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平成１８年度第７回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１８年１０月２７日（金） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）志田会長、須藤副会長、稲葉委員、吉田委員、三好委員、 

佐藤委員、戸塚（正）委員、宮田委員、戸塚（善）委員、 

寺門委員、中島委員、内藤委員、鈴木委員、鷲巣委員、 

石野委員、辻委員 

（片瀬委員、山崎委員、野村委員、望月委員欠席） 

    （関係課）稲葉中央公民館長、萩原中央公民館副参事兼主幹 

         中村生涯学習課長、荒川保育課統括主幹、 

         秋山市民生活課参事兼市民環境局局付主幹兼統括主幹 

         渡辺建築総務課参与兼課長 

         大竹都市計画課統括主幹、杉山都市計画課主査 

         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（報告） 

 （２）その他 

  ①静岡市景観形成ガイドプラン～蒲原編～（案）について 

  ②今後の日程について 
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蒲原支所長   皆さん、こんにちは。 

  本日は月末で大変お忙しいところ、第７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。よろしくお

願いいたします。 

  ここで、あらかじめご報告をいたします。 

  本日は、山崎委員、片瀬委員、望月委員、野村委員がご都合で欠席との連絡を受けて

おります。この方たち以外の皆さんは全員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、

資料１、「（仮称）蒲原地区市民センター基本構想（案）」、資料の２「（仮称）蒲原地区

市民センター基本構想及び附帯意見（案）」、そして資料３「蒲原地域審議会のスケジュ

ール（案）」となっております。お手元にございますでしょうか。もしなければ、お申

し出いただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

  それでは、次第の２、会長あいさつをお願いしたいと思います。 

  志田会長、よろしくお願いいたします。 

会長   皆さん、ご苦労さまです。会も重なりまして今回第７回、これより審議を始め

させていただきます。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、発言の際に

はマイクスタンドのスイッチを押して、氏名を述べてから発言をお願いします。また、

本日の会議の終了予定は午後４時を予定しています。よろしくお願いいたします。 

  さて、今まで「（仮称）蒲原地区市民センター」について慎重に審議を重ねてまいりま

したが、今日はその報告ということで、前回皆さんに了承をいただきました「（仮称）

蒲原地区市民センター基本構想（案）」、そして、正副会長に一任していただきました「附

帯意見」をお手元の資料１、２として配付させていただいています。 

  この場でお読みいただいて、その後ご意見をいただきたいと思いますけれども、念の
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ため、附帯意見については事務局に読んでいただきましょうか。では、事務局、申しわ

けないですけれども。 

蒲原支所長   それでは、読ませていただきます。資料２でございます。 

  平成１８年１０月２７日 

  静岡市長 小嶋善吉様 

  静岡市蒲原地域審議会会長 志田 正彦 

（仮称）蒲原地区市民センター基本構想及び附帯意見について（案） 

  標記の件について、静岡市蒲原地域審議会において慎重な審議を重ねたところ、基本

構想（案）及びそれに係る意見について、下記のとおり取りまとめましたので、報告い

たします。 

記 

１．（仮称）蒲原地区市民センター基本構想案  別添のとおり 

２．基本構想策定に向けての提言（附帯意見） 

  基本構想の策定に当たっては、当審議会が幾多の審議を重ねた結果である次の附帯意

見を尊重し、合併建設計画に位置づけられた（仮称）蒲原地区市民センターが、全市的

な観点から蒲原地区の地域施設としての位置づけを前提としつつも、地区文化の発信・

活動拠点として、住民にとって合併の良き象徴となるよう提言いたします。 

  （１）建築面積について 

  建築面積については、蒲原文化センター及び蒲原公民館の現在活用している機能を維

持し、さらに支所機能を加え、現状のサービスが確保できる面積とすること。 

  （２）多目的ホールについて 

  （仮称）蒲原地区市民センターの中核をなす多目的ホールは、重厚感のある意匠とす

るとともに、文化活動に必要な音響設備・照明設備を設けること。また、座席数は、お

おむね現状を維持すること。 

  （３）基本設計・実施設計について 

  基本設計、実施設計に当たっては、素案の段階から地域審議会と協議すること。 

  以上でございます。 

会長   ご理解いただけましたでしょうか。 

  では、これに関してご意見ありましたら、意見を発言願いたいと思います。 

  よろしいでしょうか。 



 

 ―４― 

（「異議なし」の声あり） 

会長   異議がないようですから、原案どおり可決させていただきます。 

  ついては第３案ですけれども、ここにある「基本設計・実施設計について」と、この

文言をそのまま、これで了承いただいたのですが、ここに「審議会と協議する」となっ

ていますけれども、どういう組織がこれから当局の方でできるかわかりません。２０人

全員が全部行ってということも、なかなか難しい物理的な問題もあると思いますので、

その場合は何人になるかわかりませんが、この中からその会へ出ていただいて、意見を

この審議会に持ち帰って、ここで討議、検討するというような格好になると思いますけ

れど、それはご了承願いたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   では、それで可決させていただきます。ありがとうございました。 

