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平成２０年度第２回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２０年６月１２日（金） １４時３０分～ 

 

２ 場 所   静岡市役所静岡庁舎 ８階 市長公室 

 

３ 出席者   （委 員）須藤会長、宮田副会長、稲葉委員、久保田委員、 

片瀬（幸）委員、草谷委員、佐藤委員、寺門委員、 

戸塚（正）委員、戸塚（善）委員、内藤委員、中島委員、 

石野委員、磯部委員、江澤委員、中山委員 

（片瀬（正）委員、鈴木委員、野村委員、欠席） 

        （関係課）小嶋市長、古屋生活文化局長、杉山市民生活部長、 

伏見清水区長 

        （事務局）三宅区政課長、久田統括主幹、中島主事 

田島理事兼総務・防災課長、天野統括主幹、池田主査 

原蒲原支所長、山崎参事、杉山主幹 

４ 議 事    

 （１）地域審議会について           （資料１－１、１－２、１－３） 

 （２）本年度のスケジュール（案）について             （資料２） 

 （４）その他 
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蒲原支所参事   皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、平成２０年度第２回静

岡市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。本日、司会進行を務めさせていただきます蒲原支所の山崎です。どうぞよろし

くお願いします。 

  ここで、あらかじめ御報告いたします。本日は、片瀬（正）委員、野村委員、鈴木委

員の３名が欠席ということで、１９人の委員のうち１６人が出席されております。「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」とうたわれておりますので会議は成立しております。 

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

イアウト、委員名簿、資料１－１「市町村の合併の特例に関する法律の抄本」、資料１

－２「静岡市及び蒲原町の配置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書」、資料１

－３「静岡市蒲原町合併建設計画」、それから最後に、資料２「平成２０年度蒲原地域

審議会日程（案）」でございます。お手元にございますでしょうか。 

  なお、本審議会は、設置に関する協議書に基づきまして公開となっております。 

  それでは、次第の２、委嘱状の交付を行います。 

  市長が皆様の席に伺いまして、お一人お一人に委嘱状をお渡しいたします。 

  こちらで名簿順にお名前をお呼びしますので、その場で御起立の上、市長から委嘱状

をお受け取りください。 

  稲葉 穣様。 

市長   委嘱状 稲葉穣様。静岡市蒲原地域審議会委員を委嘱します。よろしくお願い

します。 

蒲原支所参事   久保田時雄様。片瀬幸修様。草谷 満様。佐藤 昇様。須藤 謙様。

寺門邦治様。戸塚正彦様。戸塚善久様。内藤秀子様。中島秀雄様。宮田英男様。石野欽

二様。磯部佐江子様。江澤克巳様。中山泰子様。 

  ありがとうございました。 

  欠席委員の委嘱状につきましては、後日お渡しすることといたします。 

  それでは、小嶋市長からごあいさつ申し上げます。 

市長   本日は静岡市蒲原地域審議会委員の委嘱を申し上げましたところ、心よくお受

けいただきましてありがとうございます。皆さんがいよいよ地域審議会第２期目の委員

ということになりますのでよろしくお願いします。引き続いてやっていらっしゃる方も



 

 ―３― 

いらっしゃいますし、新しい方もいらっしゃいますが、よろしくお願いします。 

  蒲原、静岡合併して２年が経ちました。いよいよ３年目に入ったところであります。

皆さんの役割はもう決められておりますが、特に合併建設計画の着実な進行管理等です

ね。あとは蒲原の皆さんのいろいろなまちづくりに対する思いを代弁していただくとい

うようなことが皆様の役割だろうというふうに思います。よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  その中で一番課題でありました文化センターの建て替えも平成２２年度にできる予定

であります。これも既に御案内のとおりでありますが、皆さんの意見を聞きながら進め

てきたと思いますので、今のところ予定どおり進んでいるということで御安心をいただ

きたいというふうに思います。それと、いよいよ今年の１１月１日から由比町も静岡市

に編入をされるということになりました。皆さんにおかれましては飛び地の不安も解消

されたということで、我々も安堵しているところであります。 

  静岡も大きな７０万余の都市であります。しかし、今まで我々も合併を何回か繰り返

してまいりましたが、それぞれの地域のいわゆる歴史・伝統・文化といいますか、それ

ぞれ固有のいろんなものを引き継いできたと思いますが、それはそれできちっと大事に

後世に伝えていくということも大事だというふうに思っております。蒲原の長い歴史に

培われた今も残されているものはたくさんあると思いますが、こういうものをまた我々

も皆さんと力を合わせて、しっかりといいものは後世に伝えていくということも大事か

というふうに思います。そういう意味で地域審議会の委員の皆さんにいろんな御意見を

いただいたりして、これから市政を運営していきたいというふうに思いますので、また

よろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  まことに申しわけございませんが、市長はこの後、他の公務が入っておりますので、

