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平成２０年度第１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２０年４月２５日（金） １４時００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、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 

（片瀬委員、三好委員、鈴木委員、欠席） 

        （関係課）望月公共建築課統括主幹、大瀧公共建築課主査 

石川公共建築課主任技師 

        （事務局）田島理事兼総務・防災課長、三宅区政課長、 

久田区政課統括主幹、太田区政課主査、 

天野総務・防災課統括主幹、池田総務・防災課主査 

原蒲原支所長、山崎参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）（仮称）蒲原地区市民センター実施設計の報告について 

 （２）平成 20・21 年度静岡市蒲原地域審議会委員の構成について 

 （３）平成 18・19 年度静岡市蒲原地域審議会の活動報告について 

 （４）その他 
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蒲原支所参事   定刻になりましたので、平成２０年度第１回蒲原地域審議会を開催し

ます。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。 

  ここで、あらかじめ御報告いたします。本日は、片瀬、三好、鈴木委員の３名が欠席

との報告があり、１５人の委員が出席されておりますので会議は成立します。 

  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、資料１の

（仮称）蒲原地区市民センター実施設計書、次に資料２としまして蒲原地域審議会の活

動であります。お手元にございますでしょうか。 

  ここで、平成２０年度市職員人事異動により、清水区長が替わりましたので、会議に

先立ち伏見清水区長から御挨拶申し上げます。 

清水区長   初めての地域審議会ということで、一言御挨拶を申し上げます。 

  今日は、地域審議会の第１期の最終日ということで、委員の皆さんには２年間にわた

り、本当に御苦労さまでございました。合併初年度からの委員さんということで、蒲原

地区住民の合併に対する不安を解消すべく期待を背負いまして、御努力をされましたこ

とに改めて感謝を申し上げる次第でございます。 

  あとで説明がございますけれども、念願でありました蒲原地区の市民センターの建替

えにつきましては、平成２２年度完成をめどに、今年度からスタートいたします。立派

な市民センターができるものと期待をしておるところでございます。大切なことは完成

後の活用でありまして、まちづくりの拠点として、住民に愛される施設となるように御

尽力をまたお願いをしたいなというふうに思います。 

  審議会はこれから第２期、第３期と続いてまいりますので、皆様には今後の委員の職

のありなしにかかわらず、蒲原地域のまちづくりのために御支援賜りますことをお願い

いたしまして、簡単でございますけれども、挨拶とさせていただきます。本日はよろし

くお願いいたします。 

  なお、これから私ちょっと所用がございますので、ここで中座をさせていただきます

ので、本日はよろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   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します。 

志田会長   皆さん、こんにちは。お忙しい中、御苦労さまです。回も重ねまして、今

回の会は本年度の第１回となっていますけれども、実際は２年間の締めくくりの最後の

審議会ということで盛りだくさんの内容ありますけれども、また最後に私もちょっと御
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挨拶させてもらいたいと思います。本日の審議は、ひとつよろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   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、志田会長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

志田会長   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、皆様にお願いいたします。会議録作成のために、発言の際には

スタンドのスイッチを入れて、氏名を述べてから発言をお願いいたします。 

  なお、本日の会議は、およそ２時間、午後４時を終了予定にしていますので、御協力

のほどをお願いいたします。 

  それでは、議事の（１）「（仮称）蒲原地区市民センター実施設計の報告について」を

議題といたします。公共建築課からの説明をよろしくお願いいたします。 

公共建築課統括主幹   公共建築課、望月です。 

  本日はお忙しい中、御苦労さまです。 

  （仮称）蒲原地区市民センターの実施設計の方がまとまりまして、図面の方がほぼ上

がったものですから、今回この席をかえて報告させていただきます。 

  皆様のお手元の方に資料１というのがいっていると思いますが、これの１枚目が完成

予想図になっております。 

  向かって旧国道の方から見た姿図になります。奥側がＪＲ東海道で、右側に図書館が

ございます。前面につきましては、今ちょっと黒くつぶれているところがあるかもしれ

ませんが、前面の黒くなっている部分、これについてはアルミの面格子になっておりま

す。左側に駐車場、建物のほぼ中央ですね。この絵を見ると、人がちょっと歩いている

ような部分、ここが中央通路になりまして、屋根はありますが外部の通路になります。

ここを通って裏側の駐車場の方まで歩いて行けるような格好になっております。 

  建物の右側が公民館の部分です。左側が蒲原支所の部分になります。 

  この絵の建物の裏側に一部２階建てのものが見えておると思いますが、この部分が子

育て支援の棟になっております。一部、２階の部分につきましては工作室になっており

ます。 

  ちょっと上の方から見た格好で、裏のＲで曲がっている部分がちょっと見えにくいで

すが、そこを通って駐車場の方に行くような格好になっております。 
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  左側の上、ＪＲの電車のすぐ下のところですね、これが倉庫棟になります。これにつ

いては水道でありますとか防災、あと備品、これらの倉庫とあとプールで使われるトイ

レですね、それを完備しております。 

  そのすぐ下、これが児童遊園になっております。本来ですと、この部分から見ると体

育館の陰に隠れて見えないんですが、一部体育館を透明にして見えるような格好で絵を

描いております。 

  前面の道路に戻っていただきまして、ほぼ中央ですね、車がとまっているかと思いま

すが、ここが道路から入った寄りつきになります。あと、右側の駐車場部分ですね、こ

この前面に道路がありますが、今、ネズミ色の車ですか、ちょっと入っていくようなと

ころがありますが、そのすぐ横、ちょっと見えにくいですが、ここにも寄りつきがござ

います。 

  全体的なイメージは、こんな感じということでとらえていただければよろしいかと思

います。 

  では、１枚めくっていただきまして、右肩のところに１と書いてあるところから最後

のページ１０ページまで、図面の方を説明させていただきます。 

  この１の図面が配置図となっております。 

  建物としましては、中央通路を挟みまして右側が蒲原支所部分、左側が公民館部分、

少し下がりまして子育て支援部分と、３つの棟に分かれております。 

  公民館部分の下のところ、左下ですね。ここ一部、四角く囲まれているところが外舞

台になります。この部分については演劇であるとか何らかのもので使うときは、駐車場

から見るような格好になるかと思います。 

  それともう一つ、現在、文化センターのところにバス停の上屋があると思いますが、

それについては今回の計画の中ですと、ちょっと位置的に難しい部分がありますので、

左側の歩道橋のすぐ下に四角くなっている部分があるんですが、ここに移設するような

格好になります。 

  全体配置からいきますと、以前御説明させていただいたときとほぼ配置的には変わっ

ておりません。体育館のすぐ上、蒲原支所の右側のところに駐車場を設けまして、公民

館下の部分ですね、子育て支援の左下、ここに駐車場がございます。駐車場につきまし

ては、歩道橋部分とこの駐車場、体育館の上の部分の駐車場を含めまして合計１２５台

を計画しております。 
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  最後に、一番下の部分、先ほどパースの方で説明させていただきましたが、倉庫棟と