三好委員   「可決」という言葉が出ているのですけれども。 

会長   「了承」でよろしいですか。 

三好委員   ええ、「了承」という言葉にかえていただけますか。 

会長   はい、わかりました。私も不慣れなものですから、失礼しました。了承という

ことで。 

  それでは、この意見について「案」という文字をこれで消させていただきます。 

  よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   どうもありがとうございました。 

  では、これで、「蒲原地区市民センター基本構想（案）」並びに「附帯意見」につきま

しては、原案のとおり了承されましたので、これを蒲原地区審議会の意見として市長に、

正副会長から報告させていただきます。 

  では、議事の（２）「その他」ですが、前回皆さんに資料をお渡ししてあります「静岡

市景観形成ガイドプラン～蒲原編～」について、都市計画課から説明があります。 

  それでは、よろしくお願いいたします。 

都市計画課主幹   蒲原地域審議会委員の皆さまこんにちは。都市計画課都市景観推進

担当の大竹でございます。 

  本来課長が伺いまして、ごあいさつを申し上げるべきところですけれども、あいにく

所用がございまして代理で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 
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  本日は貴重な時間をお借りいたしまして、「静岡市景観形成ガイドプラン～蒲原編～」

のご説明をさせていただきます。 

  資料を確認させていただきたいのですけれども、あらかじめ事前にお分けしましたこ

ちらの資料、今日お持ちでない方はいらっしゃいますでしょうか。もしお忘れの方があ

りましたら、お申しつけください。よろしいですか。 

  それから、今日追加で配付させていただきましたのが、この「美しい国、まちづくり

のために」というパンフレットがございます。もう一つ、似ておりますけれども、「静

岡市景観形成ガイドプラン」というものがございます。これは１７年度静岡市で作成し

ましたが、裏を見ていただきますと１８年３月で、まだ蒲原地区が入っていませんとい

う断り書きが書いてあります。この資料を本日お分けいたしました。 

  それでは、景観のお話に入るわけですけれども、景観といいますと耳なれない言葉か

と思いますけれども、この蒲原地域におかれましては早くから町並みですとか、まちづ

くりの中で景観に配慮した活動をしてきていただいておりまして、大変先進的で、他都

市からも評価されているところでございますけれども、この皆さんが育ててくださいま

した景観というのは、静岡市にとりましても大変貴重なものだと思っておりまして、今

後生かしていきたいと思っております。 

  それから、地域の皆さんがやってこられました活動ですけれども、これからも静岡市

の景観形成の牽引力として皆様に頑張っていただきたいなというふうに思っておりま

す。大いに期待しているところでございます。 

  さて、景観といいますと近年、さまざまな視点から関心が高まっておりまして、国に

おきましては平成１５年に、美しい国づくり政策大綱というものが出されました。その

後、１７年の６月ですけれども、我が国で初めての景観に関する総合的な法律でありま

す景観法が施行されました。静岡市におきましては１７年に政令市となりまして１８年、

蒲原町も加わりまして、景観資源としては大変多彩で豊かなものを有することになりま

した。それらを生かして、政令市として風格ある美しいまちづくりのために、景観施策

がますます重要になっているというところでございます。 

  このような状況を踏まえまして、先ほどお分けいたしましたけれども、静岡市は昨年

度「景観形成ガイドプラン」を策定いたしました。これは景観法を踏まえまして、景観

法を活用しながら景観形成を進めていく上での考え方と方針を明らかにしまして、市民、

事業者、行政が協働で景観形成を進めていく上の指針を定めたものでございます。 
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  蒲原地区のガイドプランにつきましては、実は昨年度、この基礎となる前半の部分に

つきまして、旧蒲原町で景観に関する現況調査や町民へのアンケート、企業の皆さんの

意見を聞いていただいたり、関係団体のヒアリングということで調査をやっていただき

ました。今年に入りまして、それを受けまして、それらの皆さまの意見も生かしながら、

これからの景観形成の方針と進め方についてまとめまして、ガイドプランを策定すると

ころでございます。 

  その案でございますけれども、こういう形で「静岡市景観形成ガイドプラン～蒲原編

～」として案がまとまりましたので、今日皆さまにご説明をさせていただきます。 

  では、担当から説明させていただきますので、画面の方をごらんになりましてお願い

いたします。 

都市景観推進担当主査   静岡市都市計画課都市景観推進担当、杉山でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、事前に配付させていただきました「静岡市景観形成ガイドプラン～蒲原編

～（案）」と前面のスクリーンを参考にしてご説明をさせていただきます。 

  蒲原地区のガイドプランは、昨年度、旧蒲原町におきまして、静岡市との合併を想定

しまして、「静岡市景観形成ガイドプラン」の構成に合わせ、現況と課題を整理いたし

ました。 

  そして、本年度より、昨年度整理しました現況と課題、並びに蒲原町都市計画マスタ

ープランを踏まえまして、「静岡市景観形成ガイドプラン」の考え方、構成に即して策

定してまいりました。このたび案がまとまりましたので、蒲原地域審議会にてご報告さ

せていただきたいと思います。 

  それでは、目次をごらんください。 

  第１章 景観に関わる現況と課題、第２章 景観形成方針、第３章 モデルスタディ、第

４章 景観緑三法等の活用による景観形成の考え方からで構成しております。 

  ２ページをお開きください。 

  位置づけでございますが、静岡市景観形成ガイドプランとともに、景観法に基づく各

種施策やその他の景観に関連する施策・事業等を推進するための指針として位置づけて

いきたいと考えております。 

  ３ページは、策定体制でございます。 

  昨年度、現況と課題を整理する際に、市民意向調査として町民アンケート等を実施い
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たしました。本年度は、それらを踏まえ、案を策定してまいりました。 

