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４期第６回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年２月７日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席者   (委  員）宮田会長、五十嵐委員、宇佐美委員、折原委員、坂本委員、 

              佐藤委員、志田委員、日野委員、緑川委員、望月(和)委員、 

              望月(秀）委員、矢部委員、吉田委員、米倉委員 

                          (市川祐一郎委員欠席) 

        （関 係 課）森下管財課長、花村管財課統括主幹、宇佐美管財課主任主

事、鈴木管財課主任主事 

        （事 務 局）区政課：油井主任主事 

           総 務 ・ 防 災 課 ： 広 瀬 課 長 、 今 井 参 事 兼 区 付 主                      

幹 

蒲原支所：青木支所長、石川参事兼統括主幹、杉山主幹、

井上主査 

蒲原事務所：酒井参事兼統括主幹 

４ 議 事    

 （１）平成２５年度組織機構改正について（資料１） 

 （２）旧蒲原庁舎跡地利用について（資料２） 

 （３）その他 

 

 

５ その他 
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参事   皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中、ご出席いただき、ありがとうござ

います。定刻になりましたので、第４期第６回静岡市蒲原地域審議会を始めさせてい

ただきます。 

  これからの進行を務めさせていただきます、蒲原支所の石川です。よろしくお願いし

ます。 

  初めにご報告いたします。本日、市川委員から欠席の連絡がありました。また、日野

委員からは、まだ欠席との連絡がありません。現在１３名の委員さんが出席をしてい

ますので、地域審議会の設置に関する協議書第７条第３項に規定する、委員の半数以

上が出席しなければ、会議を開くことができないということになっていますけれども、

過半数を超えていますので、会議は成立することをご報告いたします。なお、この審

議会は地域審議会の設置に関する協議書第７条第５項の規定に基づき、原則公開とな

っていますので、よろしくお願いします。 

  それでは、初めに、配付資料の確認をお願いいたします。本日、配付いたしました資

料は、次第、資料Ｎｏ１「平成２５年度組織機構改正について（蒲原支所・蒲原事務

所分）」、別添資料「蒲原支所地域振興担当兼務業務（案）」、資料Ｎｏ２「旧蒲原

庁舎配置図」以上です。お手元にありますでしょうか。よろしいでしょうか。ありが

とうございます。 

  次に、本日、議事説明等に関係部署の職員が出席しておりますので、私の方から紹介

をいたします。 

 初めに、財政部管財課、森下課長。次に、花村統括主幹、宇佐美主任主事、鈴木主任主

事。次に、市民生活部蒲原事務所、酒井参事。以上５名の職員が出席しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  それでは、議事に入る前に、宮田会長よりご挨拶をいただきます。 

  会長、よろしくお願いいたします。 

会長   皆さんこんにちは。まだまだ、寒さはまだ続いておりますけど、きのうなん

かも地震、津波ということで、メディアの方でも大分騒がれていましたけど、先日は、

また、懇談会で、貴重なご意見、ご質問等もいただきまして、本当にありがとうござ

いました。きょうはまた審議会の中でこの間の懇談会の意義をもっと活かして、活発

な意見等出していただきたいなと思います。きょうは、よろしくお願いいたします。 

参事   ありがとうございました。 
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  これより早速、議事に入ります。議事進行につきましては会長にお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 

会長   それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして、皆様にお願いがございます。会議録作成のため、発言の際には

マイクのボタンを押し、氏名を述べてからご発言いただきます。よろしくお願いいた

します。 

  それでは、議事１、「平成２５年度組織機構改正について」事務局より説明を求めま

す。 

支所長   皆さんこんにちは。蒲原支所の青木です。よろしくお願いします。座って

説明させていただきます。 

  私の方からは、平成２５年度静岡市役所の組織機構改正について、ご報告したいと思

います。資料につきましては、Ｎｏ１ということになりますけれども、今回は概要を

説明させていただきますので、この資料については、お時間のあるときにお読みくだ

さい。市役所の機構改正は、今回に限ったことではありませんが、平成２５年度は、

ここ蒲原支所にも関係が出てきました。皆さん、ご存じのとおり、この支所、市民セ

ンターですけれども、１階には戸籍とか、年金、税を扱う市民生活担当、２階には総

務担当がありますが、この２担当あわせて、区の業務を扱う蒲原支所ということにな

っています。ご存じのように、そのほかに、１階には福祉事務所系列の蒲原出張所、

２階には今、酒井さんも紹介されましたけども、静岡市役所生活文化局市民生活部に

属する蒲原事務所と、もう一つ、水道があるという複合施設になっています。この建

物を総称して蒲原市民センターというように呼んでおります。 

  今回の機構改正では、今説明させていただきましたうちの、２階にあります蒲原事務

所の所属が静岡市役所生活文化局市民生活部から清水区役所蒲原支所に変わるという

ことになります。蒲原事務所は静岡市と合併する際、地域における市民サービスが低

下するのではとの懸念から、区役所業務にない本庁業務を行うということで設置され

ました。しかしながら、合併からもう少しで７年を経過しようとしている現在、市民

の皆様からは、事務所と支所の違いがわからない。事務所と支所に似たような業務が

あって、どこに問い合わせたらいのかわからないなどといったご意見をよく伺うよう

になりました。また、職員についても、本来業務以外にも、市役所にはいろいろな業

務があるのですが、各種委員など、組織系列が違うため、同じ内容であっても、同じ
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建物にあるにも関わらず、それぞれから出席しなければならないなど、非効率な体制

となっていました。そこで、平成２４年度、市役所には毎年、組織機構を見直す時期

がありまして、蒲原事務所を廃止して区業務へ統合するという案を提案したところ、

認められたということになります。 

  詳細は資料をお読みいただくとおわかりになると思いますが、この機構改革は、一つ

には市民サービスが低下するのではと思われるかもしれませんが、これまで行ってい

た市民サービスは変わらず、蒲原支所の業務として引き継がれます。二つ目としまし

ては、地域振興や防災をこれまで以上に発展させていこうとの狙いも持っています。

これまで以上に、よりよい支所を目指しての試みですので、どうかご理解を賜ります

ようお願いいたします。ただし、業務の見直しから、職員が１名減ることになりまし

た。地域の方々に支障が出ないようにと考えてはおりますが、人員減ということで地

域の皆様に協力をお願いすることも出てくるかと思います。その折りは、申しわけあ

りませんが、よろしくご協力のほどをお願いしたいと思います。 

  また、この地域審議会についてですが、これまで事務方として、蒲原支所を中心とし

て、清水区総務・防災課、区政課が担ってきましたが、職員減を受け、４月からは、

事務局の主体は清水区総務・防災課が担うことになりました。もちろん、この蒲原支

所が関係なくなったということではありませんし、会場もこれまでどおり、こちらの

会議室を使ってやっていく予定ですので、よろしくお願いいたします。 

  以上で、機構改正に伴うご報告を終わらせていただきます。 

会長   ただいま、青木支所長から説明がございました。この件につきまして、何か

ご意見、ご質問等がありませんか。ありましたら、よろしくお願いいたします。答え

られる範囲でいいです。 

折原委員   折原です。支所長のお話はわかったんですけども、これを詳細に読んで

いかないと、まだ、どんなことなのか、具体的に全く見えてこないので、今、この場

で、この２冊のものを渡されて、「これご覧ください。」ということで、質問はなか

ったですと言われると困るんです。もし、そうだったなら事前にこういうものを配付

していただければ、事前にあらかじめ質問等、こちらで用意してお伝えすることがで

きたので、後でお読みいただくというよりも、この場で実際に読んでかみ砕いていか

ないと、今の状態ではわからないと思うので、ちょっと待っていただきたいなと思い

ます。 
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会長   青木支所長。 

支所長   今のお話はよくわかります。実は、組織機構改正については、内示が昨年

の１１月に出たんですけれども、内容については、現在もどうするのだというのが、

最終的に決定はされておりません。ただ、この場で申し上げられるのは、今まで言っ

てきた事務所の事務がなくなるとか、変わるとかということを言っているのではなく、

そもそも、今までと同じ業務を引き続きやりますよ、ということになりますので、も

し、ここで、ご質問等ありましたら、次回にお答えをさせていただきたいと思います。 

会長   これをきょう読んでいただいて、説明、理解していただいて、それで、また

質問、意見等ございましたら、また、次回にでも質問をお願いしたいと思うんですけ

ど。それで、よろしいですか。 

佐藤委員   佐藤です。私、今、ざっと読ませていただいているんですけど、正直ち

ょっと理解が非常にしづらいかなというところがありまして、支所長の言われるよう

に、何も変わらないよと。それから、市としての、一つの組織の見直しというのもあ

るというのを承知しておきますが、どこがどういうふうになるのかというところが、

この資料だと非常にわかりづらい。正直わかりづらいなと思いまして、実施の時期に

ついては、平成２５年度ということで言っていますので、４月１日ということのとら

え方でよろしいのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

会長   青木支所長。 

支所長   委員からお話がありましたとおり、実施時期につきましては、今年の４月

１日からということになります。説明の中では、詳細には申し上げなかったんですけ

ども、蒲原支所は、総務担当と１階の市民生活担当の２担当ありますけれども、蒲原

事務所部分が地域振興担当ということで、１担当ふえまして３担当になります。今ま

で２担当だったのが３担当。要は、組織系列が変わりますけど、名前が変わるだけで、

場所もちょっと、中でもレイアウト考えていますけど、移動があるかもしれませんが、

基本的にはほとんど変わらない。配置のレイアウトが変わるだけということになりま

す。 

会長   佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤ですけど、ちょっと気になるのは、市民への周知というのが一番だ

と思いますが、何でもそうですけど、行政の方から言わせれば、３項にあるように自

治会へ説明したり、全戸に、静岡市の回覧板で入ってくるもの、ああいうものを多分
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考えられているとは思うんですが、どうしても、せっかくいいことというのかな、よ