なっております。その上が児童遊園ですね。当初、ブランコの方が体育館寄りにあった

んですが、一部ここのところに取水栓の基礎がちょっと出ておりまして、若干ブランコ

の方を下に下げさせてもらっております。 

須藤副会長   この図面は説明が終わったら回収でしょう。 

公共建築課統括主幹   回収させていただきます。 

須藤副会長   回収でしょ。だから、ここへは書けないですよね。この図面の中には。 

公共建築課統括主幹   ええ。書いてもらっても結構ですけど、回収させてもらいます

ので申しわけありませんが、ちょっと発注前の図面なものですから申しわけありません。 

  説明続けさせていただきます。 

  子育て支援部分の右側に一部、幼児遊園というのがございます。これについては子育

て支援の子育て交流サロンの方からの出入りを考えておりまして、一体利用できるよう

な格好で、こちらの方は考えております。 

  全体配置としては以上になります。 

  １枚めくっていただきまして、２ページ目をお願いします。 

  １階部分の平面になります。先ほど御説明したように３つに分かれておりまして、右

上の部分が蒲原支所の部分、左が公民館部分で、ここにホールがございまして、固定席

これは２階になるんですが、これが９１席、可動席といいまして、今、客席が書いてあ

るところが完全に上の部分に収納されるような格好になります可動席の部分が２３３

席、あと、数が多くなった場合にパイプいすを並べてもらう場合があるんですが、それ

が約７０席、それと車いす席、これを含めまして約４００席になります。 

  それでホールの右側にエレベーター、階段、トイレがございまして、そのさらに右側

が展示ホールになっております。ここについては上が吹き抜けになっておりますので、

ある程度大きなものも展示できるかなということで計画しております。 

  下に下がりまして公民館の事務室、右側、公民館の部分なんですが、書庫であるとか

倉庫であるとかが配置されております。 

  さらに右側に行きまして舞台のちょうど下ですね。これがスタジオ、防音のスタジオ

になっております。ここにつきましては、そのすぐ下、これ、ちょっと明示がないんで

すが、外舞台と一体利用できるような格好で考えております。 

  次に、右側の真ん中に行きまして、これが子育て交流サロンになります。相談室であ
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りますとかスタッフルーム、授乳室等がございまして、下部分のところに一部畳の部屋

がありまして、ここら辺で子供さんが遊んだり、くつろいだりしたりできるスペースと

なっております。 

  最後に、一番下のところに一部階段があると思いますが、これは２階のところに上が

る、２階にデッキがあるんですが、そこに上がる階段になっております。 

  １枚めくっていただきまして、３をごらんください。 

  ２階の平面図になっております。左側部分、これが先ほどの客席の上部になります。

上の部分、客席２階と書いてある左上の部分があると思いますが、これが固定席になり

ます。その下、ここから行き来できるんですが、先ほど説明させていただきました可動

席がここからつながるような格好になっております。その下が舞台上部、さらに下が、

これがこの施設の機械室になっております。 

  今度、ホールの右側に行きまして、階段であるとかトイレ、あとパソコン室、その下

が和室になっております。この和室については音が出るのが、考えられている使用勝手

があるということなものですから、一応この和室は防音で考えております。 

  そのすぐ右側、ここも防音のスタジオ、小さいスタジオということでスタジオ（小）

を計画しております。 

  中央、吹き抜けのすぐ下、デッキとなっておりますが、これは一番下の階段まで、実

際には屋根が一部かかっているんですが、外部で階段まで行けるような格好になってお

ります。そのデッキの右側が支所の執務スペースになっております。 

  ここでちょっと、以前説明させていただいたのとちょっと変わったところがございま

して、ここの吹き抜けと書いてあるすぐ右側部分が、もともと下からの吹き抜けで一部

なっていたところがあったんですが、将来的に増床の可能性があるということで、これ

は吹き抜けを取りやめて、執務スペースをふやしてございます。執務スペースの下が階

段であるとかトイレになっております。 

  真ん中のデッキの方をちょっとごらんください。この中央に工作室とありますが、こ

れが一応工作の作業ができるスペースになります。これについては、天気のいいときは

前のデッキで多少は作業できるんじゃないかなということで計画しております。 

  ２階については以上でございます。 

  １枚めくっていただきまして、４ページをお願いします。 

  ４ページが３階の平面図になっております。 
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  右側から大会議室、小会議室、大会議室、この大会議室については、区切って小会議

室ぐらいで２つで使えるような格好で考えております。 

  その左に行きまして調理実習室、その下が和室、二間続きの和室になっております。 

  その左に行きまして階段、便所等を配置しております。 

  その右側、これについてはホール部分の上部が示されておりまして、当初、青空広場

で考えていた部分があったんですが、ちょっと構造の方と相談したところ、かなりはり

が飛んでいるものですから、ここに大勢の人が乗ると将来的に漏水であるとか、構造的

にちょっと難しいんじゃないかということで、人は出られるんですけど、たくさんの人

が乗るようなものはちょっとできないということで、青空広場の方はちょっと取りやめ

にさせていただきました。基本的に出られるのはＡ階段の上ぐらいまでですね。 

  それで真ん中に交流スペースがあると思いますが、このすぐ下に二重線である部分が

ありますが、これが工作室のところの屋根になりますので、この下を通って、２階の出

入り口の方に行くような格好になります。上の部分については、右側の方と左側の方に

Ａ、Ｂと書いてあると思うんですけど、この部分については外に出られるベランダであ

るとかバルコニーを配置しております。 

  次に、１枚めくっていただきまして５ページをお願いします。 

  Ｒ階の平面図になりまして、基本的には設備機器の置き場として考えております。一

部Ａ階段というのがペントハウスということになっております。 

  １枚めくっていただきまして６ページ目、これが立面図になります。 

  上の方から説明させていただきますと、上の部分が北側から見た立面図になります。 

  先ほどパースの方で御説明しましたが、格子状になっているのが一応アルミの格子に

なっております。真中部分、１２と１０の間ですね、ちょっと１階の部分を見ていただ

くと、何も書いてない部分がありますが、これが通路になりまして、南側の駐車場に続

く屋外通路になります。 

  左側部分が蒲原支所で、右側部分が公民館、ホールになっております。外壁について

は、押出成形セメント板というセメントを固めたような外壁材がありますが、それで一

応計画の方はしております。 

  下に行きまして、これが西側の立面図になっております。西側の道路の方から見た感

じということで考えていただければよろしいかと思います。左側が公民館で、公民館の

四角いところのすぐ右側で１段下がっている部分があると思いますが、この上部分が先
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ほどの工作室、その下が子育て支援のものになっております。一番右側部分、これが駐