  次に、６ページ、７ページをごらんください。 

  蒲原地区の概況となっております。 

  ８ページをごらんください。 

  景観の特性としましては、景観を構成する要素を「自然の景」、「伝統の景」、「都市の

景」、さらに、それらの要素とイベントや祭りなどの人々の活動が織りなす景観や人々

の景観的な取り組みを「活動の景」としてとらえております。８ページから２０ページ

までは景観要素ごとに、それぞれの特性を示しております。 

  ８ページをごらんください。 

  「自然の景」としましては、市街地背後の蒲原丘陵の景観をはじめ、６項目の特性を

示しております。 

  １１ページから１３ページの「伝統の景」としましては、蒲原城跡の歴史的景観をは

じめ５項目についての特性を示しております。 

  １４ページから１８ページの「都市の景」としましては、商業地景観、住宅地景観、

地場産業の景観をはじめ１１項目についての特性を示しております。 

  １９ページは「活動の景」です。御殿山さくらまつりや蒲原宿場まつりをはじめ、多

くの年間行事やイベントが開催されております。 

  ２１ページから２５ページは、昨年度、旧蒲原町で実施した市民・企業等の意向調査

の結果です。４１９人を対象として、２７５人の方から回答をいただきました。 

  「蒲原町は美しいまちだと思いますか」という問いに対しまして、「思う」が「思わな

い」を１０ポイント近く上回っているものの、「どちらとも言えない」が４４.７％と最

も多くなっています。これは、恵まれた自然資源が十分に生かされていないという結果

のあらわれであると考えられ、その有効活用が望まれます。 

  蒲原地区の景観のよいところにつきましては御殿山からの眺望が最も多く、次いで海

岸線、駿河湾、桜えび干しの風景などが多くなっております。これらの地区や景観要素

は、市民が誇りに思う蒲原地区らしい景観であることから、重点的な景観形成が望まれ

ます。 

  以上の景観特性や市民意向等を踏まえまして２６ページでは、景観形成に向けての課

題を八つの項目に整理しております。 

  次に、第２章では、景観形成方針を示しております。 
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  ２８ページをごらんください。静岡市景観形成ガイドプランの景観形成の基本的な考

え方と基本方針を簡潔にまとめたものです。 

  蒲原地区につきましても、この考え方、基本方針に基づき、景観形成を進めていきた

いと考えております。 

  ２９ページですが、骨格的景観形成方針を示しております。景観形成を図る上で骨格

的な役割を担うゾーン、景観軸、景観拠点を明確にし、その景観形成の方向性を示して

おります。 

  ３２ページは、骨格的景観形成方針を図で示しております。 

  景観形成ゾーンとしましては、黄色の部分が地域の特性を生かした秩序ある市街地景

観を形成していく「市街地景観形成ゾーン」、オレンジ色の部分が緑地景観の適切な保

全や緑地景観との共生に配慮した景観形成を目指す「緑地景観共生ゾーン」、緑色の部

分が市街地の背景となる貴重な緑地景観として保全するとともに、眺望地点などとして

の活用を目指す「背景緑地保全ゾーン」に区分し、景観形成を進めていきたいと考えて

おります。 

  景観形成軸としましては、大きな矢印で海や山、川に向けてのうるおい景観軸を設定

し、それぞれの方向へ向かう道路等の景観形成や眺望の確保などに配慮し、山・丘陵・

海・川の自然景観との一体感のある景観形成を目指していきます。 

  そのほか蒲原海岸を海岸景観軸、富士川を河川景観軸、東名高速道路、国道１号を広

域交通景観軸、都市計画道路を地域間交通景観軸、旧東海道を歴史的景観軸として設定

しております。それぞれの軸の方針に基づき、景観形成を進めていく考え方であります。 

  景観形成拠点等につきましては、ＪＲ新蒲原駅周辺地区を地域拠点、蒲原地区周辺を

歴史文化拠点として位置づけています。 

  眺望地点につきましては、代表的な地点として大平山、御殿山、富士川河川敷を位置

づけしています。 

  ３３ページをお願いいたします。 

  蒲原地区につきましては、静岡市景観形成ガイドプランの地域別景観方針に即し、旧

蒲原町全体を蒲原の宿地域としてとらえ、景観形成方針として「自然美」、「伝統美」、「都

市美」、「活動美」の各視点からの方針を示しております。それらの内容を図化したもの

が３５ページの景観形成方針図になります。 

  次に、第３章のモデルスタディです。 
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  ３８ページをお開きください。 