り住民側に立ってやろうということであれば、周知の仕方もきめ細かなというとまた

時間もかかるし、大変だとは思うですが、ちょっとその辺を自治会の方ももちろんそ

うですけど、何か、周知の仕方を、せっかくやるんであれば少し工夫するようなこと

も検討をしたらいかがかなという提案ですが、それは、今すぐ、こういう形でやって

くださいというのは、なかなかできないと思います。だから、ただ、今までどおりの

やり方をしていても、ここに書いてあるとおり問題点、住民から言わせれば、同じ建

物の中にあったにも関わらず、あっちへ行ってくれというようなことを言われたとい

うことのないように、少しでもそういうところを考えているのであれば、周知の仕方

などもちょっと工夫されたらいかがかなと思うですが、その辺のお気持ちは、いかが

でしょうか。 

支所長   市民の皆さんに徹底をするといった意味では、そのとおりで、これから、

内容については計画を立てていくということになりますけど、具体的に、アイデアが

あったら、逆に言うと教えていただければ、それも踏まえて、また検討させていただ

きたいと思いますので、次回、この内容についてご質問等あるということであれば、

その時にアイデアを、逆にいうといただきたいなと思いますけど。３月の上旬に配付

するというのはちょっと間に合いませんけど、それ以降の話になってくると思います。 

  もう一つは、今、言われましたあっちへ行ったりこっちへ来たりの話ですけど、基本

的に今までが、あっちへ行ったりこっちへ来たりの組織体系になっていたのを、今度

はそれがなくなって１カ所で完結できるような組織になっていくというのが前提にな

っています。 

会長   連合自治会への説明を１月１１日に実施して了解を得たということで、文章

に載っているんですけど、自治会へ説明して、１月１１日ですから自治会が会合をや

って説明していればわかるところはわかるんですけど、組長さんぐらいまでですよね、

わかるのが。その後、全戸配布で３月までに、周知広報を配布するということですね。 

酒井参事   お答えします。仕事内容も入れまして、今度、こういう体系になります

ということで、事務所が廃止で支所の地域振興担当になるということばかりではなく、

仕事の内容も入れての配布を考えております。 

会長   組長さんクラスまでじゃなくて、全部、わかり切るような体制、区民全部に、

蒲原なら蒲原全部に戸別配布ということですね。 
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酒井参事   はい、そのように考えております。 

会長   何かご質問ありますでしょうか。またこの件について、自分で理解できない

とか、また、こうしたらどうかというものがありましたら、自分で熟知した上で、次

回、次回といっても３月になってしまうから、回ったあとになってしまうのかな。 

支所長   （不明）正直言ってそれを回しただけでというのはなかなか難しいと思い

ますので、今後、いろいろな機会をとらえてとは考えていますから、そこで、ご意見

があれば、それを承ってやりたいと思います。 

会長   また、連合自治会で説明したあと、組長さんのところまで話がいくと思うん

ですけど、どういう説明でどういうものがあったという、ちょっと文章と違うなとか、

考え方がちょっと違ったなと思ったらまた連合自治会長さんなりに話をしてもらって、

この場でまた理解を得るような話をしていただければなと思います。 

  宇佐美さん。 

宇佐美委員   宇佐美です。ちょっとお聞きしたいですが、回答は次回で結構ですの

で、私もこれ読んで理解してから、また次回話をしたいですが、そのためのデータと

いいますか、まず、来所される市民の１日当たりの人数と、それから、目的。そうい

うものを資料としていただけると、ちょっと、何かそれに基づいての話も聞いた上で

判断、いろいろなこともできるのかなというふうに思いますけど、そういうものがデ

ータとして出ていますでしょうか。 

支所長   今、言われたのは、事務所分ということですか、支所の分ということです

か。 

宇佐美委員   両方の意味です。 

支所長   両方ですか。 

宇佐美委員   はい。来所された人数と来所の目的ですね。結局、事務所に本人が来

たつもりでも、多分、最初受付で周りのかたに聞いてということになると思うんです

けど、実際にそのかたがどういう目的で来られたのかということまで、もしわかれば。

結局、何を言いたいかと言いますと、ワンストップサービスがやっぱり１番いいとい

うことだと思います。来た人が全てここで賄えて、いろいろなことが全てできるとい

うのが一番いいわけですが、私も実際に、ここでは話を聞いたけど、清水区役所へ行

ってくれということも何度もありましたので、そういうことが、もし行政サービスと

して、こういうやり方をすれば、行政サービスは上がります。というのであれば、ど
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ういうかたに対して、そういう行政サービスを受けることが上がることなのかよくわ

からないので、その辺、もし、データとしてあれば、教えていただければ参考になる

かなと思いますので、ぜひ、ちょっと用意していただければと思います。 

酒井参事   兼務業務（案）が別添でついておりますけど、この辺の業務ですと、１

年間に何件の問い合わせがあったということは数字的に出すことはできます。ただ、

支所と事務所の人数と目的というと、支所の方はわからないですけど、事務所としま

しては、今言いました、兼務業務の１から１４までの業務に対しての取り扱い件数と

か、その辺は報告ができます。 

宇佐美委員   宇佐美です。来所されるかたの目的がはっきりされていて、わかって

いる場合は、事務所に行くという考え方でいいと思うんですけど、例えば、その人が、

自分が何をしたいという目的はあっても、事務所を訪ねるべきなのか、支所を訪ねる

べきなのか、どこの窓口に行けばいいのかというのが、多分わからなくて来ているか

たが大半だと思うんです。もちろん、戸籍がどうとか、そんな簡単なことじゃなくて。

もうちょっと複雑な話ですけど、そうなったときに、その人たちがどういうふうな動

きをするためにここへ来ているのかという目的が、もし最初からわかっていれば、そ

れを周知させることによって、じゃ、どういう窓口が必要だということの置き方とい

うのが出てくるじゃないか。例えば、区役所へ私は行きました。区役所へ行ってもど

この課に行ってくださいという話ができます。でも、その窓口さえわからない状態で

来ている方がたくさんいる。だから、究極としてはワンストップサービスで誰かが受

付して、じゃ、あなたは、済みません、こういうことですから、あちらへ行きましょ

うと。例えば、ご老人だったら、一緒に連れて行くとか、そういう具体的な行動策ま

で見えるかなというふうに思ったので、じゃ、来所されるかたが、目的が何で、人数

がどのぐらいで等がわかると、それに対して、私たちのつたない頭ですけど、市民側

からの要望というか、希望というのが出しやすいのかなと思ったんです。 

支所長   今のお話でいきますと、数字、ちょっと、こちらの方も出せるかどうかは

聞いてみないとわからないですけれども、ただ、ワンストップサービスはそのとおり

でいいことだと思います。ただ、蒲原支所についていいますと、先ほど、複合施設と

いうことでお話をしましたけれども、いわゆる、他市でやっているような受付はあり

ませんけども、１階を入ってきますと、直面になるんですけど、税の担当のところで

わからない方がいらっしゃった場合は、話を聞いて、どこの部署です、どこが関係す
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るのかということを聞きまして、例えば、２階なら２階、福祉関係なら福祉関係、水

道なら水道ということで、ご案内をしているのが現状です。ですから、こちらがとら

えている、あっちへ行ったりこっちへ来たりというのは、業務の内容が同じようなも

のにも関わらず分かれていて、市民のかたに対して、ワンストップでいけるようなも

のをもっとつくった方がいいじゃないかということでやったものですから、いわゆる、

来られたかたが迷わないようにというのは、これまでも、その配慮をしてきましたし、

これからもやっていくつもりですので、そこのところを指しているのかというと、目

的がちょっと違うんですけど。 

宇佐美委員   宇佐美です。この事務所を廃止することによって、業務の効率化を図

るというのが、多分、主目的じゃないかというふうに思っているんですけど、それは

違いますか。 

支所長   そうです。 

宇佐美委員   あっています。 

支所長   はい。 

宇佐美委員   そうすると、僕らが市民として、ここへ来たときに求めているものを

説明してもらえれば一番いいわけですよ。簡単です。誰か受付にいます。その人のと

ころに行けば全部わかる。じゃ、あなたは、この支所では、お話は申しわけないけど

できないから、清水区役所の何々課の誰々さんを訪ねてくださいとできれば一番あり

がたいですよ。例えば、電話で聞いたときに、そういうことを市民が求めている数字

がどういう数字なのかと思ったんです。わからないですか。僕が昔、ここへと訪ねて

きて、ちょっとやりたいことがあって来たときに、福祉課のかたの話だったですけど、

実は、老人の介護に関することだったんですが、支所の中でも、「ここですか。」と

聞いて行ってみたら、「ここじゃないです。そっちへ回ってください。」そっちへ回

りました。「ここですか。」と聞いたら、「あ、そうですね。でも、ここではできま

せん。清水区役所へ行ってください。」という話になったんです。それが、例えば、

１発目の受付というか、お話させてもらったときに、できればいいなという経験をし

ているんです。今、私みたいな市民の人で、何かの目的で来られたかたがどういうふ

うに、本当はそこまで具体的に資料があればいいんですけど、どこを訪ねてきてその

問題をどうやって解決したのか。そこまでわかると、今回、事務所を廃止することに

よって、こういうメリットが出てきますねというところまで理解できると思うんです。 
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支所長   今のお話ですけど、まず、蒲原支所というか、事務所もそうですけど、立

ち位置が区役所の出張所という意味合いになります。ですから、ここのところで、す

べからく市民のかたが見えられても、ほぼ受付業務、いわゆる、平たく言ってしまう

と取り次ぎですよね。取り次ぎが主体であって、その中身を解決するということは、

ここではできません。ですから、関係部署へ行って、そこで、中身についてというこ

とになって、もう少し細かいことになりますと区の方へ行っていただきたいというお

話になってきます。そういうことですか。あと、確かに言われるように、一人の人が

出張所関係とか何かというのを全部網羅して、というのもわかるんですけれども、そ

もそも先ほど言いましたここは複合施設ですので、出張所と水道は、まだ、依然とし

て別組織になります。ですから、同じ組織の中でも、全部を把握している人ってなか

なか、最近は珍しいというか難しいとは思っているんですけど、なるべくは、それが

ないように、即、ご案内できるようなところにしたいとは思っています。例えば、先

ほど言った説明の中で、兼務業務というのがあって。 

酒井参事   いいですか。 

会長   はい、どうぞ。 

酒井参事   支所と事務所の関係でいいますと、スポーツ施設の関係などでは、東

部・西部のコミュニティーセンターの利用許可は事務所が出しております。それで、

そのほかの河川敷、緑地公園とか、蒲原・由比の体育館、由比の河川敷のテニスコー

ト等は、支所が許可を出していました。その辺を今度は地域振興担当がやるというこ

とで、仮に同じ人が体育館とコミュニティーセンターをやると、職員が入れ替わるよ

うな形で許可証を発行していたわけですけど、そういうのも、今度は一人の職員が許

可を出すというような形に改善はされてきます。そのほかにつきましては、ここで完

結というわけにいかなくて、仮に道路に穴が空いていると言われれば、場所を聞いて、

清水区役所にあります道路整備第３課というところに情報表を送りまして、こういう

現場になっているので至急対応をしてもらいたいというような情報を流して、道路３

課がやるような形を今とっております。以上です。 

会長   吉田さん。 

吉田委員   吉田です。宇佐美委員から要望が、恐らく、私の考えでは、総合受付と

いうのがあったほうがいいじゃないかと僕は思います。総合受付、私もここへ顔を出

すですが、この件で来ましたと言うと、僕は特に福祉関係が多いですが、そこへ行く
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とすぐわかるんですが、この件で来たけど、じゃ、あっちへ行ってください。また、