車場から上がれる階段になっております。ですから、子育て支援の屋根の上のところは

デッキで、公民館部分でありますとか支所部分に行けるような格好になっております。 

  次、１枚めくっていただきまして、７ページをお願いします。 

  上の部分が南側立面図で、駐車場側から見た立面図になっております。左側が公民館

部分、ホール部分を含めて公民館部分になりますが、それの左側の下あたりですね。戸

がついておりまして、その下にステージがございます。これが外舞台になっております。 

  次に、９から１２の間ですね。この１階部分が子育て支援のスペースになります。上

部分が工作室、ちょうど階段があると思いますが、それの２階の部分が工作室になって

おります。右側部分が、これが蒲原支所の部分になっております。 

  下の立面図に行きまして、これが東の立面図になります。ちょうど川側であるとか、

体育館の方から見た図面ですね。左に先ほどの階段、デッキに上がれる階段がございま

して、下の部分が子育て支援の部分になります。その上が工作室、右側が蒲原支所にな

っております。実際にはこれ、ちょっと一体で建物がつながっているような格好に見え

ますが、ＨからＤの間、これについては中央通路が見えているものですから、向こうの

棟は公民館棟が見えているような格好になっております。上の同じように出ている部分

ですね、これが公民館棟が見えている立面図になっております。 

  １枚めくっていただきまして、次に８ページをお願いします。 

  この図面が断面図になります。 

  右側の下の部分、ちょっとわかりにくいですが、どこをどうやって切ってあるかの図

面が載っていると思いますが、上の断面図の方がＡＡといいまして、ちょうど公民館棟

と支所棟を切っている図面になっております。 

  右側がホール、その左が展示ホールですね。正面が事務室になります。その上につい

ては給湯室であるとか、先ほどの吹き抜けの部分、３階に行きまして調理実習室、その

すぐ右側が便所になります。 

  １２と１０をごらんいただくと、１階と２階部分については、これ、見えている部分

が外部になっております。その上については屋根がかかって建物があります。この部分

は先ほど、２つに分けることができる大会議室になっております。その左側、小会議室

が２つ並んでおります。そこから下がっていただきまして、今度は２階部分ですね。こ

れが支所の執務スペース、支所の会議室になっております。１階部分は、同じく支所の
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スペースになっております。 

  下の断面図をごらんください。 

  これがＢＢ断面ということで右下の部分を見ていただきますと、ちょうど公民館棟の

展示スペースの部分を切った断面図になっております。左側の１階が公民館の事務室、

２階がスタジオになっております。その右側、上の通路を挟みまして、展示スペースが

ございます。ここについては吹き抜けになっておりますので、ある程度大きなものも展

示できるスペースになっております。そのすぐ右側、これが道路側なんですが、回廊と

いうことで屋根がある外部のスペースで、ここを通って中央通路の方に向かって行ける

ような格好になっております。 

  ３階部分、これが右側から調理実習室、廊下、踏込、それと和室になっております。

その左側が庭園と書いておりますが、ベランダになっております。 

  もう一枚めくっていただけますか。９ページです。 

  上側がＣＣ断面、これは子育て棟と工作室を含めて、通路のところを切った断面図に

なります。右側に階段がありまして、そのすぐ左が子育てサロン、子育てのスペースに

なっております。その上が工作室で、工作室からはデッキの方に行って公民館、あるい

は、支所の方に行けるような計画になっております。 

  １階の部分は公共通路ということで、北側の県道の方に出られる通路になっておりま

す。 

  ３階部分、これについては公民館スペースということで、会議室であるとか廊下であ

るとか、交流スペースがございます。 

  次、下に行きましてＤＤ断面図ということで、右側を見ていただきますと、これが支

所部分の断面図になっております。１階、２階が支所で、３階が大会議室ということで、

３階だけ公民館部分になっております。 

  最後に、１枚めくっていただきましてＥＥ断面とありますが、これがホール部分の断

面図になっております。上のＲで幾つか書いてあるのが、これが天井がこういう形状に

なっておるということです。右側が一部２階の部分がございますが、これがホールの固

定席になっております。ちょっと今、可動席が書いてございませんが、ホールに向かっ

て階段状に席がつながるような格好になっております。 

  ２階部分のすぐ下のところに引っ込んだスペースがあると思いますけど、ここに可動

席、すべて畳んだときには収まってしまうような計画になっております。そのすぐ右側
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が舞台、さらに右側がスタジオになっておりまして、そこの右が外の部分ですね。これ

が外舞台になっております。２階から上については設備機器であるとか屋外の機器スペ

ースになっております。 

  最後に、１枚目のまたパースに戻っていただけますか。 

  正面の図ですが縦格子のすぐ下、これはちょっとわかりにくいんですが、ちょっと引

っ込んだ部分があるかと思いますが、これが先ほど説明させていただいた回廊になって

います。奥へ引っ込んだところなものですから雨とかそういうときは、ここを通ってい

ただければ雨に濡れないで中央通路の方に行けるような格好になっております。 

  あと、このパースにつきましては、これ、Ａ３なんですが、Ａ２の大きいやつを飾っ

てありますので、また後でごらんになってください。 

  一応説明の方は以上で終わらせていただきます。 

志田会長   どうもありがとうございました。 

  この件について、どなたか質問あれば、この際ですから。はい、どうぞ。 

佐藤委員   １枚目のこのイラストの中で、体育館と新しくできる建物の間に何か物置

みたいなものがあるんですけれども、この建物といったらいいのか物置みたいなイメー

ジのものがあるんですけれども、これはどういうふうに受けとめたらよろしいのでしょ

うか。 

公共建築課統括主幹   それ含めて体育館に。 

佐藤委員   体育館で。 

公共建築課統括主幹   ええ、体育館になります。 

佐藤委員   ああそういうことか。ごめんなさい。はい、わかりました。 

志田会長   ほかに、はい、どうぞ、石野さん。 

石野委員   ３ページ、舞台の裏側のところ、字が小さいのでよくわからないですけど、

前にこの辺に控室とか話があったと思うんですけど、それから、リハーサル室というの

は先ほど説明の中にはありませんでしたけど、どのようになっているんですか。 

公共建築課統括主幹   リハーサルについては、下のスタジオで考えております。舞台

の下側です。それと控室ですね、これについては和室を兼用していただくような格好で

考えております。 

石野委員   わかりました。 

志田会長   ほかにどなたか。はい、どうぞ。 



 

 ―１１― 

鷲巣委員   鷲巣です。全館禁煙ですよね。喫煙所というのはない、ありましたっけ。

たばこ吸う方とかはどちらで。 

志田会長   少なくとも喫煙室はないね、この図面からは。 

鷲巣委員   先ほど聞き漏らしてしまったかもしれないですけど、あずまやの方なんで

すけど、バス停というのはどちらになるんですか。今、センターの前にバスが停まりま

すね。こちらのあずまやの方が歩道橋の下の方に来るということですが、バス停はどう

でしょうか。 

戸塚（善）委員   バス停をわざわざ移すこともないですしね。バス停はバス停で残し

ておいて、あずまやがどういう目的で造られたかということの方が問題だと思うんです

けどね。 

志田会長   これ、検討してもらうということでいいでしょうか。 

戸塚（善）委員   バス停のためにつくったものだかね、旅行者がちょっと休憩するた

めにつくったものなのか、そこら辺のあれがちょっと我々も理解できないですけどね。

バス停のためにつくったのだったらバス停の近くに置かなければ意味ないですし。 

蒲原支所長   あずまやは壊すわけにはいかないよというもので、今回は移すというこ

とになりました。バス停については多分これ、バス停の位置というのは陸運とかいろい

ろ協議があると思うんですよね。正式に決まっていますし、このイラストから見ても、

このへこんでいるところは従来のバス停の位置をあらわしていると思います。ただ、あ

ずま屋との整合性というものについては、正直、あずま屋はバス停よりもずっと後にで

きたものですし、その関連性についてストーリーがあるというふうには聞いておりませ

ん。以上です。 

志田会長   よろしいですか。 

鷲巣委員   バス停を動かすというわけではないにしろ、この車寄せから車が出入りす

るわけですよね。バスもその前に、そのカーブのところに停車するわけですよね。常に

とは言わないですけど、やはりここの所は、これは左折専用になるんですか。矢印が右

折はできないですか。前方にバスが留まる状況が出てくるわけですよね。ここは右折は

できないですか。矢印が左向いていますけど。 

須藤副会長   須藤です。 

  送り迎えの車寄せということで、正面のところにありますよね。ここには屋根がない

から雨の時はちょっと濡れますよね。例えば、こちらの今の格子を黒く塗ってある、そ
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の奥の方を通っていけば濡れないですけど、それまでは濡れますよね。このＣの１の立