  蒲原地区の玄関口である歴史的、自然的な資源が集中し、市民活動も活発に行われて

いるＪＲ蒲原駅から新蒲原駅一体をモデルスタディとして示すこととしました。 

  ４０ページをお開きください。この地区の景観形成の目標を「～旧東海道の歴史や自

然などの蒲原の魅力を活かした活気ある景観づくり～」と掲げました。 

  そして、「自然美」、「伝統美」、「都市美」、「活動美」ごとにテーマを掲げ、それに従っ

て方針を示しております。 

  それらの内容を図化したものが４１ページの景観形成方針図になります。 

  ４５ページにつきましては、景観法の活用の考え方です。 

  蒲原地区も景観法に基づく景観計画を導入した場合は景観計画区域となり、良好な景

観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項等を、表に

上げられている項目について検討していくことになります。 

  最後に、４８ページから５０ページでは、蒲原地区らしさを活かした良好な景観形成

を実現するための提案です。 

  一つ目の提案として、海・川・山の自然の恵みを活かす眺望地点等の景観づくり、二

つ目として、旧宿場町、街道筋の歴史文化を継承する景観づくり、三つ目として、花と

緑がまちを彩る風景づくりを掲げております。 

  ４９ページの下に、以上の説明を図化した【蒲原の魅力を満喫できる景観・まちづく

りのイメージ】を示しております。 

  ５０ページでは、四つ目の提案として、地区の価値と魅力を情報発信し、交信し続け

景観形成に活かすこと、五つ目として、地域の手による主体的なまちづくりの取り組み

の継承・発展などソフト面を掲げております。地域主体の活動や交流によって情報が発

信され、さまざまな効果を生み、それが景観まちづくり、さらには人づくりに反映され

ていくことにつながると考えております。 

  ５０ページの下には、以上の説明を図化した【地域主体の活動、交流による情報発信

と景観形成への反映イメージ】を示しております。 

  以上で「静岡市景観形成ガイドプラン～蒲原編～（案）」についての説明を終わります。 

都市計画課主幹   ただいまお示ししました案につきましては、この後、市の関係部長

で構成されます都市景観形成推進委員会で決定し、一本化したガイドプランとなってい

きます。今後、このガイドプランをもとに、景観法に基づく景観計画の策定を行ってい
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きます。景観計画は、市内全域を対象とした計画と独自の基準を定める重点地区の計画

とにより構成したいと考えております。当地域におかれましても蒲原らしさを生かした

景観形成について、地域の皆様と検討していきたいと考えております。景観計画策定に

当たりましては、広い市民の皆様、地域の皆様などのご意見を聞きながら、市民の合意

を得て進めていきたいと考えております。 

  これで説明を終わらせていただきますが、ご意見、ご質問等がございましたら、都市

計画課までご連絡いただきたいと思います。本日はありがとうございました。 

会長   どうもご苦労さまでした。 

  ただ今の説明に対して意見、質問はありますか。 

  どうもありがとうございました。 

  それでは、ほかに事務局から、この後何かありますか。 

蒲原支所長   それでは、その他の連絡をさせていただきます。 

  資料３をごらんいただきたいと思います。今後のスケジュールについてのご案内でご

ざいます。 

  次回の予定でございますけれども１１月はなくて、１２月に予定しております。１２

月は非常に慌ただしい時期でございます。事務局の提案といたしましては、次回は１２

月１２日の火曜日を第一本命としてご提案申し上げたいと思いますけれども、いかがで

ございますでしょうか。時間は２時から、場所も同じでございます。 

稲葉委員   １２月１２日、毎月１２日という日は連合自治会の定例会がございまして。

ただ、該当者は私だけですので、皆さんに諮っていただきまして。連合自治会は１時か

ら５時ごろまでかかりますので。 

 （午前中ならよいではないか、との声多数） 

蒲原支所長   それでは午前中、１０時からということで。テーマは「合併建設計画の

進捗状況等について」でございます。今後のスケジュールについては以上でございます。 

会長   それでは、ほかに、委員の皆さんから何か。 

戸塚（善）委員   ちょっとお聞きしたいのですが、例年、文化センターで開催されて

おります慰霊祭のことですけれど、今年は文化センターではなく貞心寺でやるというこ

とらしいです。ということは何か、文化センターを借りることができなかったのですか。 

そこのところが僕にはわからないですけれど。今までは蒲原町慰霊祭を文化センター

でやっていたのですが、同じ慰霊祭をやるのに今度は文化センターではなく、貞心寺で
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やるということです。だから、その点がちょっとわからないもので。 

