯学習ではないです。生涯学習と一緒にされては困ります。今活動している

人たちが本当に嘆きますよ。ですから、どういうように考えて、こういうふうにされた

のか。 

広域行政室長   これにつきましては前回話もさせていただいたかと思うのですが、要

望として、まちづくりセンターという要望も確かにございました。それで検討もさせて

いただいたのですが、これにつきましては、いわゆる市民活動を支援する機能というの

は今度は清水にできます。また、静岡でも整備されるという計画でおります。そういっ

た形で全体的には考えております。ただ、今もお話ありましたように、蒲原地区におい

て市民活動が盛んであるということを踏まえて、この要望も含めてですが、今、中央公

民館でありますように団体活動スペース、こういう形で活動を支援する場がありますの

で、そういう場を提供するという形で、この「生涯学習を支援する機能」の中に盛り込

ませていただいたというような経過であります。 

  以上です。 

石野委員   清水の市民活動センター、この１０月何日かにオープンするということを
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聞いていますけれど、そこと連携してやるという形ももちろん考えられますけど、蒲原

の人たちが仕事の合間にいろいろなことをやっているわけです。一々清水まで出向いて

やっている暇なんてないです。夜も９時、１０時ごろまで会議して、いろいろな活動を

計画を練って、それで日曜日、土曜日に子供と一緒になっていろいろな活をしたり、そ

れぞれが本当に頑張ってやっているわけです。ですので、ここにそういう拠点を置くと

いうこと、拠点にはならないけれども小さくてもいいから、ここにオープンスペースと

書いてありますけれど、これは将来充実していってもらいたいというように私は思いま

す。「あっちにあるからいい、そっちに行ってやってくれ」では困るわけですね。そう

いう意味で一つ項目を起こして、（２）「団体活動スペース」以下、そこの括弧の中に書

いてあることを、そこへ書くだけでもいいので挙げてもらいたいと思います。 

稲葉委員   私も石野委員の考え方とその要望、全く同じで、そう強く言っていきたい

のですが、一方、これまで、おととしぐらいですか、大分前から、蒲原にもこういうセ

ンターをという話もいろいろ要望したりしているときに、やはり常に清水のセンターが

あると。清水区は、清水の新しいそこでいいのではないかと、ずっと要望を切っていた

わけですね。その中で、この機能のところに、はっきりと②で入れてくれたと。それも

真正面からではなくて、生涯学習という、言葉をやっていったら、おかしなところもあ

るのですが、いろいろなバランスの中でここに入ったということで、私はここに座らせ

ておくことの方が実をとれるのではないかなと。これをもし（２）とか（３）でどんと、

気持ちは一緒ですけれど、やっていったら多分、もっと逆の方向に行ってしまいそうな、

足を引っ張られてしまいような感じがします。 

  正面から行ったら、蒲原地域に別にこんなスペースつくらなくてもいいというのが通

ってしまうと思うのですよ。事実清水にあるのだから。清水区全部、蒲原も清水区なん

だと。だけど、その中でやはり蒲原の実績とかそういう願いをここに今、静かに入って

いるというのが、後は、これをいかに我々が使って盛り上げていくかというのでいいと

思うのです。 

  以上です。 

石野委員   稲葉さんがおっしゃることも重々わかります。私もここに挙げていただい

たことは先ほども申し上げたように、大変うれしく思っているわけですけれど、この書

き方だとＮＰＯをやっている人たちから考えると、根本的に生涯学習ではありませんよ

と、こういうことは。これ、生涯学習の中にくくられているから、おかしいではないで
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すかというように受け取られますよという、そういう忠告をしているわけです。挙げて