体図の中の図書館の方にも車寄せありますよね。ここはあれですか、車寄せとここに屋

根がありますね。これはぎりぎりになっています。そうすると、こっちの方が、雨が降

ったとき濡れないんですよね。どういう構造になっていますか。 

  例えば、６ページ見てもらうとわかるんですけれども、６ページの上の図を見ますと

右側に屋根が出ていて、ここにありますよね。ここに車が寄るわけでしょ。そうすると、

ここで降りれば、そんなに濡れないんですよね。 

公共建築課統括主幹   西側の道路のところにはひさしがございます。ですから、なる

べく寄せていただければ余り濡れないで出入りができるかと思います。 

須藤副会長   濡れないんですよね。あとは下を通っていけばいいんですからね。 

公共建築課統括主幹   はい、回廊の方を通って中央通路の方に行っていただければ。 

須藤副会長   だから正面のところは若干濡れますね。 

公共建築課統括主幹   そうですね。 

須藤副会長   ここへ屋根をつけるというと景観的に問題があるから、なかなか難しい

んでしょうけど、そういうことでいいですね。 

公共建築課統括主幹   はい。 

須藤副会長   はい、わかりました。 

寺門委員   寺門です。６ページ、ちょっと見てください。 

  セメント板で成形してやるんですけど、工場塗装でフッ素系樹脂塗装となっています

けど、このイメージは、１ページのこういう色のイメージですか。どういう色になるん

ですか。この黒いアルミの格子になっているのも、もっと明るい色。 

公共建築課統括主幹   格子の方はアルミですけど、木目に近いような色になります。

それで、背面の外壁ですが、セメント色に近いような、実際には素地の色を出して、セ

メントに近いような格好で考えております。 

寺門委員   割合、白っぽく見えるんですね。 

公共建築課統括主幹   そうですね。 

寺門委員   それで、ここの格子が茶色っぽく見えるというイメージですね。 

公共建築課統括主幹   はい、そうです。 

寺門委員   はい、わかりました。 

戸塚（正）委員   関連して２階部分にできるアルミの格子戸ですけど、この２階部分
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の東側の要するに、多分、地区災害防災対策室が入るところが黒く濃くなっているんで

すけど、これ、何かを施す予定ですか。例えば、この６ページ見ると、前面ずっとアル

ミの格子を置きますよね。 

公共建築課統括主幹   格子がありまして、窓の部分と一緒になってしまっているもの

ですから、パース書いたときにつぶれてしまって、これは真っ黒く見えているですが、

これは窓になります。 

戸塚（正）委員   はい、わかりました。ですが、１点ね、ちょっと気になるのは、こ

こが多分、窓のところが災害対策本部になりますよね。窓があって黒くなっているとこ

ろね。できたらここはもっと外が見渡せるようにした方がいいんじゃないのかなとは思

うんですけど、素人目に。 

公共建築課統括主幹   パースは、はすから見ているものですから、かなり密に見えて

いるんですが、実際にはかなりの間隔が、格子の間隔あきますので、外は全然見えない

ということじゃなくて、ある程度見えます。 

宮田委員   さっきの軒先の車寄せの話なんですけど、これ、ちょっと屋根の幅が少な

いんじゃないですかね。スロープより短くなっていると思うんですけど、東側からの出

口ですか、あそこがちょっと階段とスロープになっていると思うんですが、東側のスロ

ープのところに上にありますよね、軒先が、ひさし、あれ、ちょっと狭いんじゃないで

すかね。２,５００ですか。２,５００よりちょっと少ないですね。ということは車が行

っても、これじゃちょっとスロープの方から車寄せに行くにはちょっと。東側です。車

いすのスロープついていますよね。この屋根が狭いんじゃないですかね。２,５００で

すよね。 

  アルミ、軒先、見切りと書いてありますよね。６ページの電解着色というＯのところ

ですね。これ、ちょっとどういうわけで、このぐらい狭いのかなあと思うんですけど。

わざわざ車寄せがこっちにあって、車いすがスロープを使っていくについては、ちょっ

と屋根が狭いんじゃないですかね。軒先が。屋根が２メートル５０センチですよね。そ

れでスロープの方がちょっと広いんじゃないですかね。１メートルということはないと

思いますけどね。１メートルだから上が２.５でいいんですかね、これ。 

公共建築課統括主幹   東側のスロープということですか。 

宮田委員   はい、そうです。 

公共建築課統括主幹   ７ページを見ていただけますでしょうか。 
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  南側の立面図が上にあると思いますが、その一番右側のところですね。下のスロープ

と屋根の長さは、ほぼ一緒で考えております。 

宮田委員   軒先ってもっと出せないんですかね、もう少し。大体軒先の方が多いと思

うですけどね。そうすると、ここへは車停められませんよね。 

  それで、今、軒先の玄関の階段のついている方へ車停めたとしたら、車いすは階段を

上がっていかなければならないですよね。南側から行くとしたら、ちょっと不便じゃな

いですかね。スロープがこっち側に、階段の方にあって入っていくだったらいいけど、

車が入って。 

戸塚（善）委員   だから、車を南側の方に停めるようにして、こっちから入るんだっ

たら… 

宮田委員   いや、雨降ってたらあれでしょうね、この軒先まで行くでしょう。階段じ

ゃなくたっていいじゃないですかね。これ、普通のスロープでもね。反対側が、どっち

か車が半分ぐらい入れるとかね。車の幅１８０センチぐらいですけどね。おりるスペー

スあけなければならないからね。 

公共建築課統括主幹   基本的には裏の通用口のスロープを考えているんですが、その

上の部分の身障者の駐車場部分については上のスロープ、回廊の部分ですね。そこを上

がっていくことで当初考えていたんですが、入り口があるからには、これ、スロープつ

けなければならないということで、対応の条例がございまして、これは必要だというこ

とでつけております。本来の正式な通路については北側の回廊を、身障者の駐車場の方

から通ってもらうような格好で考えております。 

宮田委員   雨振ったときに濡れてしまうしね。だって、車の助手席の方から身障者の

方出して、車いす乗せなければならないしね。それだけのスペースは、その倍というか、

そのぐらいのスペースとらなければ、車上げて車いすに乗せるにしたって、ある程度の

スペースがなければ、これじゃちょっと濡れてしまいますよね。ドア開けても８０セン

チぐらいは開きますしね。これ、もうちょっと取れないんですかね、屋根とその軒下で

すかね。もっとあったって別に構わないと思うんですけど、どうにかしないと雨が降っ

たら必ず濡れちゃいますよね。どっかとめて車いすで入ってしまえばいいんだけど。何

とかしてもらえませんか。車いすで乗り降りができて、入っていけるような形で。何と

かしてもらえれば。 

  だってこっちから車も入れないんだからね。どっちにしろ、身障者の方が車で降り車
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いす使うかしかないんですよね。どうせなら雨に濡れないような設計にしてもらえれば