ここで退席させていただきます。よろしくお願いします。 

  次に、委員の方から自己紹介をお願いします。簡単で結構ですので、名簿順にお願い

します。なお、マイクの使い方ですが、右側のボタンを押してからお願いしたいと思い

ます。それでは、稲葉委員から起立してお願いします。 

稲葉委員   稲葉 穣です。蒲原地区連合自治会会長をやっています。公共的団体等を

代表しましてということで２期目になりますけれども、頑張ってやっていきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 
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久保田委員   久保田と申します。蒲原地区の連合自治会が今静岡と２年やってみて、

我々としてはこういうやり方が一番いいんじゃないかということが、ほぼ手法がわかっ

てきました。何といっても蒲原町時代は町がやってくれるという判断で、何となく提案

型でなかったですが、今後自治会長は提案型でいこうと。提案型でなければ事は進まな

いという形をとっております。よろしくお願いします。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修と申します。この２年間よろしくお願いいたします。私は

商工会の副会長という立場で、会長が２年間やった後、これからの２年間審議委員をや

ってくれということを言われまして、これから２年間、皆さんのために一緒にやりたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

草谷委員   草谷 満です。由比港漁業協同組合蒲原船主会の会長をさせていただいて

います。何分初めての地域審議委員ですので、皆さんにはいろいろ教えていただくこと

が多数あると思いますけれども、よろしくお願いします。 

佐藤委員   佐藤 昇と申します。地域審議会委員については２期目ということで、引

き続き頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

須藤委員   須藤 謙といいます。１期目に続きまして２期目の審議会の委員を務めさ

せていただきますのでよろしくお願いします。 

寺門委員   寺門邦治でございます。私も２期目ということで、皆さんと協力し合って

いきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

戸塚（正）委員  戸塚正彦と申します。静岡市の東の玄関口富士川河口近くの日の出町

区に住んでおります。よろしくお願いいたします。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。私も２期目ですけど、蒲原のことを精いっぱい頑張

っていい方に導いていきたいと思いますからよろしくお願いします。 

内藤委員   内藤秀子です。私も２期目に入ります。先ほど市長さんのお話の中にもあ

りましたように、市民の代弁者となれるよう一生懸命頑張りたいと思います。よろしく

お願いします。 

中島委員   中島秀雄でございます。よろしくお願いします。同じく、２期目になりま

したから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

宮田委員  宮田英男です。私も２期目となりましたけど、これからまた蒲原のために頑

張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

石野委員   石野欽二です。私は公募ですけど、２期目に入りました。１期目のいろい
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ろな体験を生かして、蒲原地区を子供からお年寄りまでが住みやすい地域に、環境づく

りに努力したいと思います。よろしくお願いします。 

磯部委員   磯部佐江子です。２年間よろしくお願いいたします。 

江澤委員   江澤克巳です。私も公募ですけれども、先輩諸氏の御指導をいただきなが

ら２年間頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

中山委員   中山泰子です。よろしくお願いいたします。女性が少ないということで、

ぜひ自分の、今、蒲原という地域が静岡市と合併になって、どういう形になっていくの

かなというところで何かそういう視点で、また意見を言うことができたらいいなあと思

って参加させていただきました。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、次第の５「正副会長の選出」に入ります。会議の議長であります会長が決