くれてあることは確かに非常に進歩です。歓迎します。 

望月委員   「施設の機能」の一番最後のところの「防災備蓄品倉庫」の関係でお聞き

したいのですが、この備蓄品の中にもいろいろありまして、食料とか衣料というものは、

センターの中に管理する管理型のものと、そうでないものがあるのですが、別棟へ作る

と書いてありますが、それがちょっとわからないのですが、それもトータルで１００だ

と。１００プラス、あと４０は入るよと。どういうところでどういうものができるのか

というのを、その次のページのところで。私の考えをまた出していきたいと思うのです

が、次の「施設の規模」というところで。 

衣料とか、そういうものは防災拠点に置かなくてはならないですね。管理型だから。 

備蓄といってもいろいろなものがあるのですが、どこまでを備蓄と言っているかとい

うのを、この市民センターとプラスして書いてあるものですからわかりにくい。後で、

また、ここで言わないでいて、５のところで聞くと、ちょっとおかしくなりますから。

私はそこがちょっと、どういう考えのもとにこうなっているかというのを、いま一回質

問しておきます。後で５のところで再度質問したいと思います。 

会長   まず先に、今の石野委員からのＮＰＯの文言ですけれども。 

辻委員   それについて、この（１）の「生涯学習を支援する機能」という、このとこ

ろにバンと「生涯学習」とうたってあるところがひっかかるところではないかと思いま

すので、そこを「市民活動及び生涯学習を支援する機能」と、こう並列することはおか

しいですか。 

  それともう一つ、別な問題なのですけれども、多目的ホールというのも、その生涯学

習の中に入っているのですけれども、厳密に言えば、生涯学習だけの目的で使われるわ

けではないので、全体で、この施設の機能というと、文章として後世に残るとすれば、

もうちょっといろいろな場面で活用できるような。多目的ホールにしましても初めから

ずっと、いろいろどうしたらいいかということで議論が沸いていますけれども、この多

目的ホールの中にも、一番初めに言われました災害時の避難場所としての使用をうたう

か、うたわないかというのも検討した方がよいのではないかなと思います。 

  以上です。 

会長   わかりました。今の意見で、どうでしょう。 

広域行政室長   団体活動スペースの関係と、多目的ホールの部分も含めてですが、確
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かに市民活動を支援する機能というところで、はっきり考え方として、清水の市民活動