なあと思うんですけど。 

石野委員   関連していいですか。雨降りの場合ですけど、１ページの図面の裏側に駐

車場がたくさんありますね。ここ、車いすの絵が階段の下に書いてありますよね。ここ

は屋根ついてるんですか。 

公共建築課統括主幹   ここは屋根がついております。 

石野委員   だから雨降りのときは、こっちの方へ殺到すると思うんですよ。前の方よ

りもね。この辺をもう少し何か雨の場合に、車いすの方が濡れないようなことをもう少

し工夫できないですかね、これ。 

公共建築課統括主幹   ここについては子育て支援のすぐ右側の部分に屋根がありま

すので、蒲原支所方面に向かって屋根の下を通って行けるような格好にはなっておりま

す。 

石野委員   子育て支援部分と体育館の間ですよね。 

公共建築課統括主幹   はい。 

石野委員   ここはずっと屋根がついていますよね。だから、雨降りは県道側よりも、

こっちの方へたくさん来ると思うんですよ。 

  それから、１ページ目のその車寄せのところへ入るには、あそこの電話ボックスのと

ころから皆入るですよね。 

公共建築課統括主幹   そうです。 

石野委員   それを間違えて西側から来た車が、その出る方へ入ってしまうと思うんだ

けど、その辺はどういう手だてをするんですか。 

公共建築課統括主幹   一応看板の方を立てて、進入禁止の看板であるとか、出入りで

きませんという看板を立てる予定でおります。 

石野委員   それは早くね、雨降りのときなんか入りたいと思って、西側から来た車が

ここの車寄せの出る方へ入ってしまうおそれがある。だから聞いたんですけど。 

戸塚（善）委員   そういうことはないです。違反ですから。 

石野委員   わかりません、それは。違反だけど、その標識をどういうふうに出すかと

いうことで。 

志田会長   ほかにどなたか。もう時間を迫っているようですし。 

望月委員   あずまやですがね、前に話したときにはバス停の前に今のあずまやを置く
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と、新しい会館とミスマッチするから、なくすわけにはいかないと。どっかへ移設すれ

ばいいじゃないかと。それで東海道歩く人、または地元の人たちがそこを使えばいいじ

ゃないか、どこかへ移設しようということで答えが出てここにあるですからね。別にい

いじゃないかなと私は。位置は何にしろ、それでいいじゃないかなと私は思っています。

そういうことで決まったはずです。 

  以上です。 

志田会長   はい、そういうことですね。じゃあ、よろしいでしょうか。 

  なるべく簡単に。後の議事もありますので。 

戸塚（善）委員   済みませんが、これ、確認の意味ですけどね。今使っているどんち

ょう、あれはどういうふうな形になるんですか。あのどんちょうもなかなか高価なもの

でね。今つくるといったら、もう１億円くらいのお金かかるでしょう。だから、あれ、

もしあれだったら、あれはそのまま使うような形に何か、どうにかリサイクルできない

ものかなあと思うですけどね。 

宮田委員   日軽金へ返すとかね。 

戸塚（善）委員   日軽金で当時３,０００万円だったかな。だから今だったら大変な

金額でしょう。１億円ぐらいのあれだっていうけどね。それともどっか展示しておくか、

何らかの形でね。やっぱりあれも旧蒲原町のシンボルですよ。静岡にしてみれば。 

公共建築課統括主幹   ちょっとそこら辺、どうやって今後保存していくかどうかにつ

いては、ちょっと担当課がきょう来ていないものですから、ちょっとどうするかは聞い

ていないんですが、それはまた担当課の方と話をしておきます。 

戸塚（善）委員   だから、とりあえず早目に答えを聞かせてください。そうじゃない

と、いつまでも答えが出ないと、我々も（不明）をすることにもなりますから。よろし

くお願いします。 

志田会長   いろいろ意見あるようですけれども、じゃあ、もう一件だけ、どうぞ。 

辻委員   済みません、辻です。 

  何か図面だけで、先ほどの説明だけだと、なかなか細かいところまでわからないんで

すけれども、２ページ目の舞台のところに点線がありますけど、それは何か開くという

ことですか。舞台のその脇の板というか壁面が、何かその辺のところがわかりにくいこ

とと、あと、一番初めに、もう私がお願いしてあったですけれども、反響板にかわるも

のをというか、音をちゃんと前へ出す、どこかへ飛んでいってしまうようなことなく、
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そういうことまで考えられて、この舞台つくられているかどうか、その辺が一番気にな

るんですけど、お願いします。 

公共建築課統括主幹   音響につきましては設計事務所を通しまして、音響設計という

ところにお願いして、内部のホールについて音響がこうなるよということで最低、例え

ば、余韻がこのぐらいあるだとか、そこら辺を計算していただいて内部の設計はしてお

ります。よろしいですか。 

辻委員   舞台が大きくなるという意味ですかね、この何か破線があって、板があくよ

うな何かよくわからないですけれども。 

志田会長   舞台はこれだけでスタジオが、後ろが開くということでしょう。 

公共建築課統括主幹   横につきましては、使い勝手によっては多少人が出入りしたり

して、見えないような格好になる部分で考えております。 

志田会長   よろしいですか。何かまだまだ質問も出そうですが、１時間経過したもの

ですから、ここで一応ちょっと終わらせてもらいたいですけれども。 

戸塚（善）委員   済みませんね、これだけの設備するにね、屋根の有効活用でソーラ

ーの蓄電という、太陽電池のそういう計画はないですか。本当からいくと公共施設なん

かは、そういうのを最先端に最初にやらなければならないものだと思うですけどね。静

岡市は金がないからだめか。 

公共建築課統括主幹   今の段階では申しわけないですが考えておりません。ただ、今

後そういう方向で進んでいく可能性はあるんですが、今の段階で、この計画時点ではそ

こら辺の話が、こういう格好で進むよというのはなかったものですから、今回の計画に

ついては盛り込んでございません。 

戸塚（善）委員   これからそういう計画を入れて、一応検討してみてください。これ、

要望しておきます。 

志田会長   手短にお願いします。 

鷲巣委員   済みません、格子の件についてお伺いしたいですけれども、この格子あり

ますよね。蒲原町の宿場の町という形で格子のあるお家もまだ幾らか残ってはいるんで

すけれども、そういったこれからの蒲原のまちづくりを、ちょっとそこのところに意図

を置いた格子を、これをモチーフとして持ってきたのでしょうか。前に確か、プレゼン

でこちらで拝見しましたときに、何かガラス張りという形でプレゼンの方で聞いていた

ものですから、きょう今こちらに来まして立面図を見て、随分イメージが変わったなあ



 

