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平成２１年度第４回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２１年１２月１７日（木） 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）須藤会長、宮田副会長、稲葉委員、久保田委員、佐藤委員、

鈴木委員、寺門委員、戸塚（正）委員、戸塚（善）委員、 

内藤委員、中島委員、野村委員、石野委員、磯部委員、 

江澤委員、中山委員 

（片瀬（幸）委員、片瀬（正）委員、草谷委員欠席） 

        （関係課）生涯学習推進課：斎藤参事兼統括主幹、萩原参事兼主幹 

菊島主査 

都市計画課：松本参与兼課長、吉川主査 

             街路課：鷺坂副主幹 

（事務局）区政課：橋本参与兼課長、牧野統括主幹 

清水区総務・防災課：木村副区長兼課長事務取扱、広瀬参事

兼区付主幹、森参事兼統括主幹 

蒲原支所：渡邉支所長、近藤参事、細野主事 

 

４ 議 事    

（１） 要望書に挙げた合併建設計画関連事業の進捗状況等の報告について 

（２） 来期の審議会委員改選の日程等について 

（３） その他 

 



 

 ―２― 

蒲原支所参事   定刻になりましたので、平成２１年度第４回静岡市蒲原地域審議会

を始めます。 

  はじめに御報告いたします。本日は、片瀬正通委員、片瀬幸修委員、草谷委員が欠席

であります。１３人の委員が出席されておりますので、会議は成立いたします。 

  それでは、まず資料の確認をお願いいたします。資料といたしまして、カラー印刷の

都市計画道路の見通しについてであります。お手元にございますでしょうか。 

  それでは次第の２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。 

  須藤会長、よろしくお願いいたします。 

（須藤会長あいさつ） 

会長   皆さん、こんにちは。 

年の瀬もせまったお忙しい中、審議会にご出席いただきましてありがとうございま

す。早いものであと２週間で今年も終わろうとしております。また、私達の任期も、

あと半年で終わりになります。今年顧みますと、昨年からやってきました建設計画の

中で、予算化されていない計画をどうするかということで洗い出しをして、十分に審

議して、再度要求するものは要求していくと、それから却下するものは却下していく

というような議論を重ねて、そして６月４日に小嶋市長に要望書を提出してきました。

これからはその要望書が、第２次基本計画の中に、どういう形で取り込まれていくの

かということを十分検証して、それをしていくのが私達の審議会の仕事ではないかな

と思っております。 

今日は、その要望書の中に入っております蛭沢通線、それから来期の審議会の定数

等が議題となっております。皆さんの十分な審議をお願いいたしまして、私のあいさ

つといたします。 

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、須藤会長に進行をお願いしたいと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

会長   それでは、これから議事に入ります。議事次第に従いまして進めていきます。 

  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

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

た、本日の会議はおよそ２時間の午後４時ごろの終了予定ですので、ご協力をお願い
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します。 