センターが今度オープンするというお話をさせてもらいましたが、そこの機能としまし

て市民活動に関する情報の収集、提供や活動に関する相談の受付、各種の講座の実施な

ど、さまざまな事業とか、市民活動に携わる打ち合わせや作業のために自由に使えるス

ペースと、そういう機能を合わせ持っているというふうに伺っております。ですから、

その一部をここのところで担っているという部分がありますので、確かに生涯学習とい

うくくりの中で、ちょっとどうかという部分がありますので。確かに、多目的ホールに

つきましても、生涯学習以外で使う部分というのもあろうかと思います。 

  そういう意味でこの（１）の「生涯学習を支援する機能」という、生涯学習に限定し

た言い方になっておりますので、市民活動を支援する機能という部分は、今言いました

ように、全部をそこのところでやるわけではないものですから、そういう意味で表現と

して例えば、「生涯学習等を支援する機能」という形で、基本的には「公民館または生

涯学習センターとして」と書いてありますが、一応そちらがメインになりますので、た

だ、その中でやはり市民活動とかという形でやっていくというような考えでおります。 

  以上です。 

佐藤委員   文言のとらえ方だけなものですから、黙っていたのですけれども、今、石

野委員や他の委員の方から言われた中で「施設の機能」と、その前の「基本理念」があ

るわけですね。「基本理念」は、大きな柱が亓つあるわけです。それを踏まえた施設の

機能を持たせますと言っているわけですね。そうすると「基本理念」の（１）に「多く

の市民が『集う』『学び合う』『触れ合う』人づくりの交流の場とすること」というのが

あるわけですね。以下５点まであるわけですけれども、それを踏まえて「施設の機能」

の中ですと、「施設の機能」の（１）は「基本理念」の（２）、「施設の機能」の（２）

は「基本理念」の（３）、以下、「施設の機能」の（３）は「基本理念」の（４）、「施設

の機能」の（４）は「基本理念」の（５）というふうな形で私はとらえました。 

  そうすると（１）がどこにあるのだろうということで、表現の中でとらえてみると、

「生涯学習を支援する機能」の中の１行目のところ「さまざまな学習や文化活動、交流

を支援し」という言葉をとらえるのかなと。それから、（２）の「子育てを支援する機

能」の中に、ここではっきりうたっているわけです、２行目に。「子供と一緒に遊びな

がら情報交換や仲間づくりができる交流の場を提供します」と、はっきり言っているわ

けです。これが「基本理念」の中での「交流の場とすること」ということでうたわれて
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いるということになると、今言われたような団体スペース、ＮＰＯの関係やあるいは多

目的ホールだとか、そういうものについては、「多くの市民が『集う』『学び合う』『触

れ合う』交流の場」というふうな形の部分を受けているのではないのだろうかと、私な

りに思いました。 

  ですから、文言のとらえ方だけですけれども、「基本理念」と「施設の機能」のところ

の表現については、ある程度整合性を持たせた方がいいのではないかというふうに、感

じました。 

石野委員   先ほど、いろいろ意見が出る中で、町民に蒲原の文化とか歴史とか、そう

いったものがどのように今までここに引き継がれてきて、将来に引き継いでもらいたい

ために何か展示をするとかコーナーとか、博物館、資料館とかという意見も出ましたけ

れど、そういうものも確かに必要です。だから、そういうものが市民センターの中にな

いから、何か生涯学習だからいいではないか、団体活動スペースのどこか一画へ、そう

いうものを置けばいいではないかという、そういうように、安易に解釈されて、それも

市民活動に何か参考になるのではないか、ここへ置けばいいのではないかというような、

そういうことで、団体活動スペースがいろいろに使われてしまう心配がありはしないか

というふうに私は思ったわけです。 

  だから、ここに括弧の中に書いてあるような、（ＮＰＯなどの市民活動団体が打ち合わ

せや交流のために気軽に利用できるオープンスペース）ということで厳密に使われるな

らば、私はこのままでもよいです。 

会長   わかりました。 

  この件に関してはそれで。 

  先ほどの防災備蓄倉庫の件については、質問に関してはどうでしょうか。 

広域行政室長   防災の関係について、今日は担当の課が来ておりませんが、ここの防

災備蓄品倉庫のところには、医薬品とか食料品とかという部分が確かにあるかと思いま

す。そこら辺は今担当課の方でも、検討をしているというふうに伺っております。です

から、まだ、そこのところは、お答えできないと思います。 

  以上です。 

会長   よろしいでしょうか。 

  それでは、いろいろな意見が出ていますけれども、基本的には、冒頭に言いましたけ

れども基本構想案をまとめて、それから、次回の第６回の審議会までに細かいところの
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意見書になるか、提言になるか、そういうものを２７日までに審議会の意見というもの

