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平成２６年度第４期第１４回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２６年２月６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、市川委員、宇佐美委員、折原委員 

              佐藤委員、志田委員、日野委員、緑川委員、望月和志委員 

              望月秀美委員、吉田委員 

        （事 務 局）区政課：山﨑課長、桜井主査 

              清水区役所 地域総務課：廣瀬参与兼課長、今井参事兼統括主幹、望月主査  

蒲原支所：青木支所長、石川参事兼統括主幹 

 

４ 議 事    

 （１）第４期蒲原地域審議会活動報告（案）について 

 （２）今後の審議会のあり方等についての報告 

 （３）その他 
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地域総務課主査   本日はお忙しい中、御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１４回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  進行を務めさせていただきます清水区地域総務課の望月です。よろしくお願いいたし

ます。 

  初めに御報告いたします。本日は、坂本委員、米倉委員、矢部委員の３名から欠席の

御連絡がありました。地域審議会の設置に関する協議書第７条第３項に「審議会は委

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」と規定されております。 

  本日の出席者はただいま12名で、過半数を超えておりますので、会議は成立すること

を御報告いたします。 

  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

まして、原則公開となっておりますので御承知おきください。 

  それでは、初めに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、まず次第と、次に資料１、第４期蒲原地域審議会活

動報告（案）になります。 

  皆様のお手元にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、今回で第４期静岡市蒲原地域審議会も終了となりますので会議に先立ちま

して志田清水区長より御挨拶申し上げます。 

清水区長   こんにちは。区長の志田でございます。お世話になっております。今日

は第14回目ということで最終の会議ということで、一言お礼かたがた挨拶をさせてい

ただきたいと思います。 

  この蒲原地域審議会も合併によります建設計画その進行管理を審議していただくとい

うことで１期からこれまで８年間進めていただいております。おかげさまでこの計画

も75％ぐらいが完了、あるいは推進状態だというところまできておりまして、この審

議会の役目が、機能が十分果たしてこれたということで感謝申し上げたいと思います。 

  今現在は、公共下水道の整備につきまして地域の説明会が終わり、アンケートをとっ

ている状況ということで聞いております。 

  それから、富士川緑地公園の整備につきましても、利用者の方から色々な御意見を伺

いながらこれからの方向性を決めていくような時期に来ている事業もございます。そ

れらの事業におきましても、これからの第５期が始まります審議会におきまして、そ

して地域の皆様の御意見を聞きながら進めていくということになります。よろしくお
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願いしたいと思います。 

  いずれにしましても委員の皆様におきましては、本審議会に、あるいは蒲原のまちづ

くりの協議に御協力いただきまして、これからも蒲原地域を盛り上げていっていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。誠にありがとうございま

した。 

地域総務課主査   ありがとうございました。 

  志田区長は公務のため、ここで退席させていただきます。また、毎回議事に入る前に

宮田会長より御挨拶をいただいておりますが、本日は、議事終了後に委員代表として

改めて今期を振り返り、御挨拶をお願いしたいと思いますので、後ほどよろしくお願

いいたします。 

  それでは、これより議事に入ります。議事進行につきましては、宮田会長にお願いし

ます。よろしくお願いします。 

会長   皆さん、こんにちは。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、氏名を述べてから発言をお願いします。 

  それでは、議事（１）第４期蒲原地域審議会活動報告（案）について、事務局より説

明を求めます。よろしくお願いいたします。 

地域総務課参事   皆さん、こんにちは。地域総務課の今井です。 

  それでは説明させていただきますが、座って失礼させていただきます。 

  それでは、皆様のお手元にあります資料１をお出しください。前回、12月５日の第13

回審議会のときに、その前までの12回までのものを御報告させていただいているとこ

ろでございます。今回は追加分ということで前回の13回目に行われました審議会のも

のをつけ加えたものを今回、御提示させていただいたところでございます。今後の審

議会のあり方についてということで第５期からの審議会についての取り組み、それか

ら委員定数及び開催回数等について御審議をいただいたところでございます。その中

で、今回、前回の決定事項といたしまして今後の審議会のあり方については、委員定

数10名、開催回数６回程度が妥当という審議会の御提案をいただいて、確認をしてい

ただいたところでございます。 

  以上が前回の審議会での議題、それから内容と決定事項でございます。今回の14回目、

また本日の内容等をつけ加えたところのものが最終的な活動報告になるわけですが、
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前回も見ていただいた中で事務局の案として出させていただいたものに御意見、ある