  それでは、議事の（１）「要望書に挙げた合併建設計画関連事業の進捗状況等の報告

について」を議題といたします。 

前回意見が出ました蛭沢通線の整備について、都市計画課から説明をお願いいたし

ます。 

都市計画課参与兼課長   都市計画課の松本でございます。よろしくお願いをいたし

ます。 

それでは第３回の審議会の中で、議論になりました蛭沢通線につきまして、現在本

市では都市道路計画全般の見直し作業を今進めておりまして、お手元にお配りしてご

ざいますカラーの資料に基づいて今の見直しの状況を説明をさせていただきたいと思

います。本市の都市計画道路といいますのは、１３５路線、全部でございます。やは

り、近年見られますように、少子高齢また人口減少などの急激な社会情勢の変化に合

わせまして、こうした都市計画道路の必要性等を再検証する必要があるという考え方

を、私ども持っております。平成１８年度からこの見直し作業といったものに着手を

しております。また、県内では、現在こうした道路の見直しの作業を実施している市

は、県内３７市・町あるわけですけれども、その中で１０の市、町でこうした同じよ

うな作業を進めているという状況でございます。 

それでは、資料１頁をめくっていただきまして、２ページの上段で、背景の①とい

うふうに書いてあります。これは人口動向を示したグラフでございます。図は左側か

ら、１９９０年から現在までの人口の推移、またこれから２０２０年までの推定を示

したものでございますけれども、総人口は年々減少傾向が続いております。またこれ

に加えまして、図の中の緑色、６５歳以上の老齢人口が増加。これと相反しまして１

５歳未満の年少人口が減少しているということが、このグラフから読み取れるかとい

うふうに思います。 

続きまして、その下段からになりますが、背景の②ということで、これは自動車の

保有台数の推移を示してございます。この保有台数は昭和４０年代から現在までの約

４０年間、これより１０倍に増加しておるということです。このことから、やはりこ

れまで道路の整備というものが必要であったということでございます。しかしながら、

平成２０年に初めて減少に転じておりまして、今後もやはり減少が続いていくのでは

ないかいうふうに考えております。したがいまして、長期的に見ましても人口減少、
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少子高齢などの影響により、横ばいもしくは減少していくものというふうに予測をし

ているものでございます。 

続きまして、次に頁をめくっていただきまして、上段、これは年代別の道路の整備

状況を示したグラフでございます。図のグラフの一番左側は、都市計画道路の決定

（不明）として、おおよそ何年代に決定をされたかといったものを示しております。

戦後の２０年代、それから高度成長期の３０年代に、将来拡大成長を見通して、多く

の都市計画決定、そうしたものが行われております。そして今度は、右側に移ります

が、未着手の路線をグラフは示しておりますが、赤色の３０年代のものが現在７路線、

未着手の状態となっておりまして、他に比べますと突出して多くなっているというこ

とでございます。この７路線の中に、今日議題として挙がります蛭沢通線も入ってお

るというところであります。 

続きまして、資料の下側になりますが、都市計画道路の状況ということで、現在都

市計画決定されているすべての路線の延長は、約３８０キロメートルございます。そ

のうち整備がなされている、整備率としましては６４％があります。延長にしますと、

２４０キロメートルが一応整備が済んでいるという状況でございます。整備率の内訳

につきましては、旧静岡市が６９％、旧清水市が５５％、旧蒲原町が７２％という状

況になっております。図中の緑の実線が、図が小さくて申しわけございませんが、緑

の実線が事業中またはおおむね、これから１０年間の整備計画を示したプログラム、

これから整備をしていこうということで決めております整備プログラムの対象路線と

いうことでございます。これが緑色。次いで黄色の実線が、これが未整備路線という

ことになっております。更に紫の実線は、これは広域道路を示しております。広域的

な幹線道路を示しております。そして最後に、黒の実線、これは整備済み路線という

ことで色分けをした図でございます。ご覧のように黄色の実線である未着手路線が多

く残っているということがこの図面から読み取れるかというふうに思います。そこで、

無着手路線の延長としましては、本市が整理していかなければならない路線だけでも

約９０キロ、実は残っております。現在、ご承知の通り財政状況が大変厳しい中、今

後はこうした道路整備につきましても、その選択と集中と、そうした道路整備を図っ

ていく必要があろうかというふうに考えております。 

続きまして、次の頁をお願いいたします。幹線道路のネットワークということでご

ざいますが、上段の図面になりますが、都市計画道路におきましてはやはり道路ネッ



 