 ―１８― 

というふうに私は感じたんですけれども、北側ですので採光の意味からは格子があって

も邪魔にはならないですけど、要するに幅が狭いと、ちょっと暗っぽくなるのではない

かなということも素人考えで思ったりもしました。そのあたりはどうでしょうか。 

公共建築課統括主幹   イメージとしては蒲原町、格子が多いということで、設計事務

所さんの方でそういう提案がありまして、この格子の方は決定させていただきました。

それで以前プレゼンでさせていただいたときの絵が、夜間光っている絵だと思ったんで

すよね。それで、かなり奥のガラス面が大きくて光が出ているものですから、かなり裏

面の方が目立ったような絵になっていたものですから、そのときも確かに格子はあった

んですが、夜間の姿ということで、ちょうちんに明かりがともるような格好で光が漏れ

ていたものですから、夜間については格子戸を通して明かりが漏れるものですから、そ

んなに格子の方は気にならないかなあとは思っております。 

志田会長   よろしいでしょうか。 

鷲巣委員   わかりました。 

志田会長   それでは、ここでちょっと休憩を約１０分ぐらい挟んで、次に移りたいと

思います。よろしくお願いします。 

休憩 午後 ３時１０分 

再開 午後 ３時２０分 

志田会長   再開させていただきます。 

  じゃあ、議事の２の「平成２０年、２１年度の静岡市蒲原地区審議会委員の構成につ

いて」を議題といたします。 

  区政課から説明をお願いいたします。 

区政課長   区政課の三宅です。よろしくお願いします。 

  私の方から平成２０、２１年度、第２期となります蒲原地域審議会委員の構成につい

て、御説明をさせていただきます。 

  この件につきましては前回、２月８日の第８回の地域審議会におきまして、基本的な

考え方や今後の予定などについてお話をさせていただきました。 

  今回は、その後の経過を含めまして、具体的な取り組みの状況について御報告をさせ

ていただきます。 

  まず、公共的団体等の委員でございますが、前回御説明をさせていただきましたが、

他の選出区分とのバランスから見て、４人とする方向で検討をしてまいりました。 



 

 ―１９― 

  そこで、現在、蒲原地区にはさまざまな公共的団体がございますが、市としましては、

２年間の任期をお願いできる方を推薦していただける団体であること、それと、特定な

分野ではなくて、幅広く住民の声を反映できる団体が望ましいという考え方に立ちまし

て、現在、お一人を御推薦いただいております蒲原地区連合自治会から、もう一人お願

いするように考えております。 

  連合自治会につきましては、現在、生活環境、自主防災、教育文化、福祉健康、建設

産業、５つの部会を有しまして、住民生活に密着した幅広い分野での活動をされており

ます。また、今後の予定として、蒲原地区の各種団体やＮＰＯなどで構成されます、ま

だこれからだと思うんですけど、まちづくり推進委員会、そういうものが設立されると

いうようなお話も伺っています。そこと連合自治会とが連携して活動されていくという

ふうにも伺っております。 

  この地域審議会の審議事項の一つとしまして、合併建設計画の執行状況に関すること

があります。今後、そのまちづくり計画を推進していく上で、なるべく多くの団体のか

かわりが重要であると考えておりますので、したがいまして、今回は公共的団体としま

して、連合自治会からお二人、それから、商工会と農協からはこれまでどおり一人ずつ

御推薦いただくというような形で準備を進めております。 

  それが公共的団体です。 

  それから次に、公募委員でございますが、これは３月１７日から４月１６日までの１

カ月間、４名の募集をさせていただくということで公募をいたしました。そうしました

ら６人の方の応募がございました。内訳は、男性３人、女性３人となっております。今

後なんですが、募集の際に小論文をいただきましたので、その後、今後また面接を実施

させていただきます。それをまた市の方で選考をさせていただきまして、来月中には決

定する予定でございます。 

  それからもう一点、学識経験の委員でございますが、この区分につきましては、特に

決まった手続とか基準はないというふうに前回申し上げたところであります。ただ、前

回、やはりお示ししました委員アンケートの結果を見ましても、さまざまな御意見があ

るということ。特に、委員の構成については、この２０人が適当という方と１５人以下

が適当という方が半々でした。そういう意味で大きく意見が分かれている状況にありま

す。 

  市の附属機関の指針がございますが、そちらを見ましても委員については幅広く、適
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切な人材を選任するということが基本原則でありますし、また、委員の数は一応指針で

は１５人以内と。女性委員の割合が３０％以上ということを目標とすることが示されて

おりますので、なるべくこれに近づけていく努力が必要ではないのかと考えております。 

  以上のことを踏まえまして今後、次の第３期もございますので、それ以降のことも含

めまして、委員の数が１５人程度を基本として考えていったらどうかというふうに考え

ております。 

  そういうことによりまして、より一層、審議会の会議の円滑かつ効率的な運営を図っ

ていくこと、また、行財政改革の観点からも、そういうことも求められていることも事

実でありますので、そういう方向で、必要に応じて見直しをしていきたいということを

考えております。 

  以上のことを踏まえまして、学識経験の委員の方につきましては、以前、アンケート

でも来期のことについてもお尋ねをさせてもらったところなんですが、今回、改めまし

て、第２期の委員の就任につきまして、個々に意向をお伺いして、その結果を参考とし

て、選任の手続を進めさせていただきたいと考えておりますので、また後日、そちらの

方の意向の調査書というものを学識経験の委員の皆様にちょっとお分けして、また御回

答をいただくというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  以上によりまして、第２期の地域審議会の公共的団体、学識経験、公募の各委員が５

月中には決定をされる予定であります。 

  その後の予定としまして、第２期の審議会が６月１２日からスタートする形になりま

すので、また新しい委員の皆さんで、その準備が整い次第、その初回会議、まだちょっ

と決まっておりませんが、開催日時などについて改めて御通知をさせていただくように

考えております。 

  第２期の蒲原地域審議会委員の構成に係る説明は以上であります。よろしくお願いし

ます。 

志田会長   今の説明に対して御質問ありますか。 

  質問もないようですから、次に議事の３項の「平成１８年、１９年度静岡市蒲原地域

審議会の活動報告について」を議題といたします。 

  事務局から、その説明をお願いいたします。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。よろしくお願いいたします。 

  お手元の資料２をごらんください。 
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  ４枚あると思いますけれども、Ａ４の方が概略をまとめた資料、それから、Ａ３の３