いは訂正等がありましたら最終的なものに修正していきたいと考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。以上です。 

会長   ただいま事務局から説明がありました。 

  この件について、何か御意見、御質問等はありませんでしょうか。ございませんか。 

地域総務課参事   一つ私から御報告します。皆さんに１月13日の新聞報道された県

の埋蔵文化財センター、要するに県立庵原高校跡地の関係のもので、私の持っている

情報を報告させていただきたいと思います。今、資料をお配りいたします。 

  よろしいでしょうか。もう既に１月30日の新聞報道でお目にかけていらっしゃる方も

いると思いますが、このことについて私から若干報告させていただきます。 

  この新聞報道ですが、当然、私たち事務局にも、それから市の企画課あるいは秘書課

等についても全く情報が入っていなかったことでございます。新聞を見て初めてわか

ったということで、文化財課に確認をさせていただきましたが、県からのこれらにつ

いての連絡、報告等はありませんということでした。ただ、文化財課から県の文化財

保護課へ問い合わせをしていただきまして、この新聞についての事実確認をしていた

だきました。それによりますと、県の文化財保護課におきましてもまだ議会の前であ

りますし、新年度の事業、あるいは予算のことなので報道機関等に流したことはない

ということで、県につきましても戸惑ったところがあったようです。ただ、この書い

てある内容、県の埋蔵文化財センターが県の庵原高校の校舎を使って各県内７カ所に

散らばっている文化財も取り寄せて、一つのものにまとめて展示、またそれらの研究

等を行うという内容につきましては、間違いがないということで確認はしたところで

ございます。ただ、先ほどもお話ししたとおり議会前なのでそれ、この新聞以上の情

報につきましては、当然、県もコメントを控えさせていただきたいという状況でござ

いました。ただ、この内容におきましては、来年度予算がついて校舎の改築経費が計

上されるということなので、間違いなく来年度に入ってから県もそれなりの動きはす

るというようなお話があったということだけは伝えてほしいということで報告を受け

ていますので、一応、皆さんには私たちが知っている情報を提供させていただきます。 

会長   今、事務局から県立庵原高校の跡地の件について１月30日の静岡新聞で報道

があったことについて説明がありました。 

  この件について、質問、意見といっても我々も答えられないことですから、事務局が



 