 ―５― 

トワークといったものが命でございまして、大変重要になってまいります。蒲原地区

におきましては、細長い市街地が形成されております。東西軸方向につきましては、

幹線道路に続けというものもございます。具体的には、今、黒を実線で示している路

線でございますが、こうした幹線道路の東名高速道路、更には東西幹線道路の国１バ

イパス、図面の中では青実線で示させていただいております。また、拠点間の連絡道

路として、県道の富士由比線が、ここの地区には走っておるという状況でございます。 

それではそこで、黒ページのカラーになりますけれども、現在私どもが進めており

ます都市計画道路の見直しが、どんな進め方で今進んでおるのかといったものが、フ

ローで示させていただいております。幾つか①から⑬までフロー流れておりますけど

も、まずポイントだけ申し上げますと、③の見直しを進める上で重要となります見直

しの基本方針ですとか、あとはその進め方、路線ごとに評価をしていく評価項目、そ

うしたものを定めた評価基準といったものを都市計画道路の見直し指針といたしてお

りまして、平成２０年３月に策定しております。 

続きまして⑤になります。⑤は、事業中ですとか事業完了箇所を除いた見直し候補

路線を５３路線、１１２区間を抽出いたしました。蒲原地区では４路線の８区間が挙

がっております。これは蛭沢道線も当然この中に含まれておるというところでござい

ます。続いて⑥、今度は路線の評価というところを行いますけども、見直し候補路線

の各区間ごとに、評価カルテといったものを作成させていただいて、こうしたものに

基づいて路線それぞれの評価を行い、必要性の低い、そうしたものを見直し対象路線

として抽出をするというものでございます。この評価項目につきましては、のちほど

また詳しく説明をさせていただきます。 

少し飛びますが⑧になります。路線を廃止しても、周辺の道路網に影響がないかど

うかと、そうしたチェックも大変重要になりますので、⑧ではそうしたチェックを行

うというところでございます。そうした流れを踏まえて、⑨で廃止路線等の候補路線

を、まずは決定をしていくということになります。そして⑩になりますけども、今年

度末３月、その辺をめどに実は廃止路線、そうしたものも含めた市民の皆さんの意見

を聞くためのパブリックコメントを予定しておりまして、現在その作業を進めておる

というところでございます。その後の話になりますが、⑪、ここでは廃止路線につい

て、地区別に、これから住民の皆さんのご意見を聞いていきたいということで地区説

明会、そうしたものを行っていきたいというふうに思っております。そして、合意形
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成が図れたところから廃止等の法定手続きに入っていくという、そんな流れで進めて