まるまで、私の方で進行させていただきます。 

  資料１－２「地域審議会の設置に関する協議書」第６条に基づき、会長及び副会長を

委員の互選により選出したいと思います。 

  互選の方法としましては、立候補された方または推薦を受けた方の中から投票により

選ぶ方法や、委員の皆様の異議がなければ投票によらず指名推薦により選ぶ方法があり

ます。投票による場合は、委員の過半数の投票により決定することになります。また、

指名推薦による場合は、全員の同意が必要となります。指名推薦がない場合で、立候補

者がお一人の場合は、立候補した方が会長となります。 

  今、説明してまいりました方法の中で、どのような方法がよいでしょうか。 

  どなたか推薦される方、または、立候補される方はいらっしゃいませんか。 

  稲葉さん。 

稲葉委員   稲葉です。会長は指名推薦による方法がいいんじゃないかなというふうに

考えます。その前提に立ちまして、昨年、一昨年と２年間、前志田会長を補佐して副会

長を務めていただいた須藤委員に今回の会長を推薦したいと思います。これまでの経験

とそれから経緯等踏まえて、これからの審議会を効率的にリードしていっていただける

というふうなことを期待して、須藤委員を推薦したいと思います。 

蒲原支所参事   ほかにどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

  今、稲葉委員から須藤委員を推薦する発言がありました。ほかにいらっしゃらないよ

うですので、指名推薦されました須藤委員を会長とすることでよろしいでしょうか。 
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（拍手全員） 

蒲原支所参事   拍手全員ということで、須藤委員が静岡市蒲原地域審議会会長に決定

しました。 

  ただいま指名推薦により、会長には須藤委員が選出されました。 

  次に、「副会長の選出」ですが、副会長は会長を補佐するという立場でありますので、

会長の指名ということでよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

蒲原支所参事   異議なしということですので、それでは、須藤会長の方から副会長の

指名をお願いします。 

須藤会長   宮田委員を推薦します。 

蒲原支所参事   今、副会長として宮田委員を推薦されました。 

  ここに、静岡市蒲原地域審議会の正副会長が選出されました。御協力ありがとうござ

いました。 

  ここで、15 分間休憩をとりたいと思います。現在午後２時 45 分ですので、午後３時

から再開したいと思います。なお、９階特別会議室にお茶の用意がしてあります。それ

から、喫煙される方は７階に喫煙所がありますので、こちらを御利用いただきたいと思

います。では、午後３時からまたここで再開いたします。よろしくお願いします。 

休憩 午後 ２時４６分 

再開 午後 ３時００分 

蒲原支所参事   それでは、地域審議会を再開します。 

  これから議事に入りますが、議事に入る前に正副会長から就任のごあいさつをいただ

きたいと思います。最初に、須藤会長からお願いします。 

須藤会長   蒲原地区にとりまして地域審議会が初めてのスタートということで、この

２年間は試行錯誤してやってきたものですから、いろいろ問題が残ったと思います。と

いうのは期の終わりにアンケート調査をやりまして、いろいろな意見の中に、もっとこ

うしたらいいじゃないかという意見がかなりありました。そういう内容をしっかり頭に

入れながら今後の審議会の運営をしていきたいと思っております。 

  それから、１期目は主に、先ほど市長の話にもありましたように、市民センターの建

設ということで時間をとりました。この２年間、まだ建設計画の中で実際に取り組んで

いない問題があります。そういうものをこの２年間で、どうしてそれを予算化して取り
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込んでいくかということも仕事になると思います。 

  それからもう一つは、平成２２年度から静岡市総合計画の第２次基本計画がスタート

いたします。この第２次基本計画は平成２２年度から平成２６年度までの５年間、この

地域審議会は平成２７年度で役目が終わります。そうしますと、この第２次基本計画の

中に、この建設計画の内容を織り込んでいかなければ予算化できないし、実際に動いて

いかないと。それをどういうふうにこの基本計画の中に織り込んでいくかというのが、

この２年間の主な仕事でもあります。 

  こういう非常に重要な時期の地域審議会です。蒲原地区にとっては非常に重要な時期

になりますので、どうか皆さんの御協力を仰ぎながら一生懸命、蒲原地区のためにやっ

ていきたいと思いますので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、次に宮田副会長からお願いします。 

宮田副会長   本日、会長から御推薦いただき、また皆さんから御承諾をいただきまし

て、副会長という大役を仰せ付かりましたけど、２年間、これからの蒲原のためにも、

まだまだ問題は山積しておりますので会長補佐という役をこれからやっていきたいと

思っております。皆さん、どうぞ御協力を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。 

  資料１－２「地域審議会の設置に関する協議書」第６条には「会長は、審議会の会議

の議長となる」とうたわれておりますので、これからの議事につきましては、須藤会長

に進行をお願いします。よろしくお願いします。 

須藤会長   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、皆さんにお願いがございます。会議録作成のため、発言の際には氏名を述べ

てから発言をお願いいたします。また、本日の会議の終了は午後４時ごろを予定してお

ります。 

  それでは、議事の（１）「地域審議会について」を議題といたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