 ―５― 

答えられるような質問であれば受け付けてもよいかなと思います。何かありますでし

ょうか。 

緑川委員   緑川です。このお話は校舎のお話なのにグラウンドがどうなるか、グラ

ウンドがたしか、平成27年までですか、清水東とそれから桜が丘高校が使って、その

後は決まってないというふうに聞いておりました。グラウンドがどうなるのかという

ことがちょっと心配なんですけれども、その辺、何か情報がありましたらお聞かせい

ただきたいと思います。 

会長   はい、事務局。 

地域総務課参事   確認したのは、校舎の改築を含めた中での文化財センターの移築

ということですから、グラウンドにつきましての情報はありません。お話の中の中心

もセンターという建物、ハードの部分だったものですから、それは多分、来年度以降

に県もその辺の検討に入るのではないかと思います。今、私たちのところにはその辺

の情報は入ってはおりません。 

会長   はい、どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

日野委員   11回のときに各施設の跡地利用の方針という話し合いが出ましたが、そ

の中の旧庵原高校の校長宅はもう砂地にしていました。 

地域総務課長   たしか前回の審議会のときに庵原高校の校長宅については取り壊す

という報告をさせていただいております。ただ、その後どうなるかということはちょ

っとわかりません。 

会長   ほかにございませんでしょうか。 

望月(秀)委員   望月です。今、今井さんから説明がございましたけれども、私も初

めて目にしたわけですが、火のないところに煙は立たないということで、今、まだど

うなるかは明確になっていないとはいいながらも、こういうものが新聞報道されたと

いうことは、ある程度信憑性を持った内容じゃないかと思います。この審議会におい

ても、４期の最終段階になって東の玄関という位置づけをしながら庵原高校の跡地に

ついても話が出たわけです。これがあと何年後にはどうするか、宅地になるのかそれ

とも企業に売るのか、また何かほかの利用となるのかというような懸念もありました

が、私の思うところ文化施設に一部なるということは、ある程度その道筋が少しでき

たかなということで理解はしているわけですが、広大な土地ですから、審議会として

もいや応なく第５期の中では審議対象になってくるのではないかなと思います。 
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これは以前に自治会とも協議し市長にも答申してあるので、自治会としましても今

後どうなるかということを、緑川さん、ぜひ慎重な対応をお願いしたい。私としては

ある意味、文化的なところに一部の土地が使われるということでちょっと安堵してい

るところもあるわけですが、これは慎重に今後の成り行きを見守っていきたいという

ふうに考えております。 

  それと同時に、事務局でもそういう情報が入手できた段階においては、またこの機会

に反映させていっていただきたいというように思います。以上です。 

会長   はい、ありがとうございます。 

佐藤委員   佐藤です。私もこの新聞記事は読みました。今改めて読みますと、不動

産というのか土地、緑川さんも心配されていた土地が静岡市のものになるのか、県の

ものになるのかって非常に議論されてきましたが、この新聞報道を読むと、そのまん

ま県の持ちものとして活用していくんだなって受けとめられるんですよね。静岡市に

聞くのも失礼ですが、その辺はどういうふうに感じられているのか。いわゆる県は県

立高校ですから、そのまんま県のものとしての利活用を検討しているわけですね。方

向性は間違いないと思いますが、一番心配している民間への払い下げだとかそういう

ことはないのかな、その辺の何か、市のほうはどういうふうにお感じになっているの

かと、言いづらい点はあるかと思いますけどもいかがでしょうか。 

会長   はい、事務局。 

地域総務課参事   先ほどお話しさせていただきましたが、情報としてはこれが全て

だということです。確かに以前、審議会、あるいは自治会から、庵原高校の跡地につ

いては売却することなくスポーツ研修センターとか、そういうような社会施設に活用

するよう県に要請してもらいたいというような話も出てきたところでありました。今

回は、先ほど佐藤委員がおっしゃったとおり、やはりこの施設は県として活用してい

くのだというような部分で理解がとれるのではないかと思います。これにつきまして

は、市の地域活性推進本部というところでまた県との連絡をとりながら、この辺の部

分について話を進めていくというようなことになろうかと思いますが、先ほど言った

ように、議会前ということで、これ以上のお話はしていただけていないものですから、

そう推察するしかないのかなというところで、今、このような状況で考えられるとこ

ろはそこまでかなというような、市としてはそんなふうな形をとっているように思い

ます。 
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  ここに書いてありますとおり、２年先の2015年度には改修工事を行う計画で、それ以