いくというところでございます。繰り返しになりますが、現在作業中でございまして、

本年の３月には、こうした廃止路線等について全市、皆様方にパブリックコメントそ

うしたものを通してご意見を聞いていきたいというふうに思っております。 

続きまして次の頁をお願いいたします。上段になりますが、ただ今申しましたよう

に路線の評価を行うというところでありますが、それはどのよう評価を行うのかとい

ったものを簡単に説明させてもらいますと、大きくは路線の必要性と実現性、更には

代替性といった大きな柱、それと１３の、右側に位置してあります中小項目に分類し

て、それぞれ評価をしていくということです。必要性の評価につきましては、当然交

通機能もありますし、空間機能、やはり市街地形成機能といった三つの中項目に分け

ております。交通機能におきましては、これまで道路の主要な機能であります自動車

の通行といったものに対しての評価でございます。駅ですとかインターチェンジ、そ

うしたもののアクセス性などについて評価をしております。空間機能としましては、

主要な公共施設までの距離ですとか、通学路の指定状況、更には緊急輸送路、避難地

などの防災面の役割、バス路線の有無など、そうした公共交通への寄与についても評

価を加えていきたいということでございます。市街地形成機能としましては、再開発

事業ですとか、土地区画整理事業などとの関連性などについて評価を行います。 

次に実現性になりますけれども、用地取得等の実現性といった部分では、支障物件

の割合ですとか、（不明）建物の件数、更には沿道の土地利用の環境の変化といった、

そうしたものの影響、そうしたものを評価していくというところです。代替性という

ことで、最後になりますけども、ここでは都市計画道路の代替となる道路が、その周

辺にあるのかどうなのかといった、そうしたものも必要になりますので、そうしたも

のについても評価をしていくということになってまいります。以上が評価項目の内容

というところであります。 

下段に移りますが、蛭沢通線をちょっと見てみたいと思います。蛭沢通線につきま

しては、県道富士由比線と神沢白銀線を結ぶ南北の道路としての役割を担っておる、

そうした機能を持った道路だということでございます。更には、広域避難地へのアク

セス道、そうしたものに位置的にもなろうと。更にはこの路線の付近には文化センタ

ー、図書館、更には警察分庁舎、小学校などの公共施設も集約しているといったこと

がございます。また、課題として挙げられるのは、ＪＲ東海道本線との立体交差とい
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ったものが、これから整備していくには必要になりますので、そうした観点から見ま

すと沿道からの利用、沿道の土地利用といったものがどうだろうかといったものが、

一つの課題として挙げられるかなというふうに思っております。こんなことで、現在

蛭沢通線も見直しの対象路線の一つとしてテーブルに挙がっておりまして、市内全縦

をした中で、５３路線といった大変たくさんの路線になっているんですけれども、そ

れらを一つ一つ、検証を加えているということになります。最後に、繰り返しになり

ますけれども、現在皆様方にパブリックコメントを通していろいろな意見を聞いてい

きたいというふうに思っておりまして、３月には、今現在進めている作業を、精力的

に進めて、これから具体的にご意見等を聞いていければというふうに思っております。 

説明は以上でございます。 

会長   どうもありがとうございました。ただ今都市計画課より都市計画道路の見直

しについて詳しい説明がありました。このことについて、質問等がありましたら出し

てください。ありますか。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。これから見直し作業を進めるという話ですけれども、端的に

言いまして、廃止になる可能性が、今の時点でこんなこと聞くとまずいのかもしれな

いんですけども、高い路線に当たるという理解をした方がいいんでしょうか。 

都市計画課参与兼課長   申し上げます。現段階では、そこまで申し上げられません。

やはり道路の見直しは、先ほど評価の話でしたように、いろいろな視点からの見方が

必要になろうかというふうに思いますので、今しばらく時間をいただいた中で、先ほ

ど申しましたように、我々これからも一生懸命作業を進めて、３月末にはその辺の市

としての考え方を示させていただきたいというふうに思っております。 

会長   鈴木委員、いいですか。そのほか、ありますか。はい、戸塚委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。これ全市で出ているものですから、ちょっと分か

らないですけれど、当面は、蒲原地区の都市計画道路で考えた方がいいような感じが

するですけれども。ここにきて、静岡のことや清水のことは分からないですから、私

達。蒲原でも３８年以降に都市計画を決定しても、まだ未着工のところがほとんどで

すよね。それを出してもらいたいですよね、書類として。改めて洗い出してもらって、

それに対して審議した方がいいんじゃない。と思うけど。清水、静岡あたりのことを

言っても、わからないもの。 

会長   清水、静岡じゃなくて、今日の内容は、蛭沢通線についての今の考え方につ
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いてとりあえず、その要望で今日来ていますので。 

都市計画課参与兼課長   いいですか、会長。都市計画課です。今戸塚委員の方から、

蒲原地区だけピックアップしてそこだけの議論、当然のことだと思います。私ども都

市計画課としては、全市対象で全体的な路線をとらえて、議論をさせていただいてい

ます。作業をさせていただいています。今後の話として、パブリックコメントをかけ

させていただきたい中では、蒲原地区についても廃止路線等出てくれば、当然その場

で議論ということが出てまいります。従いまして、現在の作業としては、全市全体を

見た中での都市計画道路を、蒲原地区に特化したのではなくてやっておりますので、

そうしたものを一度整理した上で、それから各地区ごとに必要があれば、それぞれ私

どもが出向いて行って説明会等をさせていただくと、そういう考え方でおります。 

会長   いいですか、戸塚委員。はい、中島委員。 

中島委員   中島です。先ほど、蛭沢線の件で、３月までには結論が出るということ

ですけれども、それは確実でしょうか。 

都市計画課参与兼課長   都市計画課です。今私どもの作業では、予定という言葉を

使わせていただきますが、それに向けて作業を進めさせていただいております。そん

な状況でございます。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   中島です。そうしますと、作業を進めますが、ある程度の結論的なもの