をまとめていくことになると思います。私は２７日までの間に機会を設けて、そこであ

る程度細かいところを詰めて、主なものを提言していきたい。今のホールの問題やいろ

いろ今まで議論してきたことをまとめていきたいと。それを附帯意見として基本構想は、

あくまでもこれで行ければという考えでまとめていきたいと今日は思っているような

わけです。 

  では、そういうことで次の４番、５番について考えていただきたいと思います。「場所」

は、これで決まっているわけですからよろしいですね。それから、「施設の規模」とい

うことについても、ここで平米数を云々といっていたら結論は出ないと思います。 

戸塚（善）委員   やはりここに「現状面積を基本とする」ということは、３,２００を

基本にするということですか。数字は出ていませんけれど「現状面積を基本とする」と

なるでしょう。だから基本であって、プラスマイナスは認めてくれるということなので

すか。そこのところですけれど。そのプラスが大きいか、マイナスが少ないかというこ

となのですけれど。 

会長   それを我々の方の意見として後でまとめようかという考えなのですけれど、ど

うでしょう、その辺で。 

寺門委員   今、基本構想の「施設の規模」のことを言っているのですが。この資料３

を見て、これが旧の面積と新しい面積になっているわけですよね。そうすると、いろい

ろな会議室が少なくなってくるということが懸念されますね。現状、大きな会議室は利

用率が４４％ぐらいというのがあるわけですが、そういうものが、二つのものが一つに

なる、会議室が減ってくる。そうすると会議をやりたくても、やれなくなるという現実

が出てくるのではないかと私は思うのです。だから、その辺を当局としては、どういう

ふうな対応をしていくのかなと思うのですよね。その辺はいかがでしょうか。 

広域行政室長   今のご質問ですが、そこの部分もこの審議会の方で議論をしていただ

いて、まとめていただきたいというふうに考えております。 

寺門委員   そうですか。はい、わかりました。ありがとうございます。 

広域行政室長   ただ、基本的には先ほど申し上げたように、大きな部屋については、

多目的ホールという部分での話もさせていただいておりますので。 

中島委員   ４番、５番ということですが、「建設の場所」ですが、この「基本構想」の

案の中には「文化センターの建設予定地」となっているものですから、そこらあたりを、
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「予定」と入っていますから「取り壊し、その跡地に建設する予定です」と。確実にそ

こに建てるということであればいいのですけれども、「予定」が入っているので、これ

から由比町との合併問題もあるし。 

会長   この「予定」を。 

中島委員   「予定」が問題なのですよ。合併したら、由比町が。新聞にも載っていま

したけれども、神沢の方へ行ってしまったとか。 

会長   どうですか、この辺は。 

中島委員   そのあたりを確認したいです。 

会長   「予定」は要らないという意見ですけれども。 

広域行政室長   今のお話ですが、これは「予定です」という形での表現をさせていた

だいたのは、旧蒲原町文化センターの敷地以外のところの、広い中での話ですので、基

本的に、今建っているところに「建設する予定です」ということであります。 

中島委員   「文化センターを取り壊し、その跡地に建設する予定です」そうでしょう。

「建設する」ということにはできないですか。文言を。 

稲葉委員   今、中島さんが言われているように、「その跡地に建設する」と断言してい

いのではないかなと思います。そして、８の「その他」のところに、それがよほど何か

の、皆さんが全く理解した上で、こうしようということで何か変更があるならば、「今

後の実施の過程において、内容等に修正が生じることがあります」と、ここでうたって

いますので、ここで断言してもいいのではないかなと思います。 

広域行政室長   今いただいたご意見のとおり、「その他」にこの内容の修正という断り

書きをさせていただいてありますので、４番の「建設の場所」、「予定です」というとこ

ろを削除するという方法もあります。 

会長   「建設する」でいいですね。 

広域行政室長   こちらの基本構想（案）として今、皆さんにご意見を伺っているとこ

ろでありますので、ご意見として、削るということでありましたら、それで削ります。 

中島委員   お願いします。会長、それでいいですね。 

会長   はい、結構です。そうしましょう。 

  あと、どうですか。 

  なければ、「その他」の工事期間、建設スケジュール、それから、８番のその他まで一

括してご意見を伺いたいと思います。 
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戸塚（善）委員   その前に、どうしても僕は、この「現状面積を基本とする」という