区政課長   区政課長の三宅と申します。よろしくお願いいたします。 

  私の方から地域審議会の制度とか役割について、お手元の資料によりまして簡潔に御

説明をさせていただきます。 
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  今回、引き続き委員をお願いした皆様には、第１期の時に既に御説明した内容ではあ

りますが、御確認の意味を含めましてお聞きいただきたいと思います。 

  それでは、まず資料１－１をご覧ください。 

  これは地域審議会の法律上の根拠でございますが、この市町村の合併の特例に関する

法律は、いわゆる合併特例法の旧法でありまして、平成１７年３月３１日までに合併の

申請を行いまして、平成１８年３月３１日までに合併した市町村が対象となっておりま

す。したがいまして、静岡市と蒲原町との合併につきましては、この旧法が適用されま

して、この第５条の４の規定に基づき、蒲原地域審議会が設置されたところであります。

なお、この後、合併特例の新法におきましても同じような規定は残ってはおります。 

  それで、この法律ですが、第５条の４の第１項になりますけれども、合併関係市町村

の協議、つまり、静岡市と蒲原町の協議によりまして地域審議会を置くことができると

いう形になっておりまして、その役割につきましては、下線で示させていただいたとお

り、一つは「市長の諮問に応じて審議すること」がまず一点。もう一つ「必要と認める

事項について市長に意見を述べる」という二つの役割があると規定されております。 

  その下の第２項につきましては、地域審議会の組織及び運営については合併関係市町

村の協議により定めるということで、それが資料の１－２の「地域審議会の設置に関す

る協議書」、そちらの方となっております。この協議書は条例に準ずるものとして、こ

の資料１－１の法律の第４項にありますように、これを変更する場合には、条例改正と

同じように議会の議決が必要となるものであります。 

  それでは、１－２の方の説明をさせていただきます。 

  資料１－２は「設置に関する協議書」でございますが、第１条では、今申し上げまし

た法律に基づき地域審議会を設置すると規定しております。 

  第２条で、設置期間は合併後１０年間ということで、平成２８年３月３１日までとな

っております。 

  次に、第３条では、市長の諮問事項を列挙して７項目上げてあります。なお、先ほど

法律のところで地域審議会の役割として「市長の諮問に応じて審議すること」がこちら

の方の第３条に列挙してあることで、もう一つ「意見を述べることができる」という部

分が、この協議書の中にないということになるですけれども、これにつきましては、こ

の必要と認める事項というのは、この地域審議会が必要と認める事項ということであり

ますので、それをまた協議書において、また逆に制約といいますか限定することはどう
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かという理由によりまして、この協議書においては特に規定はしておりません。ただ、

合併協議会におきまして、この市長に意見を述べる事項として具体的に、やはり諮問事

項にもありますけれども合併建設計画の執行状況とか、そのほかにも公共施設の設置と

か、合併協定書の内容なども一応市長に意見を述べる事項として、合併協議会において

確認はされております。 

  次に、第４条ですが、審議会の委員は２０人以内をもって組織されます。第２項にあ

ります３つの区分によりまして市長が委嘱するということで、第２期は先ほどの１９人

の方に委嘱がありました。 

  以下、第５条は、委員の任期が２年ということ。それから第６条は、先ほど行われま

した会長、副会長の選任。それから第７条は、会議の開催などについて規定をしており

ます。 

  それでは続きまして、資料１－３の「合併建設計画」をちょっとごらんいただきたい

と思います。 

  合併協議会におきまして、その合併特例法の規定に基づきまして作成したものであり

ます。 

  めくっていただきまして右側に１ページがございますが、そちらにありますように、

この合併建設計画の計画期間は、地域審議会の設置期間と同じ１０年間となっておりま

す。 

  具体的な主要事業につきましては、ちょっと飛びますけれども８ページ目以降に分野

を６つに分けまして、各分野ごとに主要な事業を表にございますとおり列挙してありま

す。 

  先ほどもちょっとお話ありましたように、この合併建設計画は地域審議会の重要な審

議事項の一つになります。ですから、第１期の地域審議会におきましても会長からもお

話ありましたように、９ページの表の一番上にあります文化センターの改築、これを中

心に審議を行っていただきまして、何度も会議を重ねていただきました。その上で基本

構想案をまとめまして、附帯意見をつけて市長に提出をしたというところであります。

その提出したことを受けまして、その準備が進められまして本年度、建設に着手して平

成２２年度には生涯学習機能、支所機能、子育て支援機能を備えた新しい複合施設がオ

ープンする予定となっております。 

  当然この文化センターの改築以外の事業につきましても順次進められているところで
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ありますが、詳細につきましては次回以降の議事として予定をされておりますので、こ