は出るのでしょうかね。 

都市計画課参与兼課長   お答えいたします。結論が出るかという部分は、先ほど作

業フローの中で説明させていただきましたように、まずはパブリックコメントで市民

の皆さん方に、廃止する路線としてこういうものを私ども考えましたというものを示

させていただきます。それに対して今度は地区の皆さん方が、それを見てどうした意

見を持つかというのを、パブリックコメントで意見をチョイスします。そうしたもの

も踏まえて、更に地区別の説明会、地区の説明会をやっていくということになります。

従って３月末は、あくまでも行政側の考え方として示していくわけです。それを、地

域は地域として、この線は必要だとか、この路線はいらないとかといった議論が、ま

た地区の中でいろいろな意見があろうかというふうに思います。そうした意見を、私

ども、聞いていきたいというふうに思っております。 

会長   戸塚（正）委員。 
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戸塚（正）委員   戸塚正彦です。静岡市との合併で住民サービスを考えてみた場合

に、大きく三つあったと思うですよ、私なりに。一つは市民センターの建設、もう一

つは新蒲原駅のガード拡幅。もう一点が蛭沢通線の整備。新蒲原のガード拡幅は、Ｊ

Ｒもあって費用対効果等いろいろあって、ちょっと難しいというのは十分分かりまし

たけれど、この蛭沢通線の整備は、長期的に考えて、是非整備を考えてもらいたいと

思います。一応合併に対しての住民の説明にも、このことが何回か出たことですから、

その辺も十分理解してもらいたいと思います。 

会長   要望ですね。そういう要望がありました。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。ちょっと、お伺いします。年代別整備状況ってありますね。

この中に、３０年代で都市計画決定をして、７つ未着手で残っていますね。この中で、

蛭沢通線を例に出しますが、蛭沢通線はＪＲをまたぐということが一つあるわけです

ね。そういう中で、ほかの地域でＪＲをまたぐのは、７件の中にあるですか。 

都市計画課参与兼課長   お答えいたします。今、確認しましたら、ほかの路線では

ございません。 

寺門委員   そうすると、この７つ残っているというのは、蛭沢通線も含まれている

んですが、ほかの地域で、なぜこれが実施されないのか、どういう事情ですか。 

都市計画課参与兼課長   １３５路線という都市の骨格として道路が必要だというこ

とで、都市計画決定という行為で路線を位置付けさせていただいた。やはり整備が、

予算の関係もございまして当然のことながら、すべてできるのが、私ども都市計画課

として目指すところです。実際としては、こうした都市計画事業というのは非常に時

間がかかる事業と言いますか、道路だけじゃなくて、事業でございます。そして、長

年の時間をかけていく中では、どうしても予算というものも出てきまして、なかなか

厳しい部分もありますし。更にもう少し現実的な話をしますと、道路をつけるという

ことは、そこにお住まいの方がいらっしゃいます。拡幅等も当然出てまいりますので、

その方との生活設計といったものも、一つ一つ、お会いしてお話をして、それから移

転等をお願いしていくということになりますので、そんな関係から、時間がかかる中

でこれまで来てしまったと。そうした中で、冒頭説明しましたように、現在の社会状

況が大変大きく変化している中で、道路のあり方、そうしたものも、もう一度ここで

都市計画決定されているから、このまま残していくのかといった部分を、もう一度考

え直そうといった、そうしたことで見直し作業を進めさせていただいているところで
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ございます。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   今のお話の中で、要するに今時勢も変わってきているという形が一つあ