後の形で運用がされていくというところはお話があったようですが、全体的な構想と

しては全くないということですから、跡地についてトータル的にどうなるのかという

ことは、今後わかったところで御報告したいと思います。以上です。 

会長   はい、ありがとうございます。ほかに質問等はございませんでしょうか。 

  それでは、公共下水道の件について、報告はできますか。お願いします。 

地域総務課長   今、会長からお話がありました公共下水道の関係ですが、昨年11月

から12月にかけて蒲原地区、また由比地区について、この公共下水道についての説明

会を開催しております。そして、蒲原地区においては10回行われました。参加者が延

べ216名でありました。これについて、その場で参加された方についてアンケートもと

っております。それと今現在、アンケートが各世帯を回っているかと思います。これ

らを集計して、３月ごろにアンケートの結果を公表するということでございます。 

これについては市のホームページ等で公表する予定でおるということです。このア

ンケート結果を踏まえた中で、今年の夏ごろと聞いてはおりますが、市としての汚水

処理の方針決定をするということです。誤解がないようにお話しさせていただきます

が、アンケート結果によって決定するというものではなく、アンケート結果はあくま

でも参考とした中で下水道関係の審議会組織があるので、その中で協議をして市の方

針決定をしていくということでございます。今現在、所管課からはそういう報告を受

けております。以上です。 

会長   はい、ありがとうございます。 

  この件について何か御質問とか意見とかありませんでしょうか。 

  アンケートは、全部終わりましたか。参加率というのはどのぐらいでしたか。 

地域総務課長   先ほど言いましたように、蒲原地区で10回行いまして216名です。ち

ょっと少ないかなというような気もしないでもありません。ちなみに由比地区では６

回で268名です。 

会長   はい、わかりました。 

  何だかんだ言って、やっぱり行って話を聞かないとわからない。対象者がいっぱいい

るのにこれだけしか来ないということ自体がおかしい。ＰＲ不足というのもあるかも

しれないけれど。これで決定を見てどうのこうのっていう話じゃないと思いますけど。 

  はい、ほかに何か質問ありませんでしょうか。 
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  それでは、議事（２）今後の審議会のあり方等について事務局より報告を求めます。

よろしくお願いします。 

区政課長   区政課の山﨑と申します。よろしくお願いいたします。それでは座って

報告させていただきます。 

  前回、13回の審議会におきまして委員の数を15名から10名に変更する条例制定の議案

でございますが、２月の定例会議案として現在提出しているとことでございます。 

  議案の名称でございますが、「静岡市及び蒲原町の廃置分合に伴う地域審議会の設置

に関する協議により定められた事項を変更する条例の制定について」という名称でご

ざいます。 

  今後の予定ですが、２月20日に平成26年度当初議案説明会が開かれます。そこで説明

が行われまして、翌21日の本会議にて議案が上程されます。その後、委員会に付託さ

れてまいりますので、３月になりますが３月11、12日に生活文化環境委員会、これは

私ども区政課が所属している委員会ですが、そちらのほうで議案の審議が行われ、３

月20日に本会議が開かれましてそこで議決が行われる予定となっております。 

  なお、議決後、平成26月12日の施行予定となっておりますので、第５期の審議会より

適用となる予定です。区政課からの報告事項は以上でございます。 

会長   はい、ありがとうございます。ほかにはございませんでしょうか。それでは、

議事（３）その他に移ります。 

  委員の皆様から全般的に何か御意見、御質問等はありませんでしょうか。何でも結構

です。はい、どうぞ。 

緑川委員   今回の汚水処理についての自治会として取り扱ったときの感じで、蒲原

の場合はもう合併浄化槽という感じで、皆さん全然問題がないから来ない。先ほど会

長が言いましたように、実は法定検査を年に１回浄化槽は受けないといけないことに

なっています。私が調べた結果、蒲原工業さんですとか大沼興業さんにそれぞれ皆さ

ん日常の管理はやっていただいていて、その中に法定も含まれていると思っている方

が大多数おられる。急に公式の検査機関から検査を何日にやります、支払いは六千何

百円です、銀行振り込みにこれを変更した場合は少し割引がありますというのが来て、

何だということになった。それから説明会に行って隣近所に聞いたら誰もそんなの受

けてない、私だけがそれを受ける、ずっと毎年払っているというようなことで、全体

としてそれが問題になってきています。聞く限りでは、いわゆる日ごろ管理している
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業者には法定の年１回の検査をする資格はないそうです。検査センターというところ