こっちへきてください。そこへ行ったら、今度は、宇佐美委員が言ったように、清水

へ行ってくださいということになってしまうので、大体、総合受付でここへ来たら、

ここじゃできないから、それじゃ、清水の方へ行ってくださいと言えば、すぐにでき

るような、そういうもっと簡単にわかるような、あっちへ行けこっちへ行けじゃなく

て、総合受付のようなものがあったらいいなというようなことだと思うんですけど、

その点どうでしょうか。総合受付というのを置いてもらえたらと思って。 

支所長   一つの案ということで、どちらにしても、来年度以降の組織機構改正とい

うことになってくると思います。一応、検討はさせていただきたいと思います。ただ、

今、言われているのは、福祉関係のことをたまたま例に挙げられて言われると、ちょ

っと混同してしまうんですけど、福祉は組織としては別になります。ですから、総合

受付と言われるのを、どこまで言われているのかがちょっとわからないですけれども、

先ほど言いましたように、ここ複合施設ですから、いわゆる、区の出張所関係の支所

業務と、静岡市役所の中の市民生活部が蒲原事務所というのがありまして、水道のサ

ービス担当というのもここにあります。１階に蒲原出張所がありますが、あれ、福祉

関係ですので、蒲原出張所と水道のサービス担当というのは、この組織改正があった

にも関わらず別立てになりますから、そこは、この話には、入ってこられないです。

一つの建物の中で、すべからくって多分、お考えのことだと思うんですけど、非常に

いい考えだと思いますけど、今の組織体制からすると、すごく大きな話になっていっ

て、一つに、やっとのことで、事務所が区の方へ入るというところ、これだけのこと

でも、正直いって、２年がかりできた話です。だから、すごく大変なことです。それ

と、先ほど、職員が１名減になるとお話をしたと思いますけども、要は、市民の方に

とってメリットがあるよう、市民サービスをよりよくするようにということで、組織

機構改正の案を出していて、私たちは職員を減らしたいということで出したわけでは

ないですけど、業務内容を見直していくと、１人工分。いわゆる正規の職員が必要な

いということで減らされるというような状況になってきているものですから、なかな

か、今の案からいくと、総合窓口を設けてというと、また、一人ふやすとかという話

になってくると、市全体の定員管理というのがありまして、そこにもひっかかってく

る話でかなり大きな話になってきますので、ちょっとこの場でどうのこうのって答え

られるところではありませんので、申しわけありませんけど、ご承知おきください。
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来年度以降、検討させていただきます。 

会長   ほかに、質問、意見等。はい。 

望月（秀）委員   望月です。宇佐美委員、それから、吉田委員がおっしゃられたこ

とというのは、総合的にしますと、たらい回しというんですか、サービスの低下が叫

ばれるというのは一番、たらい回し、要は、蒲原町が静岡市に合併されて、その中に

おいて、住民サービスの低下ということを皆、懸念したわけですけれども、その中で

一番言われるのがたらい回し。要は、なかなか蒲原で解決がつかない。最終的には、

つくと思っていたものがつかない。最終的には、清水に行ってください。静岡に行っ

てくださいというようなことが起きるということだと。それで、吉田さんが言われた

ような、銀行がやっているようなサービスといいますか、どこの窓口に行けば、全て

のことが収得されるというところを求めて、私もそこを求めていきたいと思うわけで

すけれども、１名減になって、事務所がなくなって、その人用が何人か浮いてきた。

なおかつ、総合したら、１名減になるということになると、都合合わせると何名かが

減になっているわけですよね。それが、市としての運営の仕方と言えば、そうなのか

もしれませんけれども、私が総合的に見て、一番は住民へのサービスが低下した、事

務所がなくなって支所だけになって、住民のサービスが低下した。たらい回しにされ

ているということの声が大きくなるということを懸念しているわけですけれども、そ

の点については、ぜひ、検討する余地があるのであればやっていただきたいと思いま

す。以上です。 

支所長   最後にいいですか。 

会長   はい。 

支所長   今、皆さんがご心配されている、たらい回しという話ですけれども、当然、

市民の立場からすれば、そういうことは考えられると思います。先ほど、私がお話し

ました、福祉とは別立てですよというのは、まさにそこにありまして、少なくとも、

事務所と支所の統合というか、合体について言うと、たらい回しというのは、ちょっ

と考えにくいです。福祉関係で言えば、それは考えられると。私も以前、福祉にいま

したので大体わかります、考えられますけど、少なくとも、今回の機構改正で、支所

と事務所が合体するということでのたらい回しというのはちょっと考えにくいかなと

は思っています。ここの建物全体を指して、あっち行けこっち行けの話であれば、そ

れは理解できるんですけれども、そうなってくると、これはちょっと大きな問題に発
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展していくということをさっき説明させてもらいました。趣旨は、もし、そういうこ

とであれば理解はできます。 

会長   私も、ちょっとお伺いしたいですけど、吉田委員にしろ、宇佐美委員にしろ、

言いたいことはちょっとわかるんですよ。例えば、実際、私もここへ来て、母親の死

亡の関係で来たときに、一括でくればいいのに、一回来て、また、年金じゃない、何

だったかな、それの問題が結構あったんですよ。何回も来なければならないとか、文

書に書いてないですよね。どこのどこへ行ってくださいとか。だから、ここへ来ても、

さて、私のことですよ。どこへ行っていいかわからないと、そういうことも結構あっ

たんですよね。例えば、ここへ来たときに総合案内の人が一人いて紙を見せて、「私、

こういう件で来たんですけどどこへ行ったらよろしいですか。」と尋ねられて案内す

る人がいればいいってことでしょ。そういうことも必要ってことでしょ。社会福祉と

か、そういうものじゃなくてここへ来たときに誰かお客さん来たなと、出ていって、

こうだ、ああだと、そういうものが欲しいという案じゃないかなとは思うんですけど、

どうですか、吉田委員。そういうことですよね。（「そうです。」と吉田委員が言

う。） 

  だから、結局１名減になったところが、どこで、今度はそういうものを１名負担しな

ければいけないのかなとか、そういうものも出てくると思うんですけどわかりやすく

言うとこの間、蒲原病院あたりへ行くと、看護師さんが、ちょっと入っていくと、も

う来て、きょうはどこへ受診に来たんですか。○○へ来たんですけどというとあそこ

へ行ってカードを入れて、ここへ行ってくださいという、そういうことをやってくれ

ます。私も３日前に行ったんですけど、ただ、わからなく、こうやって行ったら、何

ですかと聞いてくれて、こういうわけでこうですと。そういう案内が欲しいというこ

ともあるんですよ。 

総務・防災課長   皆さんのおっしゃること重々わかるわけですけど、こんな言い方

したら大変失礼かと思うんですけど、例えば、この支所にそういう総合案内の職員を

一人置くというところが、それだけ、住民サービスにつながるか、あるいは、市の方

の１人工という数えの中で必要かどうかという問題も出てくるわけですよ。先ほどか

らもワンストップサービスという言葉が出ているんですけど、静岡市全体としても、

そういうことは検討している状況であります。 

  例えば、今、清水庁舎においては、総合案内というところがあるわけですけど、そこ
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にいる職員というか、委託しているんですけど、そこへ行くと、例えば、こういう用

件で来ましたとなれば、もちろん、そういうところへと自分は行きませんよ。何階へ

上がってくださいとか、そういう案内はしていますけど、なかなか、じゃ、この蒲原

支所に先ほどから支所長がおっしゃっているように、ここについては、現在、蒲原事

務所、それと、水道と、こういう中で、そういう総合案内が必要か否かという問題か

ら入っていくと、どんなものですかということになってしまうんですけど。 

会長   はい。私、今、言われていて、案内を一人ふやさなくたって、受付というか、

窓口いっぱいありますよね。証明とか何とかという、その中で、ずっとこうやってい

る人はいないと思うんですよ、あまりね。気がついた人が行くとか、そういうことを

ちょっと目配りすればできることもあると思うんです。そういうのは。 

支所長   それは、先ほど、説明させてもらいましたように、１階の税の担当が、入

ってこられると一番目につくものですから、そこだけではないんですけど、皆さんが

聞いて自分のところ以外でしたら、ここですということでご案内はさせてもらってい

ます。福祉とか水道ということになりますと、業務内容が全然わかりませんので、こ

ちらになりますというご案内はさせてもらっています。中で、先ほど、言われていた

お亡くなりになった場合で、戸籍の関係とか年金の関係等であれば、それは、もう１

階の、ここで言うところでは、区とは違いますから、１階のフロアで隣になりますの

で、じゃ、こちらでというような形でなるべく市民の方が迷わないようにということ

で案内という、そういう役割は、表立ってはありませんけれども、実際は市民の方に

配慮して、１階の市民生活担当の方で、以前は知りませんけど、今はそういう形でや

っているつもりではおりますけど。 

会長   そういう気配りをしていただければ別に構わないと思うんですけど、たまた

ま、私がきたとき、わかるんですよ、それは。お年寄りの感じ方で、わからない人は、

あっちへ行ったこっちへ来たって言うんですよ。私は言われれば、ああ、そうですか

と、そこへ行けばいいんですけどね、お年寄りが来たときには、そういうふうには通

らないと。そんなものですよ。だから、そこが行政サービスが悪いとかと、そういう

ことも言われるんですよね。ちょっとしたことで。 

宇佐美委員   宇佐美です。ちょっと今のお話を、先ほど私が言ったことに非常につ

ながっていまして、なぜ、そういう数字、データがあればいいかなと思ったかと言う

と、どこまで市民がここを使っているのか。それがもし頻度や内容が難しい内容のも
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のが多ければ、そういう総合的な受付が欲しいという要望も出すべきだろうなと。そ