ことにこだわるのですけれど。これで、もし今後、この基本構想の（案）を取り除いて

承認したとしますね。そうなったときに、そのあと添付書類を多分出すことになると思

いますけれど、それが生きますか、生きないですか。三宅さん。それが大事なことだと

僕は思うのですよ。だから、これを承認してしまった後は、添付書類はごみ箱の中へ入

ってしまったということだってあり得ることだと私は考えます。心配するだけのことで

すが。 

取り越し苦労であればいいのですけれどね。 

会長   審議会には決定権はありませんから、あくまでも。 

戸塚（善）委員   いや、それはわかります。 

会長   それを踏まえての審議ですから、我々は意見を市長に上げるということですか

ら。 

戸塚（善）委員   いや、だから、その意見を上げるについても、ある程度の確認をと

りたいわけです。そうでないと。 

会長   いや、確認を出せといったら、その今の審議会では出ないと思います、これは。

ですから我々は、あくまで今の、現状の中で、我々の意見をまとめて、審議会の意見と

して提出するということだろうと思うのですけれど、どうでしょう皆さん。 

須藤委員   戸塚善久委員、それでは、ここをどう変えてしまうかということでしょう。

だけど今、三宅さんに、プラスマイナスどうだと言われても返事はできないですよ。そ

れは。そんなことを言ってくれと言われても、言える立場にないでしょう。だから、私

たちは私たちとして、審議会として後で意見書として、それを強い要望意見として出す

と。これしかないのではないですか。それでだめならば、この文言を変えるかどうかで

す。 

戸塚（善）委員   いや、今、その文言を変えると言いますけど、もう変えるときには、

これはあれになっちゃうわけでしょう。添付書類は承認した後添付するでしょう。だか

ら、それをもし認めてもらえなかったら、そのあれを変えるかとか、そういうことはで

きないではないですか。もう承認してしまった後ですから。 

須藤委員   先ほども出ていたように、例えば、この生涯学習、ここがおかしいから変

えてほしいとかと、いろいろ要望があるわけでしょう。今これを審議するに当たって。

だから、ここを基本とするということが、自分がこれを承認するに当たって、それはお
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かしいという考えなら、では、ここをどうすれば本人として納得できるかという意見を

出してもらって、それが審議会全体として、それの方がいいだろうと、そういう話にな

れば、そういうふうな考えに変えていくということになるわけでしょう。今この基本構

想を案として提案されているわけですから、審議会で。 

戸塚（善）委員   いやいや、それはわかっているけれどね。今、須藤委員が言うよう

に、これを承認して添付書類で出して、だめだったら、これを変えるという。もうこれ

は、承認してしまったら……。 

須藤委員   違う、違う、承認をする前に、今これを検討してくれと言われているわけ

でしょう、審議会で。だから、その中で戸塚善久委員としては、これは、もしかしたら

意見として出したら通らないかもしれないから、この文言をこう変えてもらいたいと、

私の意見だという意見を出したっていいわけでしょう。承認する前ですよ。承認してか

らという話はないですよね。 

戸塚（善）委員   そうでしょう。そういうふうに言うから。私は、そういうふうに解

釈したから。だから、もしあれでしたら一応、「現状面積を基本とする」でしょう。そ

うなりますと、現状面積ということは３,２００平米ですよね。こっちに書いてあるの

が３,２００になっていますよね。多分そうなっていると思います、私の記憶では。 

  そして、役場の支所機能が７５０ですか。ということは現在の、この支所が７５０平

米あるということ。そうなりますと最初から申しているとおり３,２００、プラスアル

ファ３００なら３００、５００なら５００というふうなプラスアルファを私はつけたい

と思うのです。 

会長   それを後の意見書の中で入れるということでどうでしょう、ということなので

すけれども、どうでしょう、皆さん。 

  ここでは数字が上がっていないわけですから、この後の我々の意見書という形の中で

ある程度うたい込むという、今のホールの問題とか、それを改めて討議しようと思って

いるのですけれども、その辺でどうでしょう。今日の問題に関しては、よろしいでしょ

うか。 

戸塚（善）委員   もしあれでしたら、これで、その文言を変えることはできないです

か。 

佐藤委員   会長が今進めようとしているのは、本日の会議の中では、この基本構想に

ついて、どういうふうにまとめていこうかということだと思うのですね。その中で、こ
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の審議会で、それではこの文言変えられるのか、変えられないかということについては、