会長   町がなくなったということですね。 

戸塚（善）委員   いや、会場のことです。 

会長   そういうものに使えなくなったということ。 

戸塚（善）委員   使えなくなったのかどうか、そこのところを聞きたいと思うのです

けど。申し込みがなかったということなのですか。 

蒲原支所長   推定の話になってしまって申しわけありませんが、それは合併の段階で、

すり合わせをしております。遺族会が主催になって、町が後援するような形でやってい

たわけですね。それは確かに、メイン会場は文化センターでやっておりました。ただ、

この会場の選び取りは現時点において、旧蒲原のときにはアドバイス的なご相談があっ

たと思うのですが、支所としてはアドバイスをしてくれというご相談には、あずかって

いないのです、実は。そういったことで、遺族会で貞心寺さんに直接お願いしたのでは

ないかなという推測はするのですけれども。私の方でご相談にあずかっていれば、もう

ちょっと歯切れのいいご返事ができるのですけれども、あずかっていないという状況で

ございます。 

戸塚（善）委員   そういうものを通知でもらったもので、どうなったのか、というよ

うな話です。１１月の幾日だったか、もう早々にやるからね。今さらですけれどね。だ

から、今までやっていたものが何かみんな、敬老会もそんなふうになってしまったし、

この次に、町で主催、なくなったものですけれど、成人式もあるでしょう。ですから、

これからそういうふうに、だんだんなっていってしまうのかなという寂しい感じがする

ものですから。 

稲葉委員   私もいろいろなことで心配はしているのですけれども。ただ、連合自治会

という立場から眺めると、成人式については、これはしっかり静岡市としての方針があ

って、グランシップで全体でやると。それで清水区については、それプラス各連合自治

会で主催して成人式を前と同じようにやっていくというふうな形で市の方針というか、

それがきちんとなっているものですから。蒲原も実行委員会をつくって、来年やってい

くんだというふうな動きになっています。 

  それで、敬老会については、やはり市からきちんとした方針が、ルールが示されて、

それで蒲原は各単位自治会ごとに主催してやりましょうと。補助金ももらって、それで、

ようやくこの９月に終わったところです。この二つははっきりしていますね。 
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  今の遺族会に関係するものについては、旧蒲原町時代は、その主催がどこだったのか

僕はわからないのですけれど、町が主催であったのか。 

  それで、今、静岡市では静霊奉賛会というのに連合自治会も会費を納めていまして、

そこで慰霊祭とか、例えば靖国参拝とか。いろいろな行事をやっているのですね。それ

で、その中に蒲原としても、まだ正式に加盟していないですけれども、加盟してほしい

というような話は出ています。 

戸塚（善）委員   今の、その会の名前は、何という会ですか。 

稲葉委員   静霊奉賛会という。 

戸塚（善）委員   会長はだれですか。 

稲葉委員   会長は市長です、確か。静岡市長の小嶋さんが会長で、自治会連合会、静

岡市の自治会連合会、清水も全部そこに入っていまして、蒲原連合自治会としてはオブ

ザーバーで、この前総会に出たのです。でも、今後については、正式に入ってください

というような話が出ていまして。ただし、それを決断するのは、やはり蒲原の遺族会と

いうのがどういう考えで、静岡市の全体の組織に入っていくかというのもまだ未調整な

ものですから。 

  そういう矢先に、この１１月２日に慰霊祭をやると。昨年までは蒲原町長も出て、仏

教会が出て、一緒に文化センターで開催したけれども、今は町長がいないので。だから、

市のかかわりがどうなっているのかと、ちょっと私も不安に思っています。 

  静霊奉賛会といいます。 

戸塚（善）委員   それは初めて聞く名前です。護国神社は奉賛会の会長には石川知事

がなっていますけれど。そうすると静岡には、そういうふうな、知らなかったです。今

言われて初めて知ったのですが。でも、どうも政教分離の観点で静岡市は、すごく厳し

いものがあるようです。いろいろ話を聞くと。ですから今回もそういうふうなことも絡

んでいるのかなというような誤解をしたものですから。今聞いてみたのですけれど。 

会長   ということは現状の文化センターが使えるかどうかという問題も含めてという

意味ですね、今の話は。 

戸塚（善）委員   はい。だから、これからもそういうふうな問題が出てくると思うの

です。蒲原地区でやるときには。そうすると、これは果たして慰霊祭が宗教的なものに

該当するか、しないかということになってくると思うのです。 

会長   公民館とその辺の、これからの例えば、新しく市民センターの扱いということ
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に関しても、ちょっと考慮する必要がありますね、これは。 

戸塚（善）委員   どうも何か。 

会長   どうでしょう。今この機会だから、順調にいけば、あと３年で市民センターと

して新しくなるわけですけれども、その辺も含めて、もし、今日答えられるのであれば

考え方とか、いろいろなものを、どなたか答弁できますか。 

生涯学習課長   文化センターは、生涯学習課が管理しておりまして、一忚条例がつく

ってありまして、今言われました遺族会の話は相談も何も受けておりません。ですから、

どういう形でやられるのかを聞かないと、貸せられるのか貸せられないのかという判断

ができないと。今までそういう話を受けたことがないというのが、まず第一点です。 

  基本的に貸せられないものが三つありまして、一つは、あそこの場で営利行為を行う

ことができません。したがいまして、興行はできないということになります。あの施設

では。今そういう条例になっております。 

会長   ということは入場料を取った、例えば音楽会とか、そういうもの一切できない

ということですね、今度は。 

生涯学習課長   そういうことですね。興行師が来てやる場合はできません。 

会長   興行師が来て、ということですか。 

生涯学習課長   興行師というか、だれでも同じです。要するに、入場料を取ってやる

のは興行というのです。 

会長   営利のものはだめですね。 

生涯学習課長   営利はだめです。あそこで営利はできません、というのが条例にうた

われております。 

会長   現状の文化センターが、もうそうなっているということですね。 

生涯学習課長   そうです。今の文化センター条例がそうなっております。 

  もう一つが、政治活動ができません。これはどういうことかといいますと、特定の宗

派並びに特定の候補者、政治家を支援することは禁止されております。ですから、そう

いう集会はできませんということになります。 

会長   例えば、それについて、選挙になった場合に、前回までは一候補者の講演会を。 

生涯学習課長   立会演説会は、それはできますね。 

  それと三つ目が宗教の問題でして、特定の宗教を支援することができないということ

になっております。したがいまして、先ほどの慰霊祭は、どういうものかによって、や



 