るわけね。環境も変わってきているでしょう。生活基盤も変わってきている。という

中で、それをどういうふうにしたらできるかという、指導といいましょうか、そうい

う議論はなさらないですか。仮に蛭沢通線が、案が出ていますね。これをもしだめと

いうことは困るですが、仮の話をしてしまうとあれですけれど、これをなくす場合に

はこういう方法がもう一つあるんじゃないかというような、そういうのは当局からは

出るんですか。 

都市計画課参与兼課長   現在私どもがやっているのは、あくまでも見直しという話

ですが、仮に蛭沢通線の取り扱いになった時に、蒲原地区の中で蛭沢通線の位置、ほ

かに南北をつなぐ道路の議論って、あるのかないのかというのも、やっぱりそれも必

要だと思うです。けれども、そこは地域の皆さん方の考え方がまずあって、南北道路

についてはもうこれ以上はいいだろうとか、もしくは南北は弱いと、蒲原地区は弱い

んで、じゃあ蛭沢通線以外に、こうしたところに南北の道路というのは必要ないのか

といった、そうした議論は必要ではないかなと思います。 

寺門委員   今の話で分かりました。もう一度蒲原の地形を見直してください。生活

基盤が、住民の環境状態がどういうふうになっているかということを、もう一度洗い

直してください。ということは、その地域の関係の方が要望書を出していますね。こ

れが地域の住民の意志だよと、こういう意見だよということで要望が出ているわけで

すよね。だから、どうしても必要だということを訴えているわけですよ。蒲原を南北

につなぐには、全部ＪＲをまたがないとつなげることできないです。そういう地形な

んですよ。ですから、どうしても災害とかいろいろな生活の中で、この狭い道路を、

東西に走るだけでなく、南北を利用して南路線を使うとか、バイパスを使うとかとい

う形の中で、いろいろな生活の仕方があると思うですよ。ですから、そういうものを

求めているじゃないかなというふうに私は感じるんです。東にできた上原東線。あれ

もＪＲをまたいでいます。蒲原の一番端ですよね。すぐ隣が富士川町というところへ

造ったわけですけれど、ああいう形で実例があるです。そこは、結構使うようになっ

ていますから、主要路線になっています。ですから、一つ道路ができると、またそこ

に新しい生活基盤を求めるというものもあると思うです。ですから、いろいろな形が、



 