のための資料として、例えば、来所されたかたが住民票だけとりにきましたという人

ばっかりみたいな、そんな簡単なことだったら全然問題ないわけじゃないですか。事

務所の方にきたのか、支所の方に来たのか。あるいは、福祉事務所の方に来たのか。

もしデータが出ているのであれば欲しいですよという言い方を、最初は、そういう意

味で申し上げたんですけど。何か難しい話になってしまったんですけど、そういうこ

とができないですかって聞いたんです。 

支所長   今、お話のデータにつきましては当たってはみますけれども、恐らく難し

いと思います。出張所関係、福祉関係と別部門ですので、お願いはさせてもらいます

けども、１件１件をとっていくというのはなかなか難しいことで、相対的な申請件数

だとか、そういったものについてはわかりますけれども、恐らく、区とか何かでも、

そこまでのデータというのはとってないとは思います。ただ、この場でできませんよ

というよりは、また、私も聞いてありませんので、聞いてみてできるものはお出しし

たいと思います。 

望月（和）委員   私、決して、今意見出ているものを集約してまとめようという気

構えはないんですけれども、今、支所長がおっしゃられたように、最初、話聞いてい

ますと、案内というようなことがアナウンスされていない。これは、これから、もう

少し周知徹底していただいて、そこで案内ができるということであれば、決して、一

人人員をふやすというふうなことでもないわけですし、たらい回しという言葉が現実

にいいかどうかわかりませんけれども、蒲原の住民、この近辺の住民の気質からする

とたらい回しにされたという表現が必ず出てくる。イコール、サービスの低下という

ふうにつながってくるじゃないかと思うんですけれども、今回特に事務所がなくなっ

た。支所に統合された。支所に行ったらこうだった、ああ、これはたらい回しにされ

た、サービスの低下だというようなことが私は懸念されるということで、先ほど申し

上げたんです。そういう、もし、正面の税の人がやってくれるんだったら、ちょっと

何か書いたものを置くとか。案内とか何か置くとかですね。なかなかその人が全て案

内を、ほかの業務も持っているわけですから、全て網羅できるとは思いませんけれど

も、ちょっと、そんなことをすることによって、ああ、あそこに行って聞いたら教え

てくれたということになれば、人の口というのは、どんどんふえていくわけですので、

ちょっと、参考までにいかがかなと思います。 
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会長   はい、どうぞ。 

支所長   今のお話はわかりましたので検討はさせていただきます。ただ、ここへ来

てもらってわかると思いますけど、なるべく市民のかたにわかりやすいようにという

ことで、実は、駐車場の方から入ってくるところで、見たかどうかわかりませんけれ

ど、柱に、右側へ行くと蒲原支所だよ、左へ行くと交流館だよという表示をさせても

らったとか、この２階へ上がってくる部門が市民のかたからして階段がある場所がわ

かりにくいということだったものですから、ことし検討して、それも設置をさせても

らいました。それからトイレの問題がありまして、女性用のトイレがなかなか今まで

はドアもなくて入りにくいというような話があったものですから、昨年の夏ごろつけ

させてもらって、女性だけではということでこの３月までには、男性用もつけるとか、

そういったように、いろいろ市民の方から提案とか意見とか、職員も同じですけども、

あった場合にはできる範囲で変えていくつもりではおります。なるべく、市民サービ

スが低下しないようにということで、今おっしゃっていただいたようなアイデアも今

後検討させていただきます。ただ、市民生活の方で、これまでも、そういうことをや

っているということだけは、どうかご理解をしていただきたいと思います。もう少し、

もっと発展的に、考えていくということで、お話を承りたいと思います。 

会長   佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。私、窓口何回か来たことありますけど、私は決して、職員さ

んとか、各窓口に立っている方が、サービスが低下しているとか、対応が悪いとかと

は思っていません。よくやってくれていると思います。ただ、本来は組織改革の話だ

ったんですけど、それぞれの職員にとっては、やっぱり住民が、いってみればお客さ

んということでいますので、それなりにやってくれているということがあるんですけ

れども、やっぱりどうしても権限の関係があって、ここでは対応できないときがある

わけですよ。そういうときの対応の仕方なり、話し方が、こういうところへ来る人っ

て大体お年寄りが多いものですから、その受けとめ方で感情としては何だよというよ

うな感じになりかねないというところがありますので、その辺は十分気をつけてやっ

ていただきたいなと。私、総合受付って、今、人員の１の話出てしまったんですけど、

私は、そういうとらえ方はしていないですよ。別に、会長が言ったように、そういう

一番正面のところの人がそういう役割を担ってやってくれていますよということであ

れば、より、その人だけではなくて、ほかの職員さんもオールマイティーってなかな
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か難しいんでしょうけど、やっていただけるような、いわゆる職員への勉強というか

研修なり、そういうような形で進めていっていただきたいなと。俗に言えば、一人ふ

えれば、我々が払う税金がふえるわけですから、私は賛成とは思っていません。 

会長   はい、わかりました。 

佐藤委員   よろしくお願いします。 

会長   ４月から、この機構改革実施というか改正になって、進んでいくと思うんで

すけど、この件について我々がいって、じゃ、この機構改革をもっと改正しろといっ

て改正できる問題じゃないと思うんですけど、私が思っている限りでは。これ以上、

人も減っては困るし、これから、行政のサービスの低下もあっても困るし、この中の

職員がお互いに気配りとか、サービス精神を持ってやっていけばできるんじゃないか

なと思います。特に、高齢化でお年寄りが、私らもお年寄りの中入ってしまうんです

けど、耳は遠いし目もちょっと見えない人は上の看板も見えるかどうかということも

出てくるし、その辺のサービスというのを補うような形で皆さんが気配りしてやって

いただきたいなと思います。また、４月になって実施された中で不便を感じたり、ま

た、行政サービスが低下したんじゃないかと、そういう意見がありましたら、また、

こういう話し合いを持った中で改革していったらいいんじゃないかと思います。 

折原委員   折原です。最後に。この静岡市蒲原町合併建設計画の１４ページ、行財

政というところに載っている１文ちょっと読ませてください。さっき言った高齢化の

件です。「多様化する市民ニーズを的確に把握するとともに市民と行政の役割分担を

明確にし、サービスの質と水準、負担を市民とともに考え決定していく協働によるま

ちづくりを推進する。」これが、合併建設計画の基本となっております。ぜひ、これ

に則って、よろしくお願いいたします。 

会長   はい。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議論結構したんですけど、次に進んでよろしいですか。 

  それでは、次に、議事の２、「旧蒲原庁舎の跡地利用」につきまして、管財課より、

説明を求めますが、旧蒲原庁舎の跡地利用関係につきましては、地域審議会として、

平成２１年６月「旧蒲原庁舎取り壊し後の跡地は売却することなく、地域振興のため

に活用していただきたい。」、平成２３年８月「旧蒲原庁舎は耐震対策が施されてい

ないということから早急に取り壊し、地域振興のために活用されるよう跡地利用計画

をお示しいただきたい。」と２回にわたり、要望書を管財課に提出しております。 
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  今回、現在までの進捗状況等について、説明をお願いするものであります。よろしく

お願いします。 

  それと、この件については、進捗状況と説明ということでお願いしたいと思います。

また、確実な決定という事項ではないと思いますので、それについてのことは、また

後ほど、お願いしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

管財課長   よろしいでしょうか。座ったままでよろしいですか。 

会長   はい、どうぞ。 

管財課長   管財課長の森下と申します。改めてよろしくお願いいたします。 

  それでは、「旧蒲原庁舎の跡地利用の検討状況について」ご説明をいたします。 

旧蒲原庁舎につきましては、二つの視点を持っていると考えております。 

  一つは本庁舎ですけれども、こちらは昭和３６年に建築され老朽化が進んでいるとい

うことから、できるだけ早い時期の解体をしていきたいということがあります。 

  もう一つは、解体後の跡地利用のことですけれども、例えば、災害時には、避難とか

集合場所にも活用できるような広場的な整備、こういったものを念頭に地域の住民の

役に立つ利用方策を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

  お手元に資料Ｎｏ２ということで、旧蒲原庁舎配置図お配りされていると思います。

こちらを見ていただいて、今、私が申し上げました旧本庁舎というのが右側の方に大

きくあります。それに、続いて、左側に別棟というのがございますけれども、こちら

の方は、旧の本庁舎に比べて年代が新しいためにすぐに解体するような危険性のある

建物ではございません。したがいまして、こちらの方は当面、建物として存続してい

く方向で考えております。ですので、大ざっぱに言えば、右半分といいますか、そち

らの方について、先ほど言った、広場的な整備というようなことを今考えて検討して

いるところでございます。 

  今、会長さんからもお話ありましたように、２１年とか２３年にこちらの方から、お

問い合わせ等がありまして、私が先ほど言ったような内容を２３年８月の時点では、

お答えをしてあるかと思います。その時と基本的に、考え方は変更ない、変化はない

と受けとめていただいて結構だというふうに思います。 

  ここを管財課が、これまで単独でいろいろ調査等してきまして、とりあえず、今年度

は、右下にある破線で囲んである車庫というのがありますが、こちらの解体を済ませ
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たところです。これは、管財課単独で実施できたものですから、予定どおり実施をさ

せていただきましたけれども、それ以外のところには、実は、他の所管に及ぶいろい

ろな施設、設備がたくさんございまして、本庁舎の解体ということを取り上げまして

も、いろいろな所管に影響があるということがわかってきました。そういうことで、

とにかく、この敷地の中にどんな施設があって、それぞれ所管はどこだろうと。それ

らの方々は、施設の今後をどう考えているのかというようなことを、やはり整理して

いかなければいけないということがわかってきました。そういうことから、本当にま

だ手をつけたばかりですけれども、先週、そういった関係の部署を集めまして会議を

開いたところです。総勢１３課に及んでいるというようなところで、これらの課に対

しまして、今、申し上げましたように、それぞれ所管の立場として、どういうことを

お考えになっているのか。最終的に、広場的な整備をしていく上で、どのような問題

点、課題等があるのかないのか、そういったところを今投げかけたところでございま

す。今後、こういった会議を数回開いた上で整理をしていって、役所の内部的な今後

の整備計画といいますか、そういったものを案としてつくっていって、仕上げていき

たいなというところの今、スタートに立ったところでございます。 

  簡単ですけれども、以上でございます。 

会長   ただいま、管財課長より説明がありました。ただいまの説明を踏まえまして、

何かご意見、ご質問等ございましたら、お願いしたいと思います。 

望月（秀）委員   望月です。今のご説明に対して、２点ほどご質問させていただき

ます。まず、今後の有効活用については、住民からの意見というのは反映していただ

けるでしょうか。それと同時に、ちょっと聞き漏らしているかもしれませんけれども、

この旧本庁舎の解体が終わって、ここが公園になるのか、それとも、広場になるのか

は、今後の問題として、いつごろ整備が整うのか、その２点について、お聞きします。

以上です。 

管財課長   私のほうからお答えさせていただきます。 

  もちろん、住民の皆様のご意見、ご意向、そういったものは、また機会をとらえて、

お伺いするようなときがあろうかと思います。ただ、先ほど、２番目の質問と重なり

ますけれども、いつごろでき上がるのかというところも踏まえたスケジュールという

のは、先ほども、ちょっと申し上げましたけれども、まだ、白紙でございます。これ

から、そこら辺を検討して固めていきたいというふうに考えております。 
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会長   その件について、また、決定しているとか、変更になりますというあれが、