こでは説明を省かせていただきます。 

  地域審議会についての説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

須藤会長   ただいま資料１－１、１－２、１－３の内容について説明がありました。 

  このことについて質問はありませんか。いいですか。 

  じゃあ、質問がないようですので、議事の（２）「本年度のスケジュール（案）」につ

いてを議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

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

  それでは、平成２０年度のスケジュール（案）について、簡単に御説明いたします。 

  お手元の資料２をごらんください。 

  平成２０年度第１回が第１期の最後の会となりましたので、第２期目は平成２０年度

の第２回目からのスタートとなります。 

  平成２０年度は、基本的には８回の開催を予定しております。本日は静岡庁舎での開

催となりましたが、次回からの審議会は原則的に蒲原支所で行う予定でおります。 

  次に、会議内容でございますが、本日は、第２期委員の委嘱状の交付後、正副会長の

選出について御審議していただきました。 

  平成２０年度第３回目は、７月に平成２０年度の予算状況、合併建設計画関連事業進

捗状況調査結果等につきまして広域行政課から説明する予定でおります。 

  第４回目は９月ころ、市内の施設見学を予定しております。蒲原地区の市民生活に深

く関わっております水道や、蒲原地区のごみを将来的に処理することになる沼上清掃工

場や、今後整備されていく下水道について浄化センターなどを視察する予定でおります。 

  第５回から第７回につきましては、第１期地域審議会でもたびたび取り上げておりま

す合併建設計画などについて御審議していただく予定であります。 

  昨年度は合併建設計画関連事業として、合併前に蒲原町が配付しました資料に記載さ

れていた事業について整理を進めてきたところであります。今年度におきましては蒲原

地区に必要とする事業の整理を関係所管課との意見交換を通して進めていきたいと考

えております。また、由比町との合併につきましても合併前に広域行政課から説明を受

ける予定でおります。 

  第８回については現時点では未定となっております。 

  以上、平成２０年度のスケジュール（案）を説明しましたが、審議会の内容につきま
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しては、委員の皆様の御意見を取り入れながら決定していきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

  以上です。 

須藤会長   ただいまの説明について、質問ありますか。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   この日程を見ますと、８回という予定の中で既に１回終了していますので、

今年度は実質７回というふうになるんですが、先ほど会長からもあいさつでありました

けれども、今年と来年で建設計画の予算化とか具体化して上げていかなければいけない、

まとめるとなりますと結構のロードといいますかハイスピードで行かないと、とてもま

とまらないんじゃないかなということをちょっと懸念します。できれば、できるだけ早

く皆さんと意見交換しながら固めて、それで、また絞り込んでやっていくということが

必要だと思いますので、２月ごろ８回目とありますが、この間に、まだその時々で必要

と思われるときには弾力的に設定するという猶予があるのかどうか。また、８回にこだ

わらず、結果的には１０回ぐらいになるかもわからないです。それも運営として可能か

どうか。その辺だけちょっと確認したいと思います。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課天野です。あくまでも今御説明しましたのは案