それは私は当局の方としては答えは出ないと思うのですね。先ほどの中島委員の「その

跡地に建設する予定です」の「予定」を取ってくださいという話については、そういう

方向で考えますよ、ということで受けとめるということですよね。だから、今この場で

変えろと言われてもですね。私は当局の方は変えられないと思うのですね。 

  逆に言えば、そういうことについては意見要望の中に明記をしていくというふうな形

で持っていかないと、そこまで文言を一字一句変える権限まで、この審議会にあるのだ

ろうかと思うと、私はないと思いますので、そうであれば、そこの部分については別の

形で具体的に打ち合わせした中で、そういう問題について提起をした上で、明文化して

いくという方向に持っていったらいかがかな、というふうに思っています。 

会長   今の佐藤委員の意見に私も同感ですが、よろしいでしょうか、皆さん。 

  では、それで進めさせていただきます。念のため、「その他」のところに「今後の過程

において、内容等に修正を生ずることがあります」という文言もあるわけです。要する

に、すべてがこれで、今おっしゃるように確定ということではないというふうに私は解

釈しているものですから、この辺で今日の基本構想（案）については、決めたいと思い

ますけれど、よろしいでしょうか、皆さん。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   では、よろしくお願いします。それについて、今いろいろな意見が出ましたけ

れども、これでよろしいですね、この案は。 

  では、そういうことで閉めさせていただきます。 

  引き続いて２７日に、これが正式に、今我々が承認したから上程するということです

ね。案を承認ということで、今度は正式に「案」が取れるということですね。 

広域行政室長   今ご審議いただきました「基本構想（案）」ですが、これは静岡市とし

て「基本構想（案）」を策定します。この「基本構想（案）」を今ご審議いただきまして、

あと、これに対する附帯意見といいますか、これにつけ加える意見を今度またご審議い

ただくという形になるものですから、それをセットという形で考えます。ですから、そ

れがセットで、最終的に基本構想（案）という形になります。 

会長   ありがとうございます。 

  それについて、今後の日程ですが、第６回が１０月２７日にということですけど、期

限ぎりぎりだと思います、来年度の。つきましては、今のいろいろな意見の中での附帯
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意見をどうまとめるかということについて、それまでに一回臨時会を開きたいと思いま

すが、どうでしょう、皆さん。そこで今の意見の取りまとめをして、集約して附帯する

ということで行きたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   これは正規の審議会ということではなくてよろしいですか。我々のいつも開催

している勉強会ということの位置づけで。では、そうさせていただきたいと思います。 

  日程ですけれども、皆さんいろいろ忙しいと思うのですけれども、１３日か１６日の

金曜日か月曜日の２時からということでどうでしょう。 

  １６日の３時でどうでしょう。２時でいいですか、いつもの時間で。 

  では、そういうことで１６日の月曜日、２時から約２時間ということで、まとめたい

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   では、よろしくお願いします。 

  あとは、ちょうど時間も経過しましたので、今日の審議は、これをもって終わりたい

と思います。あとは事務局の方から何か。 

蒲原支所長   いろいろご意見、ご審議ありがとうございました。 

  支所といたしまして、資料１に基づいて若干の説明をさせていただきます。 

  今後のスケジュールについてですけれども、次回は１０月２７日金曜日、午後２時か

ら。間を挟んで１６日は、午後２時から勉強会ということが今決められましたけれども、

ここで（仮称）蒲原地区市民センターなどの地域要望についてのという形のご報告をさ

せていただくという形になります。よろしくお願いしたいと思います。スケジュールの

関係は、それが補足でございます。 

  では、議長よろしくお願いいたします。 

会長   では、どうも本日はありがとうございました。これをもって審議を終わりたい

と思います。 

    （午後４時０６分 閉会） 

５.傍聴人    ２人 

                   会     長 

                   会議録署名委員 