枚が、その内容を若干詳しくまとめた資料となっております。 

  本日は、蒲原地域審議会の第１期における最後の会ということで、第１期の活動が一

目でわかるよう、資料２のとおり表にまとめてみました。２年間の活動につき、概略を

御報告いたします。 

  平成１８年度は１０回、平成１９年度につきましては８回の審議を開催しました。審

議会の本会以外に、委員の皆様が自主的に懇談会や検討部会なども開催しました。した

がいまして、延べ１８回の審議会を開催したことになります。 

  振り返ってみますと、審議の中心は合併建設計画の目玉的事業であります（仮称）蒲

原市民センターの関係審議でございました。蒲原市民センター関係の審議は、平成１８

年度におきましては第３回目の審議会から始まり、審議会では６回、懇談会１回、検討

部会２回の審議を行ってまいりました。 

  平成１９年度におきましては第３回から始まり、審議会では３回を要したほか検討部

会を設け、２回の部会を開催いたしました。また、２回の懇談会において審議を行って

まいりました。 

  （仮称）蒲原市民センターの建設につきましては、蒲原地区の皆様の悲願であります

し、地区の核となる施設だけに、皆さんにおいても熱心に御審議していただきました。 

  審議におきましては、基本構想に対する意見を取りまとめ、市長に附帯意見を提出し

ました。また、多目的ホールの形態や生涯学習交流館、これは公民館ですけれども、教

室数や規模、子育て支援センター関係、車寄せの設置、児童遊園の位置などにつきまし

て、施設見学や行政の担当課との意見交換を行ってまいりました。設計につきましては

審議会での意見のすべてが反映されたわけではございませんけれども、建設的な意見を

いただきまして、できるところについては皆様の御意見が反映されたという思いでおり

ます。 

  また、（仮称）蒲原市民センター以外の合併建設計画事業につきましても審議を行い、

委員の皆様に理解を深めていただくともに、その整理を行ってまいりました。 

  ２年間にわたり審議会委員の皆様におかれましては、審議会での活発な意見、審議会

以外での自主的な検討の場を設けての審議など、お忙しい中、２年間御尽力いただきま

してまことにありがとうございました。 

  簡単ですが、以上で総括報告とさせていただきます。 
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志田会長   ただいま事務局から２年間の活動報告がありました。 

  おおむねこのとおりだと思います。 

  なお、最後に、先月、勉強会等をやりまして、今後の活動方針については、そのとき

の議事録とか、まとめたものもありますし、次期の審議会の方に反映できるんじゃない

かなと思っております。 

  それと、その他にまた入って、そのときに出た一部、予算の執行状況とかということ

も、その他でまた当局の方から報告させてもらいます。 

  この件については、これでよろしいでしょうか。 

稲葉委員   稲葉です。 

  この２年間のこういうことをやったという報告があったんですけれども、これからに

向けて、ちょっと要望というか、どういうふうに持っていったらいいのかなと、こう思

うんですけれども、結局これだけ１８回やってきているんですが、一般の市民は、地域

審議会で何をやっているんだろうかというのが全然見えていなかったと思います。これ

は広報の仕方もあるのかわからないんですけど、私は毎回はできなかったんですけれど

も、各自治会長にはポイントポイントで、こんなことありましたという説明をする機会

はつくれたんですけれども、そこから先には、そんなに詳しく伝えることはできなかっ

たと思うんですね。 

  そうすると、何も報告もないし、これ、開催されるたびに今度地域審議会開かれます

よというビラは回覧で行くのでわかるですけど、何をやったのかというのが全然、多分

わかっていないと思います。パソコンとかそういうものが長けている人、そしてかつ、

この内容を知りたいということで興味のある人はインターネットで入っていって、議事

録を一部始終見ている人間もいることは確かですけれども、一般の人はほとんどわから

ないわけで、このまま、あと８年くらいありますか。先々考えたときに本当に広報の仕

方というか、ちょっと考えないと、せっかくある地域審議会が地域の皆さんから離脱し

てしまって、何やってるのかなという、これがどんどん膨れていくと、ここの審議会の

意味合いというのも何か非常に不安定なものになりそうな感じがして、その辺ちょっと

考えていかなければいけないじゃないのかなあと思うんですけれども、これは反省とい

うのか、今後に向けての希望です。 

内藤委員   内藤です。 

  私も今の稲葉さんの意見に全く同感です。私は、第１回目から必ず、地域審議会で行
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ったことをペーパーで全市民に知らせてもらいたいということを再三、この地域審議会

でも申し上げてきました。 

  私もインターネットで見ればわかるということを伺いましたので、もう四苦八苦しな

がらインターネットで確かに見ました。本当に大変でした。インターネットで見ても、

本当にどこをどうクリックしていいかわからない。この間の広報ですか、あれの一番最

後に書いてあったものですから、そのとおりにやったら確かに見れました。 

  でも、本当に中身も全部の委員の全部の意見が一字一句すべて文章で、もうずらずら

っと出るんですね。あれを本当に一から最初から最後まで見る人は、まず、よっぽど関

心を持っている人じゃないと、あれは見れないなあと思いました。事実上、一般の市民

の方が地域審議会の中身をあれで見るというのは、ほとんど不可能に近いんじゃないか

なというのを私、身をもって思いました。 

  今の稲葉さんの意見に全く同感で、本当に市民にこの地域審議会の内容が全然伝わっ

ていない。市民に伝わっていない。市民と全くかけ離れている。この懸案である市民文

化センターのことでさえも、ほとんど伝わっていなかったというのが現状で、これから

まだ８年もやっていく上において、本当に市民の皆さんに、今こういうことを話し合っ

て、こういうことを市にお願いしているんだよとかという、そういうことをやっぱり知

らせていかなければならない責任が私たちにはあると思うんです。 

  そこで提案なんですけれども、地域審議会の中で、そういう広報の役を分担して決め

て、それこそ自分たちで手づくりのかわら版じゃないんですけれども、そういう形でね、

市民の皆さんにお伝えするということをぜひ提案していきたいと思います。ぜひ御検討

をお願いします。 

望月委員   望月でございます。 

  審議会というのはね、僕、前にも言ったけど、自分が賛成であっても反対側に言った

り、反対であっても賛成側を言って途中計画を、目標を持っていって、皆さん全員で結

論出していくのが審議会じゃないかと私は思っている。私の今までの経験から。 

  そういうなかで結論が出たものは広報とかそういうので出してもいいけど、途中の審

議中のものを、だれだれがああ言った、こう言ったというやり方というのは、本当の審

議会じゃないような気がしますがね。前にもその意見言ってるだけど、どうもそうじゃ

ないと。審議会とは何かから入っていかないとわからないような形になっているですが

ね。 
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  私の考えは、結論が出た場合は広報でやっぱり知らせるべきであると。審議会という

のはそういうものじゃないかと私は思うです。以上でございます。 

志田会長   ほかに。どうぞ。 

鷲巣委員   鷲巣です。 

  うまく言えるかどうかわからないんですけれども、市民の皆さんが見たいもの、聞き

たいものというのは蒲原地域のこれからだと思うんですよ。初年度で建設計画に沿って

やるのは、やむを得ないことであると思います。やはり安心感ということを考えますと、

建設計画の進捗状況の確認というのが一番ではあるんですけれども、私は、これと同時

に、蒲原地域が合併後、将来、蒲原地域の将来像を最初にプレゼンさせていただいたん

ですけれども、どういう市をつくっていくか前向きな建設的な、いわば、なるべく現実

に近い夢でも、こういった大きな目標といいますか、そういったものを審議していく会

であると、もっとよくなると思います。 

  ちょっと頭の中でイメージしていただきたいんですけれども、何もない更地に、例え

ば、道路を１本通して家を建てるのと、先に家を建ててから道路をつくるのとでは、そ

の後、どちらの方が住みやすい環境ができるか。もちろん袋小路があったり、行きどま

りがあったり、細い道があったりするのも、それなりに風流があっていいんですけれど

も、高齢者もこれからふえてまいりますので、やはり暮らしやすい町、道路のことでは

ないんですけれども、その合併建設計画が最初にあるということで、大きな町としての

将来が何であるかということが、むしろ見えにくい状態であったのではなかったなあと

私は思いました。 

  だから、建設計画が悪いという、そういうことではないんです。もちろんこれがある

ことによって市民の皆さんも安心するのはわかっていますけれども、興味を持ってもら

う、関心を持ってもらうには、やはりどういった将来像ですね。それを明確にしていく

ことがこれからの重要ポイントになるのではないかと思います。 

  以上です。 

志田会長   ほかにどなたか。よろしいでしょうか。 

  今、本当にいろんな意見出してもらいましたけれども、我々委員は今回で終わるわけ

ですから、第２期の方へ向けての市当局としてもできること、できないこと、今、広報

の方法とかいろいろ出ましたけれども、参考意見として当局の方へも上がっていくと思

いますので、よりよい協議会になるんじゃないかなあと期待しています。 
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  一応、じゃあ、これで終わりまして、その他に入らせていただきます。 