がやらないといけないと。掌握していたら検査機関から検査ですよと来るけれども、

掌握してないところは来ない。単独浄化槽から合併浄化槽に変更された方で、ちょう

ど合併後に変更をして補助金を受けた方のところには大体来ているようですね。それ

以前から、例えば単独浄化槽でやっている人たちのところには来てないというのがど

うも実態のようです。ですから、先ほど会長のおっしゃったような問題が今あちこち

でぽつぽつと出ています。 

会長   先ほど私が話をした問題について、ここら辺の理解、利用者というか住民の

方の理解がちょっと違うんじゃないかなと私も思いました。なかには納得して払いま

したという人もいました。市がどういう形をとっているのか、住民の方が申請してこ

ういうふうになって、初めて見たわけじゃないんだけど、もう検査をやっているんじ

ゃないかなと。大沼さんとか蒲原工業さんでやっているんじゃないかなと、法的なも

のをやっているんじゃないのかなと、報告してくれてないのかなとか、いろいろ感じ

ている人が多いようです。だからそこら辺は私もわからないから話をしたんですけど。

そこら辺はまた、何かいい形で説明できればいいなと思いますけど、もしできたらお

願いしたいなと思います。何でかなって思っている人も公共下水道の説明会のときに

は来ないし、公共下水道と合併浄化槽とこうですよ、お金がこのようにかかります、

こっちにはかかりますよというそういう説明も市がわざわざ出向いてきて話をしてい

る。だから住民も悪いところは悪いです、確かに。また、事務局でも説明ができるよ

うだったらできるだけの対応をしてくれればありがたいなと思います。 

  はい、ほかに何かありませんでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  第４期蒲原地域審議会は今回をもちまして終了となります。つきましては、最後に当

議会の会長として一言御挨拶を申し上げます。 

私もこの地域審議会が合併後発足して１期、２期と、それからまた４期については

会長をやらせていただきまして、計３期、６年携わってきました。当初、１期、２期

というのは、議会の延長みたいな形でいろいろ議事の中でも議会の延長のような審議

でやってまいりました。今回、４期を終えた時点である程度といっては失礼ですけれ

ど、この審議につきましても９割方実施できてきたということで、あと１期残ってい

るわけですけれど、あと２年、私としては実績としてはあんまり感じない気もします。
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また、皆様には本当に御迷惑をかけたと思います。先ほどの庵原高校跡地の問題につ

いても、それをどのように判断して、どのような形で皆さんが話し合っていくのか、

それとも連合自治会が話を進めていくのか、いいものをぜひやっていただきたいなと

思います。 

  また、審議会の委員定数についても削減して回数も減るということで、充実した意見

のやりとりができると思います。懸念するのは、人数が少なくなったときに、欠席者

が出ちゃうと会議が成り立たなくなる面もあるので、少ない人数の中で審議するとい

うことでそれなりに集中して審議してやっていただければなと思います。２年間やら

せていただいてどうもありがとうございました。また今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

  それでは今、私ごとでちょっと恐縮ですけれど、今後、会長さんになる人にはどうい

うふうにしてもらったらいいのか、何かありましたらお伺いしたいんですが。どうで

すか、副会長。 

望月(秀)委員   望月でございます。一般の委員の皆さんに１期やられた方、また２

期やられた方もいらっしゃるかと思いますが、この審議会がどんなものであったのか

感想でもお聞かせ願えればと思うんですが、いかがでしょう。 

また、次に継承していくというか、私が思いますに、中にはこれで、この間も定数

の問題、回数の問題のときに、もう私はおろさせていただきますという方もいらっし

ゃいましたけれども、次に送る言葉じゃないですが、そんなことを感じるところがあ

ればお聞かせいただきたいです。 

緑川委員   緑川です。何て言いますか、張り切ってきたんですけれどもおいしいと

ころはみんな終わっていたというのが率直な印象でございます。残っているのは例の

汚水処理の問題だとか、少しスパンの長いようなやつで、ここで我々が意見を交換し

てもなかなか具体的なものが出てこないようなものだけだったという感じでございま

した。焦点の絞りにくいところを会長、よくやっていただけたと思います。どうもあ

りがとうございました。 

会長   どうもありがとうございます。お褒めのお言葉をいただきまして、本当にあ

りがとうございます。 

  さっきの話ですが、庵原高校もこういう形というものがちょっと見えてきたなという

ところで、あと少したてばわかると思うんですけれど、そういった中で附帯設備とか、
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周りのアクセス道路とか、庵原高校横の駐車場もありますよね、現在利用者のために