 ―１４― 

れる場合とやれない場合が出てくるということになろうかと思います。個別の判断によ

ります。 

  以上でございます。 

会長   今言った興行というのが一番これからの。 

内藤委員   蒲原町のときに、主婦のグループ四、五人で「Ｋウェーブ」というグルー

プを立ち上げまして、今までにコンサート活動を、明大のマンドリンとかアンサンブル

金沢の弦楽四重奏とか、いろいろ有名な方をお呼びして、コンサート活動を行ってきた

のですが、それは営利とか興行ではなくて、蒲原地区の文化の発展のためとか蒲原地区

の活性化のためとかと、そういう意味で、文化センターで入場料を取ってやってきたの

ですが。 

戸塚（善）委員   例えば、入場料として取らないで、会費制で取った場合は。 

生涯学習課長   個別の判断によってくると思いますね。 

内藤委員   そういうのもだめなのでしょうか。 

生涯学習課長   基本的に目的は余り、何と言うのですか、蒲原がどうのこうのという

のは余り斟酌しないようにしております。営利に該当するか、しないかというのが条例

上の判断になります。 

宮田委員   入場料をとってもそれ以上に経費がかかっている場合もあるが。 

内藤委員   そうなんですね。それでもやっぱり一律に線を引かれてしまうのでしょう

か。 

生涯学習課長   例えば、の例で申し上げますと、５００円集めて、入場者から５００

円集めて、そのコンサートみたいなのをやるというような場合で許可している場合はあ

ります。 

内藤委員   その５００円というのは。 

生涯学習課長   いやいや、５００円がいいかどうかは別にしまして、一忚そういうも

のもありますということになります。 

蒲原支所長   ご相談申し上げればいいですね。 

生涯学習課長   そういうことになります。 

内藤委員   わかりました。 

石野委員   おととし、「ＮＰＯ法人どろん子」で「地球のステージ」というのを文化セ

ンターのホールでやりました。それはいけないとかそういうことは、文化センターの方
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からも話もなかったし、座席のチケットとして大人が５００円、子供が２００円という

ことでやりました。それはＮＰＯですから収益活動はしていませんので、その得たお金

は活動のために使えばＮＰＯ法では、それをやってもいいということだったのでやりま

した。そういう場合も、これからだめになるのでしょうか。そうすると市民活動を束縛

することになりますけれど。 

生涯学習課長   基本的にＮＰＯ法人というのは営利が尐ないだけでありまして、営利

団体であります。基本的にはそうです。ただ、その、「どろん子」が、どういうものか

よくわからないです。こういうのでやりますというのがわからない中で、一概に、いい

とか悪いとかというのは、ちょっと今言えるような状態にはないという話で、一般的な

ＮＰＯがやるから、すべて免除されるという話ではございませんと、こういうことでご

ざいます。 

佐藤委員   今、静岡市の考え方はわかったのですが、一つ教えていただきたいのは、

静岡に市民文化会館がございますね。そこについては、言ってみれば、いろいろなクラ

シックから芸能人から、そういうふうな形でよく開催されているのですが、そこについ

てはどういう考え方になるのでしょうか。 

生涯学習課長   文化会館は全く別のものです。文化会館は、そういう興行をやるため

のものです。したがいまして、蒲原の文化センターを文化会館というものに位置づけれ

ば興行をやる場所。旧蒲原町のときには、興行の届け出をしてありました。 

合併して性格変えますよというすり合わせの中で、興行はできないようにしてありま

す。興行のできるものを取り消してありますという話になります。そうなっております。 

戸塚（善）委員   それは静岡市の方針に合わされたことですね。 

生涯学習課長   いや、すり合わせて、興行する場所ではなくしたということになりま

す。市民活動を行う場所にしたと、こういうことになります。 

鈴木委員   今のお話の、変更したという部分は、どういう手続で行われるものなので

しょうか。事務方で変更したという形で、それで決まってしまうものなのか、議会を通

してなのか、何かそういった、どういう手続を経て、そういう変更というのが行われた

ものなのかというのを参考までに教えていただきたいのですが。 

蒲原支所長  結局は、静岡の基準に合わせるというのは僕らも最初のすり合わせ１,２７

５件の中では聞いているのですけれども、結局、静岡で受けるという、蒲原のこのやり

方に対して受けるという考え方は基本的になじまないよというような結論だったと思
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うのですよね。それに、この蒲原文化センターは、今の条例で位置づけられている、こ