まだ実際のところ話はないと思います。それで、ある程度のことしか回答できないと

思うんですけど、そこら辺はご理解していただきたいと思います。それで、よろしい

でしょうかね。（「はい、おっしゃるとおりです。」と管財課長が言う。）それを踏

まえた上で、質問等をお願いしたいと思います。 

宇佐美委員   宇佐美です。スケジュールのところが白紙の状態だということだった

んですけど、地域審議会が存続するのがあと３年しかないわけですが、その間にめど

が立つのかどうなのか。あるいは、例えば、市民レベルの意見を聞きますといった内

容に関しまして、計画段階から市民が入って計画を立てていくのか。あるいは、ある

程度計画を立てた時点で市民にそれを知らせて、どうですかというふうな話になって

いくのか、その２点、ちょっと教えてください。 

管財課長   お答えします。今、３年というような年数をお示しいただいたんですけ

れども、これについては、先ほどのお答えと同じように重ねてちょっとそれに対して、

どうのこうのと今言える状況ではございません。 

  それから、市民の方のご意見を聞く場面というのも、どういう場面で皆さんにお問い

かけするのがいいのかというようなところも、これから検討させていただく内容の一

つでございますので、何もお答えできなくて申しわけないんですけども、ちょっと、

スケジュール的な部分のお話は白紙でございます。 

会長   ちょっとお伺いしてよろしいですか。 

  この車庫については、解体費用幾らかかったかちょっと、薄々はわかっているんです

けど、ここを解体した以上は、ここも利用可能ですよね。そうすると、利用可能なこ

こだけではできないものがある。それじゃ、本庁舎の方もこれから取り壊わさなけれ

ばいけない。公園をつくるのに、車庫のところだけつぶして、ここには防火水槽、大

きいのが埋まっています。それと、宮田下水ポンプ施設もあります。それと、消防の

乾燥塔もあります。そういった中で、それじゃ、ここだけつぶしただけで用は足りな

いんですよね。何か、公園にするにしても、ほかの施設を造るにしても。そうなると、

やっぱり、本庁舎も取り壊していかなければいけないと思うんですよね。そうしない

と利用価値が上がらないと思います。そういった中で、ことしは、例えば、予算、車

庫については壊しました。来年は本庁舎の一部を壊すってわけにはいかないと思うん

ですよね。例えば、これからの事業予定で、そのときには、この本庁舎を一気につぶ
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して、２、３億円ぐらいだと思うんですけど、そこら辺のものもちょこちょこやるわ

けにいかないから、ここについては、じゃ、本庁舎までつぶした中での計画だと、こ

のぐらいのこんなものしかできませんよ。それじゃ、例えば、別棟にしても、議会棟、

ここのところもやっぱりあると思うんです。ここは、まだ使っているところもあるし、

南側はシルバーのも使っていると。じゃ、そこら辺までをつぶしたら、今度は、計画

としては、この全ての敷地面積の中で、できるものを考えていかなければならないと。

そうなると２年、３年で果たして、ここが全部更地になった上での、それからの計画

として何を予定できるのかと。構想として、３年でできるかどうか。そこの辺は、ち

ょっとお伺いしたいと思います。車庫については、つぶしましたよと、じゃ、これ単

年度事業だけで、これでぽんと割ったと。単年度事業にして、どんどんやっていくと、

その中で、どのくらいまで３年で進みますか。あくまでも予測です。どうですか。 

管財課長   先ほど、申し上げましたように、本庁舎については、非常に築後、年数

がたっておりまして、危険さがあるということもありまして、できるだけ早い段階で

解体をしたいという気持ちはあるんですが、これを一つ壊すことによって、幾つかの

設備とか施設、そういったところに影響が出てくるものですから、そういったところ

の所管の部署と先ほど、お話を始めたところだということでご理解いただきたいんで

すけれども、ですので、本当に繰り返しになってしまうんですけれども、まだ、本庁

舎がいつ壊せるのかというところまでは、これから議論して考えていくところでござ

いまして、現時点では全く白紙でございます。ただ、最終的な、我々の見込みという

か、見方としましては、これも先ほど申し上げましたが、この本庁舎の解体を含めた

上で、右半分が基本的に更地になるというような意識の中で、この右半分の広場的整

備というのを手がけていきたいというふうに考えているところでございます。 

会長   私ばかり質問して申しわけないんですけど、それじゃ、ことしはこれで終わ

りだと。来年の予算というのは、ありますか。 

管財課長   来年度予算に関しては、これから、議会のほうでご審議いただくという

こともありまして、そこを通過しないともちろん確定的なことは言えませんが、我々

のほうでは、ここにあります中で、上段の中ほどに浄化槽というのがございますね。

こちらが従来、庁舎がまだ機能していたころの、大勢の職員さんの分を受け持つ浄化

槽として設置してあったわけですけれども、ですから、かなり規模の大きい浄化槽が

入っていたわけですけれども、それが現在はもちろん人がいないということで、それ
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だけの大きさのものが必要ない。あるいは、あることによる不具合みたいなものも生

じてきつつあるものですから、このあたりを次には処理をしていきたいというような

形で予算要求はさせてもらっているところです。 

会長   じゃ、２４年度予算の中で、車庫の解体だけは予算計上してあった中で、こ

れやったんですか。（「そうですね。」と管財課長が言う。）じゃ、２５年度はもう

予算は組んでありますよね、その中には入っていないんですか。 

管財課長   その中に、我々としては、この浄化槽の処理のことを（「それは入って

います。」と会長が言う。）要求はしてございます。 

会長   それじゃ、まだ、これから。例えば２５年度予算が入っていると。じゃ、２

６年度、だんだんやっていくけど、あと２年、３年しかないからね。その辺のことを

加味した上で、それじゃ、この大きい、全体で４億円ぐらいかかる旧本庁舎、これが

全部できるのかどうか。そこら辺も踏まえた上で予算計上というのをどんどん目に見

える形で、例えば、浄化槽は、はっきりはまだ予算の中でも全体予算の中では微々た

るものだし。それでも、ちょこちょこかじって、予算を。そういうふうにやるしかな

いですか。もっと大きい予算をとるとか、そういったことはできないんですか。 

管財課長   ですから、それは、今から始める議論を踏まえて関係課との調整が済め

ば、そういった（不明）させていただきたいなというふうに思っていますけれども。 

会長   さっき１３課ぐらいが関連するという話で、これを何とかするには、例えば、

都市景観課とか、あれ、いつ見ても、いつまでもぼろのものがね。早くとらなければ

景観が悪いと言えば景観課も入るわけでしょ。景観が悪いから、ちょっと、これ外し

てくれと。そういう予算計上というのもできるわけでしょ。 

管財課長   おっしゃるような課は、ちょっと、我々の取り組みの中には入っていな

いんですけれども。 

会長   入っていない。でも、そういうことも言えば、景観とかが悪いよと言えば、

そういうことも出てくるわけですよね。だから、予算をもっと、そこまで踏み込んで

は悪いかもしれないけど、そういうところで、もっと予算がとれるような形で、ぜひ、

頑張ってもらいたいんですけど。 

  はい、どうぞ。 

米倉委員   米倉です。今、浄化槽ってありましたけど、ほかに網掛けしてあるのが、

都市の下水ポンプ施設と防火水槽もありますけど、これは、あくまでも地下というこ
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との網掛けですか。 

管財課長   そうです。済みません。お間違えないようにお願いしたいんですが、都

市下水ポンプ施設、それから、防火水槽というのは地下にあるもので、これは、機能

的には引き続き、この場所で継続をしていきたいものでございます。 

米倉委員   そうですね。私も、ここでは宮田会長、折原委員とも、消防団やってき

まして、そういう中で防火水槽、これは大事ですよね、１００トン。蒲原でいうと、

西だと蒲原駅にも１００トンありますね。そして、５０トンが第３分団の車庫のとこ

ろにも５０トンタンクがありまして、東の方はちょっと私遠いのでわかりませんけど、

そういう形で、防火水槽は地域住民の生命、財産を守るためにやっぱり必要かと思い

ますので、とっておきたいですよね。わかりました。 

緑川委員   緑川です。今、白紙の状態というお答えをいただいたんですけれども、

１３課に関わっている部分の意見集約をして、ある方向に向かうのが、どれぐらいで、

その後、どれぐらいのスピードでやっていこうという腹積もりみたいなものもないと

いう白紙ですか。それとも、ある程度、腹案を持っていて、この１３課に関わるから、

今のところは出せませんという状況でしょうか。どちらでしょうか。 

管財課長   正直言いまして、今の後者のほうでございます。よろしくお願いしま

す。 

佐藤委員   佐藤です。建設計画、合併に伴う中でも相当論議が議題として出ていま

して、今、そこを見ているですが、ちょっと確認ですけど、当初は用途のない支所の

基本的には売却の前提だが云々って書いてあるですが、その後、２３年９月１日の回

答の中には、その売却という言葉が入ってきていないですが、まず、売却するという

考え方はもうないよということでよろしいでしょうか。 

会長   はい、どうぞ。 

管財課長   今、委員のほうから、２３年９月の回答ということで、お話ありました

けれども、現時点では、そのとき、あるいは、その前の段階では、皆様からのお問い

合わせに対して売却という言葉が出ておりましたけれども、それに対しては、我々と

しましては、売却ということを考えていないというお答えをさせていただいていると

思います。状況は今も特段変わっていないというふうにお考えいただきたいと思いま

す。 

佐藤委員   再度、確認ですけど、だから、売却するつもりはないよということでよ
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ろしいですね。 