使って、今また利用者さんは駐車場を移して、そこがまた更地になった状態でアスフ

ァルトになっていますよね。それとか横の問題、今、ゲートボールをやっているんで

すけど、ああいうところについても附帯設備としてやっぱり今後、静岡市の土地だか

らそこら辺をやっぱり課題として挙げていくべきじゃないかと私は思います。まだそ

れだけのことですけどね、こういう埋蔵文化財とかが来るにあたって、それなりの施

設になると思います。蒲原の人間にとっても見栄えのするものをやってもらうとかと

いうことも今後お願いして、また自治会さんもお願いして力を合わせてやっていただ

きたいなと思います。私のからは以上です。 

望月(秀)委員   私も２期副会長をさせていただいて、特に今回、４期目の２年とい

うのは、ここに資料として前期、後期とありますけれども、果たして何をしてきたか

なというような自戒の念も非常に高いところがあります、正直申し上げまして。５期

10年という機会をいただいて、最終あと１期、２年になるわけですけれども、この次

にやっていただく方には総括をしていただかなきゃいけない。そして今、緑川さんが

おっしゃられたように75％の進捗率があるわけですけど、おいしいところが終わって

しまいまして、あとはスパンの長いところ、それから統廃合されてもう審議が打ち切

りというようなところも多分にあるかと思います。そのような中において、４期では

最終、東の玄関という位置づけでどのようにまちづくりをしていくかというようなと

ころが出てきました。これは建設計画の中にはないお話です。ですからそこで終わる

のではなくて、建設計画にまだ取り残されている問題をこの東の玄関というところに

組み入れていって、庵原高校の問題も跡地の有効利用なんていうことでやっても、な

かなか審議会ではうまくいくものじゃありませんし、やはり自治会と歩調を合わせた

中に審議会が加わるというようなことでいかないと、なかなか審議できないような問

題ではないかと思います。残された２年の中でどのようにこの10年の総括をしていく

かということで、非常に貴重な２年間になろうかと思います。私たちがここで経験し

たものを、次の委員になられる方、10名に託すわけですが、そういう人たちにぜひこ

の経験したことをまた何らかの形でアドバイスをしていただきたいし、私もしていく

つもりであります。この４年間を決して無駄にしないように私はしたいなというふう

に思っております。そんな気持ちでいますけど、もし皆さんの中には私がこうだとい

う意見があればぜひお聞かせいただきたいと思います。会長、いかがでしょうか。 
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会長   ただ、今、副会長が言ったように私の意見でもやはり内容の中で参考にでき