の管理条例、設置条例の考え方は、その当てはめになっていると、こういうことだと思

います。 

  だから、それ以上答えがないですよね。 

戸塚（善）委員   合併に伴って静岡の条例に合わせたということ、そういう理解しか

できないです。 

蒲原支所長   そうです。管理条例、設置条例、要するに、公の施設ですから、公の施

設に対しては条例でもって根拠と申しますので、これは静岡市蒲原文化センターという

形になります。それで、文化センター条例ということになります。 

  どちらにしても公の施設、それから、その他の公用公共施設とか、それらの施設はす

べて、条例または関連の法的根拠をもって位置づけられたということが事実です。です

から、この蒲原文化センターは、静岡市の基準には、この通常で言う公用公共施設とい

う形で位置づけられている。そして、管理条例ができたということでございます。 

戸塚（善）委員   そうすると目的によって名称が変わってくるということですね。文

化センターにするか、文化会館にするか、最初の目的で。 

生涯学習課長   基本的に、今の蒲原文化センターという名前がついておりますけれど

も、静岡市の生涯学習センター条例とほぼ同じでございます。したがいまして、静岡市

の生涯学習センターと同じことをやるみたいな形で、施設が位置づけられているという

ことだろうと。私も細かい、なぜそこにたどり着いたかというのは、よく存じ上げてい

ないのですけれども。 

会長   よろしいでしょうか。今、いろいろな意見が出ましたけれども、次回１２月の

ときに、この辺を整理して説明していただくということでどうでしょう。 

蒲原支所長   そうですね。できるだけ私どもの方も情報を集めたいと思います。 

会長   我々の思っている、今、質問が出た一番の不安は、せっかくいい市民センター

ができても、そこでちょっとした文化活動ができない、制約を受けてしまうというのが

一番気になるわけです。市の条例ですから、というわけで許可しません、使えませんと

いうことになってしまうと、何のためにできた市民センターかということになるもので

すから、その辺も踏まえて、どの辺まで譲歩できるか、当局としても蒲原地区として。 

ほかに静岡市のように大きなものがあればいいわけです。代わるものがあれば。せっ

かくここで、いいものをこれから３年かけてつくろうとしているわけだから、その辺も
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踏まえた答弁を次回の協議会でしてもらうということでどうでしょう、皆さん。 

寺門委員   三宅室長、前に、いろいろな団体を登録することによって、部屋を借りる

ときに有料のものが無料になると。そういうのは、どういう団体を指すのか。また１２

月で結構ですから教えていただきたいのですが。 

中央公民館副参事   社会教育関係の団体については何種類かありますけれども、社会

教育法に言うところの社会教育をする団体という、例えば連合自治会ですとか子供会の

連合会ですとかＰＴＡとか、そういうものが社会教育関係団体として蒲原では３０ぐら

いでしたか、認められております。 

  それから、そのほかに社会教育活動団体という名前を使っていますが、よく公民館を

使っていただく団体で、年間、例えば１０回程度、定期的に活動しているですとか、き

ちんとした組織があって、会計もあって書類もきちんとしていて、今後１年間も同じよ

うに活動をする見込みのある団体とかは登録をしていただいて、使ってもらうという形

をとっております。 

  タウンミーティングのときに市長の答弁にもありましたが、それらの団体に漏れてい

たもの、今まで活動していたのに活動ができないと言われたりしたものは随時認定、登

録をしてあげたらどうだという答弁がありまして、そのようにしております。 

会長   よろしいですか。 

佐藤委員   今、会長が発言されたことで、ちょっと心配なものですから話をさせてい

ただくのですが、条例で現在は、営利目的はだめですよと、はっきり言われているわけ

ですね。もう条例ですよね、それは。それは静岡市の条例だから、ここの文化センター

だって同じような扱いになってしまっているわけですよね。では、それを、今までは興

行的な部分も使えましたよということで言われたのが、今はもう、それは使えませんと

言われていて、それを１２月の審議会の中で回答をお願いしたいといっても、僕は、個

人的な意見ですけれども、そんな１カ月で出るものではないというふうに思ったのです

よ。 

だから、会長の言われるように、確かに私もそうだと思うのですよ。いいものをつく

っていただいて、蒲原の地域の文化活動に貢献できるようにしてほしいという思いは一

緒なものですから、そうであれば、大きな使用目的についての課題があると。その課題

について、実際にオープンして使っていく前までに解決するような形で、それを進めて

いくような気持ちでいたらいかがかなというふうに思ったのですね。来月答えを出して
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といっても、多分出ないと思うのですけれど。 