管財課長   はい。ここにつきましては、先ほど言いましたように、広場的な整備と

いうことを目指して今、検討をしているところでございますので、売却という考えは

今のところありません。 

会長   ほかに、ございませんか。もし、ございましたら、また後ほど、質問を受け

たいと思いますので、まだ次、残っておりますので、ちょっと、暫時休憩させていた

だきたいと思います。よろしいですか。管財課の方については、次の質問は我々だけ

で話しますから、また意見を集約して、それは後ほどということで、今回は、これで

よろしいですか。 

  じゃ、暫時休憩といたします。 

休憩 午後３時１４分 

再開 午後３時２５分 

会長   それでは、会議を再開いたします。 

  先ほどの旧蒲原庁舎、これについては、まだ、審議事項という話じゃないものですか

ら、また、それなりに進捗状況なりはまた、その都度、説明をお願いしたいなと思い

ます。 

  それでは、次に進ませていただきます。 

  次に、議事の３、「その他」に移ります。委員の皆様から全般的に何かご意見、ご質

問はありませんか。よろしくお願いいたします。 

  どうぞ、米倉委員。 

米倉委員   米倉です。７０項目の中にはないですけれど、ほかのところでも、建設

の中では、産業経済という中でもありますので、ちょっと、畑総の貸借について助成

金がおりていることについて、ちょっと質問をしたいですけど。 

会長   はい、どうぞ。 

米倉委員   昨年、近所の方が来られまして、静岡市に農地を貸しているですが、助

成金がおりるということで、今までになかったことだと。私も農協関係、また、畑総

の役員をしていて、今までなかったですけれど、その方が農地を貸して。 

会長   地域農政課。 

米倉委員   農業政策課の関係だと思いますけど、農地を貸していて、なおかつ行政

から、面積に応じて補助金がおりると。こんなでいいですかということだったですよ。



 

 ―２５― 

私たちは、自分もそうですけど、この間話しましたけど、担い手育成ということで、

認定農業者、または担い手が農地を借りて、あそこの畑総の遊休農地をなくそうとい

うことでやっておりますが、農協青壮年部、由比の方で５名ほど入って借りているで

すが、やっぱり、その人たちには助成金がないですよ。貸している人だけに助成金が

おりると。借りている方にはないと、ミカンというのは植えつけにも、まず苗木とか

初期投資が必要ですね。苗木を買ったり、肥料を買って、それで植えます。植えて４、

５年間は収入なしです。肥料と消毒やるだけで、なかなかお金にはならない。そうい

う中で、貸している人だけが助成金をもらえて、借りている人にはないというのは、

ちょっとどうかと思いまして、ちょっと聞いたところもあるんですけど、農業政策課

で話もしました。貸している方が言うには１反歩、農業関係でいう面積の単位ですけ

ど、１反歩１０アールですね。１０アール、平米でいうと１，０００平米。または、

ほかの言い方で言うと、３００坪という面積になります。これに対して、確実じゃな

くて、ちょっと聞いたんですけど、１万円ほどおりるのかな、助成金が。作地料とし

て畑総の方では、３年間の間、１反歩当たり１万円です。４年目から１万５，０００

円。ずっと造成していますからね、道路も隣接していますので。そういう形ですので、

ある程度の面積を貸しているんでしょうけれども、それも３００平米だとか、２００

平米ではそれはないと思いますけど、何反歩、何千平米とか貸している方が対象だと

思いますが、そういう形で、また、それが昨年でしたので、今年度は少し、１反歩１

万円だったら貸し手側にも５，０００円、借り手側にも、５，０００円とかね、１万

円だったら。ちょっと、片手落ちではないかなと、どういう考えかわかりません。も

ともとのスタンスがどうなっていたかわかりませんけど、それで、いいんではないか

なと思うんですよ。借りている方は、本人が言っていました、濡れ手に粟じゃないか

と。借地料もらった上に市から助成がもらえるなんて。本来、農家とか、地権者は荒

らさないことが第一ですよね。それでなければ借り手がいないわけですから。本来な

らそれでいいですけど、そういう点を少し、農業施策、ちょっと考えていただきたい

なと思いまして。 

会長   どうですか。こういう農業というか、借りている人、貸している人。貸して

いる人には助成金があると、借りている人にはないと。これって、どういうことでし

ょうね、政策上なっているわけ。 

総務・防災課長   大変、申しわけございません。ちょっと、その辺理解していない
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ものですから、ちょっと確認というか勉強させてください。済みません。 

会長   もし、あれでしたら、そういう簡単でもいいから、どういうわけでこうだと

いう説明できるような、答弁できれば、文書でもいいし、何課になるかな。地域農政

課。 

米倉委員   農業政策課です。昨年でしたから、本年度、まだ、３月いっぱいで、４

月からになりますので、もう少し検討できることであれば、先ほど言ったように双方

折半でという考えを持っていただけると大変ありがたいですけど。よろしくお願いい

たします。 

会長   もし、そこら辺、質問に対して答えられるところがあったら、課に聞くなり

して答弁よろしくお願いいたします。 

  ほかにありますでしょうか。はい、どうぞ。 

坂本委員   坂本です。今回初めて、この委員に就任させていただいて、どんな仕事

をしていったらいいのかということが手探りの状態でやらせていただいていましたが、

この地域審議会の存在がすごくもったいないというような印象がありまして、宮田会

長が、もう限りある審議の回数の中で、いかに地域住民のためになるようなものを決

めていったらいいかということをいろいろ考えまして、皆さんから、いろいろな細か

いご意見が出るのは本当に大切なことで、それも住民の意見を市政に反映していくと

いう方法の一つであると思っています。 

  それで、この地域審議会が何をしていったらいいのかというのをずっと考えていまし

たんですが、これの関連事業の７４項目ありますよね。これのまだ未着手であるとか、

それから、内部検討中であるとかというところのことにいかに予算をつけていただく

かというところをやっぱり考えて、重点的に、これを考えていかなければならないの

かなと思っています。それで、できれば、静岡市の当局のかたに、まだ事業として全

然未着手の部分について、例えば、どういうところがリスクがあるのか。そして、あ

るいは、これをどういうところまで、市民レベルの意識とか意見の集約とか、そうい

うものがあればこれが実現できるかとか。何か、そういうことがありましたら、ぜひ、

教えてほしいなというところです。 

会長   はい。この件について、どうですか。また、未着手、例えば、推進中とかと

あると思うんですけど、これについて説明ができるようなものをご用意できますでし

ょうか。 
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総務・防災課長   今、坂本委員のご意見、ご質問等ですけど、確かに未着手、ある

いは、内部検討中というものがございます。これについて、どういう状況であるかと

いうことは、再度確認して、また報告することは可能ですけど、ただ、前回は、例え

ば、そういう中で、蒲原地域において優先順位をつけた場合、どういうものをまずや

ろうかという中で、ちょうど、下水道の関係を、審議会の委員の中で勉強しようやと

いうような中で、そういうことをやってきた経緯もあります。だから、とりあえず、

現在７４項目あるうちの内部検討中とか、未着手部分について、どういう状況なのか

また報告させていただきます。その後、例えば、審議会で、これら全部をどうでしょ

うか。と言っていくのはなかなか難しい話だと思うものですから、また、その中で、

審議会として、この事業については、もっと詳しく知りたいというようなものがあれ

ば、また詳しく、そこで説明、例えば、所管課の担当職員に来てもらって説明すると

か、そういう方法をとっていただければありがたいなと。とりあえず、現在の未着手

分等についてはご説明できるような準備はさせていただきます。 

会長   この前も話の中で出たと思うんですけど、公共下水道事業というものは、全

然手がついてないですよね。これについて、もっと具体的に、例えば、こうしたらい

いのか、ああしたらいいのかとか、そういうことを今後、どういう考えでいるのか。

そういうところも地域審議会の中で、公共下水道については、重点的に、今後も課題

として定義していくかということを挙げていけば、随時報告、出てくると思うんです

よね。今後こういうふうに計画していますと。それじゃ、それについて、予算はこれ

ぐらいつけていきたいなとか、お願いしますとか、そういうふうにやっていく、経緯

というものをどんどん説明していただいて、今後予定とか、全部わかるようにしても

らえば一番いいと思うんですよ。できるのは、私たちが死んでからですよ、本当に。

１０年、２０年でできるものじゃないと思うんですよ。静岡市が今８０％ぐらいいっ

ているのかな、清水区を含めた上で。そんなに進んでいない。前に７４％とかと言っ

ていたけど。この辺は蒲原とか由比は全然ないですよね。蒲原だけこういう審議会を

持っているんだから、地域審議会の中で蒲原だけでも公共下水道をつくってくれとか、

そういう話を持っていってもいいと思うんです。 

  この間出た話で、公共下水道をやったときには、どういうメリット、デメリットがあ

るのか、それじゃ、これからうちを建てる人は、どうしたらいいのかとか、そういう

問題もあると思うんですよね。だから、そこら辺を、例えば、１軒のうちで公共下水
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道を清水の方がやったときには、１軒のうちを建てるには世帯の中で何人だと幾らぐ

らいかかっているのかとか、そういうことだって、全然、私どもわからないし、工事

費が幾らかかるのかとか。それじゃ、これから建て替えるにも、新しいうちを建てる

のに、公共下水道を待ってもしょうがないし、じゃ、その公共下水道を通すには、何

年か末には通るかもしれないけど、じゃ、今のうちに、家を建てるときには、それな

りの準備をした、配管なりをすぐ通せるような準備をしておいた方がいいのか。そう

いうこともこれから長いスパンで考えている公共下水道だから、ここら辺は、住民に

も知る必要があると思うんですよ。だから、そういうところも説明を踏まえた上で課

題として、今後ずっと、静岡市全部でやるのではなく、蒲原だけでできないものかと

か。そういうことも課題として考えていったらいいと思うんですけどどうですか。 

また、公共下水道とか、そういう。あれは何課になるんですか。下水道。そういう

方に、そこら辺の説明とか、現在、清水がやっている。何％やっているかわからない

けど、そこについては、１軒のうちがどのくらいかかっているのかとか、これからや

るにはどうしたらいいのかというのも、ちょっと、お話聞くだけでも、来て説明って

いうのはいけないかな。公共下水道を、うちを建てて、うちへ引くには幾らぐらいか

かるのか、今、合併浄化槽だよね。その中で、いつできるかわかんないから合併浄化

槽にしなければいけないんだけど、それから、切り替えるには幾らかかるのかとか。

そういうことも踏まえた上で、これからずっと、３年でできる問題じゃないし、後ど

うなるかわからなくなってしまうものね。 

支所長   今のお話、公共下水道の関係ということで重要なお話になるんですけど、

先ほどの坂本委員からのご提案の中でいくと、まず、未着手部分というのは幾つかあ

りますよね。それをまず説明していただいた上で、その中で皆さんで、公共下水にな

るかもしれませんけど、選んでいくというようなお話じゃなかったかと思うんですけ

ど、その辺、いかがでしょうか。いきなり、どんと公共下水でいってしまうのか。 

会長   そこら辺は、皆さんで考えていただいて。 

  はい、どうぞ。 

佐藤委員   佐藤です。とりあえずは、広瀬総務・防災課長から、一応、未着手、そ

れから、検討中のものを報告なりしますよということですので、それを踏まえて審議

会でどうするかというところを検討したらいかがでしょうかと思います。全然、材料

がない中で、じゃ、これあえてつくるのかと、どれでどういうふうにやっていくかと
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言ってもまとまらないと思いますので。そのほうがいいんじゃないのかなと、そうい