でございまして、回数的には１０回まで予算的には確保してございます。時期につきま

しても、ここでは案ということでお示ししましたけれども、必要であればその都度、臨

機応変に対応していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

須藤会長   第１期目で、地域審議会ということじゃなくて、懇談会という形でいろい

ろ皆さんの意見統一をするとか、そういう場も持ちましたので、その時々で皆さんの意

見を聞きながら、そういうものも織り込んで運営していくということでいきたいと思い

ます。今の説明にもありましたように、１０回ぐらいは予算的にはいいだろうというこ

ともありますので、皆さんの意見を聞きながら進めていきたいと。いいですか、それで。 

  それでは質問がないようですので、次に議事の（３）「その他」を議題といたします。 

  事務局から何かありますか。はい、どうぞ。 

蒲原支所参事   蒲原支所の山崎です。先ほど、20 年度の日程（案）をお示ししました

けれども、その第３回の地域審議会ですけれども、７月中旬を予定しております。まだ

日にちは決定しておりませんけれども、なるべく早く決めまして、皆様に通知をしたい

と思っております。開催場所は、蒲原支所の２階の第３会議室ということになります。

よろしくお願いします。 
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  以上です。 

須藤会長   そのほか、審議会の方から何か質問ございますか。 

内藤委員   内藤秀子です。これはお願いになるですけれども、審議会の資料とかあり

ましたら、なるべく早くにね、資料をいただいて中身をよく検討させていただきたいと

思いますので、資料がなるべく早目にいただけたらなあと、いつも思っております。お

願いいたします。 

蒲原支所参事   蒲原支所の山崎です。昨年から資料はいつも２日前か１日前ぐらいに

は委員の皆様のところにお届けしておりますので、ことしも同じような格好でやりたい

と思っております。 

戸塚（善）委員   戸塚善久ですけどね、とりあえず日程を早目に決めて、それに合わ

せて１週間ぐらい前に資料をどんどん渡してもらいたいですよ。２日、３日前によこさ

れても。少ない資料だったらいいですけどね。多少時間を必要とする資料だったらやっ

ぱりなかなか難しいんじゃないんですか。そういうわけでね、日程を早目に決めて、資

料も１週間前に配ってもらうというふうなことを要望しておきます。 

須藤会長   要望ですけれども、今の要望に対して、今返事できますか。ただ要望受け

たからって、そのままにされたんじゃ困りますので、やっぱり返事ができれば、してい

ただきたいと思います。 

蒲原支所参事   所管課の関係もありますので、できるだけ早く資料を集めまして、皆

様のところにお届けしたいということでお願いしたいと思います。 

須藤会長   また運営のときに審議会の中で実際、今度はやってみた中で、また意見を

出していただきたいと思います。いいですか、それで。はい、戸塚善久さん。 

戸塚（善）委員   一応ね、予定を立てて、それで資料を集めてみて、それで日程が決

まるでしょう。先に日程決めて資料を集めるとね、なかなか間に合わないとか何とかと

いうあれがあるからね。そこのところは臨機応変に、任せますからね。なるべく早く日

程も決めてもらって、資料もなるべく早く渡してもらうというふうな形にね。これ、い

つも要望になってしまうですけどそのようなあれを配慮してください。お願いします。 

須藤会長   じゃあ、できるだけということでお願いします。そのほか。はい、中島委

員。 

中島委員   中島ですけれども、以前審議会でいろんな質問があって、担当者がいない

ものですから後日ということで何回かございます。それについて次回の例えば、７月の
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会議でそういう場合が出た場合は、８月にはそれをきっちりと答弁していただきたいな

あと思います。答弁のないのもございますから、今後そういうことのないようによろし

くお願いします。 

須藤会長   ちょっと会長の私の方から、これは次の審議会でいいかなと思ったんです

けれども、皆さんの意見を直接に、担当者がいないところで質問を出してもしようがな

いですよね。だから、こういう問題があるよというものを審議会の中で出していただい

て、それを審議会で、これは審議会として取り上げる問題だと、それじゃあ次に担当者

を呼んで詳しく聞いていこうと。審議会の委員と当局とのやり合いじゃないんですよ。

あくまでも意見として審議会でまとめて、これはもう蒲原には絶対必要だということな

らば、その問題について担当者を呼んで、しっかりと審議して、それで、それを要望書

とか意見書とかいう形で市長に上げていくという形の運営をしていきたいと思ってい

ますので、ただ市民にこういうこと言われたからどうだというあれじゃなくて、それを

審議会の中で、それはもう、これは蒲原地区の全体の問題だと、これは重要なことだと

いうことで皆さんが納得して、それを取り上げていくというふうな運営の仕方をしてい

きたいと思いますので、ぜひそういうことで御理解願いたいと思います。 

中島委員   それはよくわかります。ですけど、その他の場合、いろんなそういうとき

に、その他意見ございますかというと急に出る場合がありますから、その場合でも速や

かにね。要するに答弁書がなくても対応できるよう、そういう方法もちゃんとしていた

だきたいということです。 

須藤会長   その都度また私が皆さんに投げかけて、皆さんの御意見を聞きながらやっ

ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  その他ありますか。 

  ないようですので、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  本日の会議録の署名は、名簿順に稲葉委員にお願いいたします。 

  以上をもちまして、第２回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。長時間にわたり

ご審議お疲れさまでした。ありがとうございました。 

       （午後 ３時２５分 閉会） 

                  会      長 

                  会議録署名委員 