たらいいなと思います。その中で、この地域審議会に、今回で最後ですが、引き継い

で終わってほしいなということがありましたら、言っていただければ記録にも残りま

すから、何かありましたら最後ですからよろしくお願いいたします。 

佐藤委員   感想とお礼を述べたいと思います。 

  審議会としてこの２年間どういう役割を果たしてきたのかなと自分なりの感想ですが、

合併して１期、２期の地域審議員をやって、１期おいて４期目でやったということで、

合併当時は色々な大きな課題があって目玉がありました。１期、２期というのは、こ

このまさに文化センター跡地をどうするかというところがありまして、３期のときに

は残念ながら東日本大震災があって、その津波対策をどうするかというような大きな

議題があった。４期目で私が参加をさせていただいたときに、自分なりの感想では、

おおよそもう合併の登載計画というのは大体が方向性は見えているなというところで、

どんな役割をしたらいいのかなと、自分なりの意見は述べてきたつもりですけれども、

どんな形でまとめるにしてもこの地域審議会が５期10年ということで、有意義なもの

であってほしい、次期の方については頑張っていただきたいなと思います。自分も貢

献できたかどうか反省はしていますけれども、委員の皆さんとそれから当局の皆さん

にも大変お世話になりました。これで私は終わりますが、ありがとうございました。 

会長   はい、どうもありがとうございます。 

望月(秀)委員   ちょっと愚問かもしれませんが、定数が10名になるということの中

で、その割り振りというんですか、私は、第３期は公募、第４期は学識経験者という

ことで入れさせてもらいましたが、今度の構成というのはどんなふうになるんですか。 

区政課長   まだ最終的な結論ではございませんが、今考えているものを申し上げさ

せていただきます。現在、御存じのように公的団体５名、学識経験の方５名、あと公

募員５名ということで15名いらっしゃるわけですが、現在考えられておりますのは、

公的団体を１名減の４名、学識経験者の方を１名減の４名、公募員の方を２名という

ことで計10名というような構成を現在考えているところでございます。 

会長   はい、どうもありがとうございます。 

望月(秀)委員   新しいこの５期の発足というのは７月ですか。 

区政課長   はい。皆さんの任期が６月11日まであると思います。12日から新しい委

員さんになりますので、それまでには手続を踏んで任命をさせていただければと考え
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ているところでございます。 

会長   はい、ありがとうございます。 

望月(秀)委員   まだこれから６月11日というとこれからすごく長いわけですよね。

そのときに私たちはまだ６月11日までは審議会委員ということでいくのか、それとも

今日の日をもって終わりとなるのか、これはどうですか。 

区政課長   もちろん任期にございますので、会としては定例会は本日で終了予定で

ございますが、場合によってといいますか必要に応じてというか、緊急ということも

あるというか、当然、６月11日まで任期中は委員さんでいらっしゃいますので、今日

でおしまいということではございません。 

会長   はい。ありがとうございます。ほかにございませんか。 

五十嵐委員   五十嵐です。私は４期、２年間参加させてもらいましたが、わけのわ

からないままに２年間過ぎてしまったんですよね。今回、15名から10名に減るという

ことで、この委員を選ぶときに、ある程度今いらっしゃる方と、前にどんな方がいら

っしゃったかわからないですが、そういう方も含めてわかる人に審議してもらわない

と、いきなり新人がここに入って第５期の２年をやっても、結局、わけのわからない

ままに過ぎてしまうんじゃないかと思います。その辺をちょっと心配していますけれ

ども、私も商工会を代表してということで２年間来ましたが、あんまり商工会のほう

にこの審議会が関係ないような、あまり意見をすることができなくて本当に申しわけ

なく思っていますけれども、その辺の人選というか、そういうものも考えていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長   この人選について、やっぱり五十嵐さんが言うようにどういう方をどういう

ふうな形で任命していくとか、それと先ほど言ったように、わからないところに来て

さっとやるというのは、それに対しては事務局も色々と考えていることがあると思い

ます。だからいきなり10人が来てわけがわからないというのではなくて、事前に資料

とかを渡して理解してもらうとかという、そういう方法もあると思うんですよね。 

区政課長   御意見ありがとうございました。もちろん５期の審議がスムーズに円滑

にできるようにその辺は十分に配慮させていただいて、また私ども事務局の中でも十

分協議をして進めていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

会長   よろしいですか。ほかにございませんか。 

  それではこれをもちまして本日の地域審議会は全て終了とさせていただきます。 
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  なお、本日の会議録の署名は委員名簿１番の五十嵐委員にお願いします。 

  それでは、以上で第４期第14回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。長時間あり

がとうございました。御苦労さまでした。 

（午後 ２時５０分 閉会） 

 

 

会  長 

署名委員 

 