うふうに私は思います。 

会長   それじゃ、今度は未着手事業を挙げてもらって、それなりの説明をしてもら

うということで、また、お願いしてよろしいですか。ぜひ、お願いします。 

  じゃ、ほかに、ありませんでしょうか。 

五十嵐委員   五十嵐です。今回初めての参加で、ちょっとよくわからなくて、初歩

的な質問で申しわけないんですけれども、合併の建設計画の中で４６番、４７番と商

工業の活性支援事業というのがあるんですけれども、産業フェアのほうでは、ちょっ

と、内容的なものはわかりますけれども、４７番の大型店対策中小店支援事業という

のが、見ていますと年々助成金が減っていますよね。これはどういう助成をしている

のか、ちょっと説明をお願いしたいと思います。 

会長   わかりますでしょうか。大店法ってやつですよ、これ。違うんですか。大店

舗、例えば、マックスバリュとか、ユニーとかああいうところ。それもあるんじゃな

いの。全部法律の中に入っているんじゃない。だから、そのころからあるはずです。

これ、前にユニーというか、あれが来たときに誘致問題の話で関係していると思うん

ですよね。どうですか、はい。 

総務・防災課長   五十嵐委員、間違えていたら大変申し訳ないんですけど、例えば

商工会において商品券事業を行っていますよね、これに対する補助です。 

五十嵐委員   そういうことですか。それは、毎年助成金が減っている。 

総務・防災課長   こういう形で出して。結果的には減ってしまっているんですね。 

五十嵐委員   商工会としてこれから要望して、何かこういう補助みたいなものが受

けられるのかどうか。そういうのはない。 

総務・防災課長   そういうものではないと思います。 

五十嵐委員   ないですか。今、これは商品券の補助に対しての、この金額だけです

か。 

総務・防災課長   はい。そうです。 

五十嵐委員   そうですか、はい、わかりました。 

会長   だんだん下がってきて、安いね。これって継続でずっと金額が同じじゃない

ですよね。どうしてですか、使う人が少ないから。 

総務・防災課長   たしか、前回、国際交流協会の補助金云々という話の中で、結局
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市全体の各種団体に対する補助金等の何％カットとか、そういう一連の中での減額だ

と思います。 

会長   ふやすことはできないわけ。だから、もっと要望して、例えば、商工会がこ

れ、少ないからもっとやってくれとか、私たちがもっとアイデア出すから、これに対

して、今度は商品券じゃなくて、ほかのもので補助してくれないかなとか。そういう

ことってできないでしょうか。 

支所長   市を代弁して言うわけではありませんけれども、これは市全体の財政上の

問題で言っているものですから、ここに限らず、どこも減らされるというのは非常に

困るということは思っていると思います。その中で、一律カットということで言われ

ているものですから、これは増額するとかというのは難しいと思います。 

会長   今後、こういうものは、もっとアイデアを出して、市が、蒲原の商工会さん

がアイデア出して商業発展のためにこうだっていうものを、どんどんやっていかない

と、これだって、ほんの一部ですね。そこら辺、アイデア出していかなければならな

いのかなと思うんですけど。 

望月（秀）委員   関連することですが、商品券での補助と言われていますね。これ

６８万４，０００円ですか。この金額の中でアイテムというか何というか、今は商品

券に補助っていうことですけど、それをほかのものに変えるという、金額は変えませ

んよ。その中身を変えるということは可能ですか。 

総務・防災課長   済みません。詳細についての、その辺は、私ども、ちょっと今、

お答えできないものですから、この内容について、確認させていただきます。 

五十嵐委員   商品券の補助ということですけれども、割と今、小さい商店がやめる

ところが多いですよね。蒲原の商品券って、広告には入りますけど、広告の割には、

皆さん、使っていらっしゃらないというか、蒲原でお買い物をするにしても、やっぱ

り商品券は紙きれだから面倒くさいというか、あれをお金と商品券を変えるというの

が、手間が。あれを何か、もう少し違う形にしたらいいじゃないかなと思うんです。

割と最近、小さいお豆腐屋さんがやめるという話があったり、本当に蒲原の商店もだ

んだんすさんでいってしまって、減ってしまうというのは、本当にさみしいなと思っ

ているものですから、商品券だけでなくて、何か、ほかのもので、支援できるものが

あればと思っています。 

総務・防災課長   済みません。市が商品券事業に補助じゃなく、商工会が商品券事



 

 ―３１― 

業をやるのに対して補助金を出していることであって、市が商品券事業を行いなさい

と言っているものではないものですから、その辺は、言葉は悪いんですけど、先ほど、

会長がおっしゃったように、商工会さんの方で、そういう検討するべきじゃないのか

なと思います。 

望月（秀）委員   それはまた商工会の中で、金額が６４８，０００円というのが変

えられないのであれば、それをもう少し有効に使える何かないのか。 

ちょっと少ないね。」と 

宇佐美委員   済みません。前回です。津波とか、今回の。閉鎖されませんでしたけ

ど、国１ですね。でも、その前に、そういう話があって、新東名を、例えば、静岡市

民であれば、そういう国１閉鎖されたときに無料で使えるようなお話できないですか

ねって、たしか、前回質問したような記憶があるんですけれども、静岡市にどうしろ

というわけじゃないですけど、静岡市の動きとして、例えば、国交省にやってもらえ

るのか、その（不明）というイメージで話をしたつもりだったんですけど、それにつ

いて何か、回答まではいかなくてもお話があるのでしょうか。あったら、お願いした

いんですけど。 

会長   どうぞ。 

総務・防災課長    申しわけありません。その件確かにお伺いしました。今の段階

で（不明）もう少しお時間をいただきたいと思います。済みません。 

宇佐美委員    時間は結構ですので、また、お願いしたいですが、私が、そんなこ

と言い出してから、今回、ソロモン沖の地震があって津波が来るよといったときに、

やっぱりと思い出すのは、そういうことですよ。多分、私だけじゃなくて、ほかの

方々も実際は、そう思っている方がたくさんいると思うんですね。例えば、通勤して

いる人、それから、学校へ行っている人、それから、この間で、あってはいけないこ

とですけど、こちらの救急車が走っていきます。向こうから救急車が走ってきますと

いうときだとか、例えば、こっちで大きな火災が発生しました。湾岸署の方から来ま

すとかというときとかですね。あるいは、ここら辺で大きな犯罪が起きました、清水

警察署から応援が来ますという時には使えるのかどうかもよくわからない。私たち、

市民生活している者に対しては、そうなったとき、陸の孤島になりかねない状態なの

で、どういうふうに話を進められるのか。例えば、私たち、審議会でこういうふうな

ことを静岡市に訴えれば、静岡市が動いてくれますよ。みたいなヒントみたいなもの
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を逆にもらえるとうれしいと思うんですけど。 

会長   どうですか。新東名が去年の４月に開通して。その前の年に地震があったり

して、私、３．１１の時は、ちょっと早く帰ってきたから通れたものの、東名閉鎖に

なったんですね。そういうことも考えると新東名を利用しない手はないかなと思うん

ですけど。その辺、要望じゃないけど、市の方で、そういう話し合いを持ってもらい

たいなと思うんですけど。 

  はい、どうぞ。 

佐藤委員   私なりに、私個人ですよ。個人として蒲原支所にいて、じゃ、新東名使

うにどういう関わりを持つのか。今、言われたように、災害時等に、それじゃ、起こ

ったときに、新東名と結びつかない。新東名、ここからアクセスどうするの。新東名

というのはアクセス、一番近いといっても富士に行くか清水に行くわけですよ。その

料金云々というのは、蒲原に住んでいる私から見ると何のメリットがあるのかなと素

朴に思うんだけど。それよりも、それが起きたときにどういう、これ自治会の方の話

にもなるし、我々住民の方、個人の話になるんだけれども、避難所をどうするかとか、

避難経路をどうするとか、そういうふうなことで、私は思っているけどね。だから、

新東名と、災害時のイメージというのがわいてこない。 

会長   蒲原から新東名を利用するに４７分ぐらいかかるの。蓬莱橋の方を回って新

東名へ行くのにね。そこまで行かなくてもどこか、ここにもあるけどね。インターチ

ェンジをつくれとかという話もここにあるんだけど、そこら辺もできないんだったら、

そこら辺の無料化でもいいし、災害時は無料化とか、たしか４７分ぐらいだと思った

ね。だから、清水へ行くにも富士へ行くにも最短路を通っても松野まで行って蓬莱橋

を渡っていかないと新東名に乗れないですよ。   

吉田委員   新富士から行けば２０分くらいで行ってしまいますよ。 

会長   蒲原から車でね、新東名のインターまで行くのに。 

吉田委員   富士のインターまでね、新富士。 

会長   新富士まで行けないじゃないですか。東名とバイパスが閉鎖すれば。地震で、

津波等で。そうすると上の方を回っていかないといけないから。 

米倉委員   あそこから行くと、東名が・・・。 

会長   東名とバイパスがあそこは閉鎖になってしまうからね。向こうしかないです

よ。 
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米倉委員   そうすると、蓬莱橋。あそこから行くとなると、四十何分。 