  委員の皆様から、きょうの審議以外のことで何か御質問ありませんか。最後ですから

余り時間ないですけれども、何かありましたら。 

  宿題、その前にやりますか。 

  じゃあ、ちょっとその前にその他の方で先ほどの。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。 

  前回、勉強会の席で委員の方から御要望でありました平成１８年度決算額につきまし

て、委員の皆様に資料を配付させていただきました。この表は以前審議会で配付しまし

た蒲原町のときの住民配付事業につきまして、維持管理事業の部分を除いた表となって

おります。 

  個々の事業の執行状況の内容についてはちょっと把握できていませんけれども、決算

額については以上のようになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

志田会長   以上でいいですか。 

  じゃあ、この件はまた見ていただいてするとして、多少まだ時間もありますので、こ

の際、その他のことで御質問、意見等ありましたら、ぜひどうぞ。 

  よろしいですか。 

  じゃあ、事務局、何かほかに報告事項ありますか。ないですか。 

  それでは、はい、どうぞ。 

鷲巣委員   済みません、その他なんですけれども、私、こちらに越してきましたとき

に、この暖かい静岡市でスキーができるということを聞きまして、初めてだったんです

けれども、暖かいところに来て、もうスキーもできないかなあと思っていましたら、い

や、スキー場があるということを聞いたものですから、ちょっと行ってきたんですね。

雪が降る前に行ったんですけれども、話は、スキー場に向かっていく途中に富士見峠と

いうところがありまして、富士見というからには富士山でも見えるのかなあと思って蒲

原からずっと車を延々と走らせていったものですから、ちょっと休憩して入ったんです

けれども、驚きましたのは南アルプスの景観なんですよ。皆さんは見慣れているのかも

しれないんですけれども、私はずっと奥に北の方に向かって静岡市の方ですね、行きま

して、いや、こんなに自分が立っているところが南アルプスの３,０００メートル級の

山が空中に浮いている感じで、景観がとてもすばらしいと思いました。また、お天気よ

かったものですから、一層そう見えたのかもしれませんけれども、また、排気ガスもな
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くて、とても空気のおいしいところでございました。 

  私は、静岡市、また静岡県もそうですけれども富士山だけではなくてね、南アルプス、

もちろん山梨県、長野県の県境に３県にまたがっておる山脈ではございますけれども、

静岡市側から見た南アルプスの絶景をもっとＰＲを、力を入れてもう少しコマーシャル

をされたらいいんじゃないかなあと思いました。もったいなあと、自分があそこに立っ

ていて、この景観をもっと静岡市を訪れる方に、もう少し近いところで見せてあげるこ

とが何か方法がないかなと思っていたんですけれども、町中へと山脈を切ってくるわけ

にもいかないので、折しも市立美術館が何か再開発ビルで建設されるとか、そういった

ものをまた何かうまく利用していただいたり、日本平の方にも公園計画とかあるという

ことなので、日本平からも南アルプスの方が展望できます。 

  そういったもう少し、いろんな方が来られたときに、ちょっと新幹線の待ち時間に、

ああこんな景色もあるんだということを全国の人にＰＲされていかれるといいかなあ

と思いました。ちょっと地元の方だけがあそこを見て、いいなあと思っているのももっ

たいないなあという気がしました。静岡市の屋根だと思います。 

  以上です。 

志田会長   いろんな意見ありがとうございました。 

  はい、どうぞ。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦です。１点、ちょっとお聞きしたいんですけど、市民セン

ターの件なんですけど、設計とか何かじゃなくて、ずっと１８年度から今まで検討して

きて話し合いとかしてきて、ずっと（仮称）蒲原地区市民センターという名前で通って

きたんですけれど、もう２０年度になって、そして２２年の３月ですか、もう完成とい

う形で、もうこの名前が正式に決まっているのか。また、これから公募等で決めるのか、

その辺ちょっと教えてもらいたいです。 

区政課長   区政課の三宅です。 

  確かに今、ずっと仮称という形で来ておりまして、ただ、あくまでもこれ、通称でし

かないものですから、基本的には複合施設という扱いになるものですから、この公民館

というよりも生涯学習交流館、ちょっと名前が今度４月から変わったものですから、元

公民館です。という形と、あと支所、支所もいわゆる蒲原支所だけじゃなくて、蒲原事

務所とかという形も含めまして、あと子育てという部分もありますので、それを総称し

て施設として通称で何と言うかという話なものですから、特に、これが条例上、正式に
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決まるというわけではないものですから、ただ、いつまでも仮称というわけにはいかな

いものですから、それについてはまた次の第２期の地域審議会においても、そこのとこ

ろをまた決めていくようなことになると思います。いつまでも仮称ということではない

ものですから。 

  結局、その建物の名称を例えば案内図面とか、そこら辺で示すときにも、やっぱりそ

の仮称をつけておくわけにはいかないものですから、その辺はちょっと時期的には、い

つになるかわからないんですけれども、またいずれ決定することになります。ただ、正

式ないわゆる名称ではないと、通称であるということだけは言えると思いますので、よ

ろしくお願いします。 

戸塚（正）委員   解体工事ももう始まっていくと思うので、なるたけそれを早目に、

住民の皆さんに周知させる方がいいと思うので、またよろしく検討をお願いします。 

志田会長   はい、ありがとうございました。 

  じゃあ、これにて本日の議事はすべて終了といたします。 

  なお、本日の会議録の署名は、名簿の順序によりまして戸塚善久委員にお願いいたし

ます。 

  それから、最後に一言、当審議会の会長として御挨拶申し上げます。 

  ただいまをもちまして、今期２年間の最終、平成２０年度第１回の地域審議会が本日

終わるわけですけれども、今回で、先ほども次回は１５人になるということですから、

私も含めまして、いろいろ退入する方、残る方、いろいろ出てくると思いますけれども、

特に、おやめになる方も今後の地域審議会を、どううまくいくかということをぜひ協力

して、意見を委員の方におっしゃるなり何なりということで、協力していただけたらあ

りがたいなあと思います。 

  ２年間本当に御苦労さまでした。ありがとうございます。会長といたしまして本当に、

いろんな意味で審議をいただきまして、こうして何とかまとまってきたということを感

謝にたえません。本当にありがとうございました。 

  じゃあ、これをもちまして、２０年度第１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。 

                      （午後３時５０分閉会） 

 

５ 傍聴人      ３人（報道関係１名） 
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会     長 

                 会議録署名委員 