会長   いや、そのための説明をしていただくというつもりだったのですけれど。 

副会長   そういう条例知らないのですね、審議会の皆さんも。 

会長   全く知らないですからね。 

副会長   静岡市のどういう条例がそれに該当するのか。どういう文言で入っているの

か、を知らないでしょう、皆さんも。そういうものは出していただいて、それで、先ほ

どあったように、どういういきさつで、それが決まったのかということも、わかれば説

明してもらって、それをではどうするかということは今後の問題として、審議会でそれ

をどうするのか。決まったことは仕方がないというのか、それとも今後こういう形で、

まだ３年あるわけですから、その間にこういうことをやっていこうよという意見が出れ

ば、またそういう方向で審議会も行くとか。まず現状を知らなくてはしようがないから、

それを出してもらうということで次回お願いするということで。 

佐藤委員   副会長が言われた意味はわかります。だから、一番は、その合併に伴って

のすり合わせの中で、何でそういうふうなことになってしまったのかという経過をお話

していただくということで理解もするし、現状、その静岡市の条例がどんなものだとい

うことも理解を次回させていただいて。希望は皆さん一緒だと思うのです。今まで使え

たものが何で使えないのかと。それは、いわゆる条例があるからというだけでは割り切

れません、というのも僕もよくわかるもので、それは今後の課題ということで受けとめ

させていただくということで発言させていただきました。 

会長   よろしいですか。ほかに何か。 

稲葉委員   先ほど、営利、非営利という話の中で生涯学習課長さん、ＮＰＯも営利と

いうお話が出たのですが、ＮＰＯ法で非営利活動団体ということで認定を受けていて、

認定を受けたところでも営利活動を、利潤のものをやっている組織と、やっていない組

織では、きちんとその登録をして明確にしているのですね。それをごっちゃにして、い

ろいろな扱い方につなげられてしまうと、静岡市の見解とＮＰＯ法で認定される我々の

活動が、どこかで矛盾が生じてくるような感じがしたものですから。 

生涯学習課長   言い方が悪かったと思うのですけれども、結局は中身によって、ＮＰ

Ｏだからだめだとかではなくて、ＮＰＯという名のもとに行われるものだからいいよ、

というわけにはいかないよという話をしたかっただけですから。 

稲葉委員   はい、わかりました。 
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会長   よろしいですか、この辺で。 

  私も初めて今日、文化センターの扱い方というのがわかったようなわけで、町民みん

なそうだと思います。今までの旧町民ですね。その辺も含めて、どこまで今後この審議

会でやっていけるかということも今後の課題になると思いますけれども、その辺でよろ

しいでしょうか、今日のところは。 

  では、尐し早いですけれども、今日は重要な審議ができたということで。 

  何かありますか。 

宮田委員   防災の件でちょっとお伺いしたいことがあるんですけど、今日は担当の方、

だれかおりますでしょうか。 

会長   見えていないです。 

宮田委員   そうですか。消防の組織で消防って防災の組織のことで、ちょっとお伺い

したいのですが。今、蒲原の消防団で静岡市の消防組織の件について、ちょっともめて

いるのですけれど。静岡市が葵区、駿河区が二つあって、清水区があって、蒲原は清水

区ですよね。そういったときに、その大きい組織の中で、静岡市の中の組織と清水区の

組織と１対１になっているのです。ところが清水区は区です。静岡市は一つになってい

て、本当だったら、これは、葵区、駿河区に分けて清水区と対等して、消防団員につい

ても静岡が１,３００何人ですか。清水が１,２００何人。その組織がすごく複雑になっ

ているのです。その中で清水と静岡と対等で話をしていくと、人数の差によっても清水

区の方が、人数が尐なくても組織的には強いのです。どこで、いつになったら葵区と駿

河区と消防の組織を分けるのか。そこら辺もちょっとお伺いしたいのですが。 

広域行政室長   はい。今日は防災といいますか、今の消防の関係になりますので、消

防本部の警防課の担当になると思うのですが、中身がそこまで私の方わからないもので

すから。 

宮田委員   清水区は区なのに、静岡市は静岡市ひとつで、それが対等でやっているの

ですよね。 

企画調整課長 消防団の合併ができないもので、今そういう形になっていると思うのです

が。 

宮田委員   その辺の解決ができないうちに、蒲原の方からの、方面隊に入れとか何と

かといっても、上の組織がしっかりしていないもので、みんなぐらついてしまっている

のですよ。なので、その辺も、また聞きたいものですから、もし話が聞ける人がいたら。 
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企画調整課長   内容は確認をしておきますので。基本的には、まだ統合されていない

ものですから、その辺の部分で、その区ごとに分けるかどうかという部分もまだ決めら

れているわけではないものですから。もともとは静岡市という一本の消防団になって、

各区にそれぞれの部分があるというような形になれば、そういう話になろうかと思うの

ですけれども、基本的には今、旧静岡、旧清水のままの状態で消防団は活動をしている

という状況でございます。 

会長   よろしいですか。 

宮田委員   はい、わかりました。またお伺いさせていただきます。 

会長   ほかに何か。 

戸塚（正）委員   ちょっと１点気になったので。先ほどの説明、蒲原編のこの景観形

成ガイドプランですか、その中を見ていて、９ページに吹き上げ六本松の写真、きれい

な写真が載っているのですけれど、この吹き上げ六本松の松が一、二年前から枯れかか

っているのです。それで、現に蒲原地区の松林というのは今、国有浜地、要するにバイ

パスの庵原高校近くの国有浜地しかないのですが、あそこの松林もすごく被害が大きい

ですよ。それで、せっかくこのガイドプランに載っている景観ですので、これがだめに

ならないうちに、一日も早く手当をしてもらいたいと思ってお願いしたいのですけれど。

これはお願いです。 

会長   それでよろしいですか。 

  では、よろしいですか、今日は。予定よりちょっと早いですけれど、これで閉めさせ

ていただきます。  

  本日の議事録署名は三好委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  では、これをもちまして第７回の審議会を閉会させていただきます。ありがとうござ

いました。次回は１２月１２日、１０時からということで予定しております。 

  ありがとうございました。 

    （午後３時０３分 閉会） 

 

５.傍聴人    ４人 

  

                  会     長 

                  会議録署名委員 