会長   向こうは、津波の災害ないからね。だから、向こうへ行ったとして、そのぐ

らいです。そこら辺もやっぱり静岡市として、もしも、災害の場合はこうだっていう

ことを国交省へ行って話を聞いたほうがいいじゃないですか。そのときだけとか。利

用問題というのかな。はい、どうぞ。 

宇佐美委員   佐藤委員のおっしゃることもよくわかるんですけど、地震だけじゃな

いんですね、台風などもそうですね。台風なんかで閉鎖されて津波、大きい波が来て、

東名も停まる、国１も停まると。停まっていて全然平気なのは、そこから移動しない

人たち。例えば、蒲原にいる人。清水にいる人、平気ですね。でも、清水区の、ここ

も清水区ですけど、ここの薩埵から向こうの人たちが蒲原方面に来たい、何か用事が

あって。さっき言ったように、それと同時に犯罪で、清水からパトカーでも来られな

いというときに、新東名使えば、すっと清水インターから、新富士のインターから降

りてきて新富士道路を回ってきて、ここのバイパスでもいいし、あるいは、旧国１回

ってきてもいいわけじゃないですか。というようなイメージの話を私はしていたもの

ですから、済みません。イメージだけでいうと、やっぱり、そういうことがあり得る

ことなので、使う人たちが持っている心配の種というのはあるんですよ、どうしても。

先ほど言っていた津波だけに限らず、地震だけに限らず、いろいろなことが起こって、

今まで何度もとまっていますよね。大水が出て、七夕豪雨のときでしたね。由比の寺

尾辺りが全部崩れてしまって、ＪＲも停まってしまってということもありましたしね。

そんなことを考えたときに、たしか、どこかで見たんですけれども、薩埵の後ろの方

に、もう一本道路を通すんだみたいな合併建設計画だったか、合併建設計画を立てる

前段階。 

会長   農免道路がある。 

宇佐美委員   そうですね、あの辺の話だったか。通じるものを全部つくってもらう

んだという話もたしかあったと思うんですけども。なかなかそこへといくには予算の

問題もあるでしょうし、すぐ先の話じゃないんでということで、できれば、支所の方

の意見やいろいろな方の意見を聞きながら、どうすれば、私たちがそれを利用できる

ようになるのかなということを、アクションをどう起こしていけばいいのかというよ

うなことを踏まえて教えていただけたらと、先ほどの繰り返しになりますけど、お願

いします。 
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会長   そこら辺をまた聞けるところがあったら、課でもいいし、要望でもいいです

から、どこか伺えるようなところがあったら、お話していただきたいなと思いますけ

ど、よろしいですか。ただにしろ。いざというときにはただにしろと。何か証明書を

持っていけばただに・・・。どういうふうなものがあるのか。そういうのが災害のと

きにはあるでしょうね、何か。特殊何とかというのは。 

総務・防災課長   こんなこと言っては申しわけないんですけど、多分、災害時、そ

れだけの状況になれば、まず、新東名あたりが一般車両は多分、通行できないような

状況も考えられると思うんです。それこそ、緊急車両のみというようなケースもあり

ますので、一概に、今の私は何とも言えませんけど。 

会長   帰宅難民が起きたらこうするとかね。 

総務・防災課長   今、会長が言ったように帰宅難民で例えば、由比・蒲原の県道沿

い、車が渋滞しますよね。じゃ、その人たちをどうするかというのを、私たちは考え

なければならないこともあるものですからね。 

会長   聞くだけ、そういうときになったら、どうなったら災害、緊急時にどういう

ふうになるのかという、そういうものも含めた上で、また、検討していただきたいな

と思いますけど。 

  ほかに何かありますでしょうか。はい、どうぞ。 

望月（秀）委員   これも質問ですが、きょうご回答いただかなくても結構でござい

ます。 

  歴史の回廊かんばらというのがございますよね。歴史材施設の整備っていうんですか。

多分、私が思うのに、志田邸と五十嵐邸がこの中に入ってくるんじゃないかなと思う

んですけれども、志田邸がちょっと何カ月か前に新聞で賑わしたようなことがあって、

これについて、その後どう、市としては関わり合っているのか。完全にもう手を引い

てしまったのか、何なのかというような、その辺もお聞きしたいというのと、いろん

な予算のつけ方の中にあって、ここは２３年から２４年にかけて、若干ですが上がっ

ているわけですよね。これ、どんなふうにお使いになっているのか。また、次回で結

構ですのでご回答をいただきたいと思います。１，３００万円、１，４００万円かけ

ているわけですので、それなりの有効的な利用をされているんじゃないかと思うんで

すけど、どんなふうに使われているのかもお聞かせいただきたいと思います。 

会長   よろしいですか。また次回でも、おわかりになりましたら回答お願いしたい
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と思います。これ何番でしたか。四十何番。歴史の回廊かんばらって５２番ですね。 

  はい、どうぞ。 

折原委員   済みません。折原です。ちょっと、これも後で教えていただきたいんで

すけど、９番の蒲原保健福祉センター施設維持管理事業の高齢者福祉課に関する予算

が２４年度は、それまでずっと予算ついていて、２４年度はゼロですよ。何で、そこ

の年だけ何もなかったのかなと、来年度はどうなるのかなというのを、ちょっと疑問

に思ったものですから、そのことに関して、ちょっと教えていただきたいです。よろ

しくお願いします。 

会長   健康福祉センターの整備。９番。一度にあれもこれもといっても、次回だけ

で、担当人数集めて関係者が来るのも大変ですから、範囲内で回答できるところがあ

りましたら。はい、どうぞ。 

総務・防災課長   今の件について、次回報告させていただきます。 

会長   一遍にここへ集まれないから、担当課が集まり切れないと思いますので、ま

た、できる範囲で、ご回答願えればと思います。 

  ほかに、ございませんか。（「なし」の声あり） 

  それでは、事務局から何かありますでしょうか。 

参事   事務局から次回第７回地域審議会について、ご連絡をいたします。第７回地

域審議会につきましては、来月３月１４日の木曜日を予定しておりましたけれども、

翌日の３月１５日が静岡市議会議員選挙の告示日になっています。皆さんも十分承知

はしているかと思いますけれども、蒲原支所のこの会議室が期日前投票の投票所にな

るわけです。期日前投票の投票準備というのは、なかなか厄介でして、パソコン等の

設置からいろんな準備作業が二日前ぐらいからやらなければならないと。そういった

ことで、これも私の方の都合で大変申しわけないですが、１週間、前倒しをして３月

７日の木曜日に変更をしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  ７日の木曜日ですね、はい。今、現在で結構ですので、３月７日が都合の悪い方。あ

りがとうございます。会長と坂本さんと吉田さんですね。 

望月（秀）委員   木曜日と限定しなければ、ほかの日で、水曜日にするか金曜日に

するか。皆さんが、なるべくたくさんのかたが出席できる日を探してみたらいかがで

すか。 

参事   ３月７日が３人が都合が悪いというと、木曜日ですと３月28日。本当に年度
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末のお忙しい中ですが、時間は２時から開催させていただきます。議題の方ですけれ

ども、建設計画の登載事業にあります蛭沢通線の道路新設事業に関連のある都市計画

道路の山手線について、街路課から説明がある予定です。 

 それともう１点。きょうの質問の回答をできる範囲の中でやっていきたいと思いますの

で、年度末のお忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 

会長   ただ今の事務連絡について、何か質問はありますか。 

支所長   今の街路課の説明についてですが、３月28日だと年度末で出席できないの

ではないかと。 

総務・防災課長   組織機構の関係で街路課は無理じゃないかと思います。 

会長   どっちにしろ３月末とかは役所は忙しいでしょう。４月に入ってから説明は

できますか。 

総務・防災課長   できればこのメンバーでやらせていただきたいですよ。 

会長   それなら街路課の説明を受けて持って来ればいいじゃないですか。説明内容

を持ってきて課長が説明してもいいじゃないですか。 

支所長   これは概要、私たちは蒲原支所の立場と同じで取り次ぎをするぐらいで、

本来の事業課ではありませんので、詳細についての説明というのはなかなか難しいで

す。この話というのは、なぜ街路課といったかというのは正規に所管課に話をしても

らうべき事柄だということでお話しているものですから、ちょっと、私たちは聞いて

話すということはできるんですけど、それですむかというところがあるので、ちょっ

と難しいです。 

会長   ４月の審議会でも間に合うのか。 

参事   済みません。今ちょっと、選挙の担当とお話してきました。通常二日間でや

る作業を３月１５日、１日でやるというような形の中で今調整をとりましたので３月

１４日、予定どおりやるような形で。ちょっと、こっち、突貫作業になるんですけど。 

総務・防災課長   来られないです、１４日は。私を抜いてやってくれれば・・・。 

参事   ほかの会場という手もあるんですけど。こういったものが移動できないです

よ。録音するあれがいろいろあるものですからね。 

会長   この間は別に、懇談会だからね。 

参事   こっちの都合で大変申しわけないんですけれども。 

会長   広瀬課長が説明しなくてもいい内容の答弁だけ持ってくればいいんじゃない
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ですか。部署が別の、広瀬課長じゃなくてもできるところの部署のきょうの質問でも、

一部でも持ってきてやったらどうですか。だから、１４日でいいんじゃないですか。 

総務・防災課長   メインは街路課の都市計画道路山手線の説明です。 

会長   １４日予定しているわけでしょ。できるものだけでいいと。できる範囲でや

ると、街路課は３月１４日予定どおり来てもらうと。それじゃ、それで話は運べるよ

ね。広瀬課長、別に、ほかにあれば。ほかのできるところの話をすればいいわけだか

ら。その辺で可能な限りで開催したいと思いますけど、よろしいですか。 

参事   はい、済みません。いろいろご迷惑かけます。３月１４日、予定どおり、２

時から開催させていただきますので、よろしくお願いします。 

  また追って、開催通知等は送付させていただきますので、よろしくお願いします。あ

りがとうございました。 

会長   ほかになければ、よろしいですか。 

坂本委員   さっき、私が言った未着手とか。その辺の部分のどの項目にピンポイン

トを置いてお答えしていただくかというお話は。 

会長   だから、その辺については、担当というか、そこのところ。 

総務・防災課長   未着手、検討中のところについての理由について当局の方で報告

させてもらいますということでいいですか。 

会長   提出してくるから、その中で、我々がこれを検討していきましょうと。坂本

委員のおっしゃったものについては、持ってきてもらって我々がそれをどれにします

かとか、そういうピンポイントのものをやるということでよろしいですね。それでは、

１４日には、そういう方向でやらせていただきます。 

  ほかに質問等なければ、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  なお、本日の会議録の署名は、委員名簿第５番の坂本委員にお願いいたします。 

  以上をもちまして、第４期第６回静岡市蒲原地域審議会を閉会といたします。どうも、

お疲れさまでした。 

 

（午後 ４時１５分 閉会） 

       

      会  長   

      署名委員 