 ―１１― 

いい面を探していけば出てくると思うです。そういうものを住民の皆と話し合って、

訴えるということも必要だと思うですけれども、要望書が出ている通りどうしても欲

しいんだと、いう形のものはすごく訴えていますから、要望ですけど、是非前向きな

形で、平成２２年３月に外れることのないような形で、是非努力をしていただきたい

なと、私は思っています。 

都市計画課参与兼課長   会長、いいですか。都市計画課です。要望も出ていること

も、当然私ども承知しております。もう一度申し上げますと、この蛭沢通線の位置付

けというのは、私ども説明の中で申し上げたんですが、南北軸としては位置付けから

見ると、やはり蒲原の細長い地形を考えると軸としては必要かなと考えています。た

だ、評価をいろいろする中で、実現性ですとかいろいろな部分から、私ども今評価を

加えておりますので、今日この場で、残す、残さないとは申し上げませんけれども、

私ども蒲原地区を十分見た中で、検証をしていきたいと思っております。 

会長   そのほか、ありますか。はい、戸塚委員。 

戸塚（善）委員   今の話で、ＪＲを何とかまたがないというのはないという話だっ

たんですけれど、今工事をやっています清水の渋川と、ありますね大沢町で。あれガ

ードになりますか。あれは都市計画道路だったんですか。 

都市計画課参与兼課長   今整備が清水区内で進められているのは、日の出町押切線

と言いまして、東海道本線と静岡鉄道が並行して線路が走っているんですが、その下

をアンダーパスで、下抜きで、抜いている工事がされています。それは都市計画道路

でございます。 

戸塚（善）委員   何年の、３０年代の計画だったですか。随分あとからじゃないで

すか。 

都市計画課参与兼課長   昭和３６年の都市計画決定でございます。 

会長   はい、久保田委員。 

久保田委員   久保田です。このフローを見ていて、１０番の平成２１年ですね、住

民説明はどれぐらいされて、期日っていうかどれくらいの日程で考えているですか。

廃止に向けてするのはいつごろだよとか。延々とやるわけじゃないですね。 

都市計画課参与兼課長   具体的に、ここの地区へいつ入るというスケジュールはこ

れから出すんですが、今私どもがやっているのは、まずは廃止を考えなければならな

い路線というのが、一番重要かと思うんですよ。その路線がどのぐらい出るかという
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のもこれからの作業になるんですが、仮に、これから住民説明等をやっておいて、最

終的に同意が得られた中では、都市計画の変更手続きという流れにはなっていくんで

すけども、そのボリュームと言いますか量によっても、かなり作業が多くなるもので

すから、その辺は今後作業を進める中で定めていければと思っております。 

久保田委員   いつごろ、タイムスケジュールというか、それは全然ないというわけ

ですか、今。 

都市計画課参与兼課長   あえて言わせていただければ、２２年度以降と話になるん

ですけども、意志が定められたらなるべく早い時期に、各地区へ出向いてお話をさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

会長   はい、宮田委員。 

宮田副会長   宮田です。今の蛭沢通線、これが例えばほかの都市計画道路の中で一

番重要な路線だと考えた時に、最優先にやっていただきたいとか、神沢白銀線につい

てはこれはもう廃止でもいいよとか、そういったことが決定された時に、神沢白銀線

をやめにするから蛭沢通線を確実にやってくれとか、そういう天びんみたいな案とい

うものは出ないんでしょうかね。 

都市計画課参与兼課長   都市計画の観点から言いますと妥協案というのは、物申す

のはちょっとあれですけれども、先ほど寺門委員の方からもご質問があってお答えさ

せていただいたように、道路づくりの選択と集中に、本当に強い中にあります。限ら

れた予算の中で進めていくようになります。それは全市的に考えた中での取り組みに

なってこようかというふうに思いますので、ただ今のご質問について明確にこうだと

いうのは、なかなかお答えしにくい部分がございますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

会長   あと、あれば一点だけ。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   今の見直しフローの図の中で、地域審議会として関与できる部分という

のは、見たところないということになろうかと思いますが、一方で、地域審議会は合

併建設計画の進捗状況を監視するという役割もございまして。合併建設計画の中には

道路の整備というのが明確に出ているものですから、私どもとしては蛭沢通線を是非

やってもらいたいという要望が強い状況にあるものですから、その辺の、地域審議会

がこのフローの中でどう関与できるかというのは、ちょっと分かりづらいので、教え

ていただきたいんですけれども。何か関与する方法があるのかということを。 
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都市計画課参与兼課長   都市計画の法的な流れの中で、私どもは住民というレベル

で、いろいろな説明会をやったり、それから出される意見を聞いたりして、それを最

終的に、意志決定機関である都市計画審議会という会にお諮りして、決定をしていく

という行為になります。蒲原地区についてはご承知のとおり今日会議が開催されてお

りますが、こうした会があるということで、これを都市計画の流れの中でどのように

位置付けていくかという部分のご質問ですが、その辺については、私ども幅広く、○

○会の中の部分が地区としての総意という部分で読み取れるのかどうなのか、いろい

ろなことも出てこようかと思うんですよ。ですから、なかなかその辺が、今明確なお

答えができなくて申しわけございませんが、都市計画の中では、少なくともそうした

流れが、流れの位置付けといいますかね、そうしたものが明分化されたものはござい

ません。 

鈴木委員   法的に地域審議会の直接関与する部分というのは、おそらくないだろう

と思いながらも質問したんですけれども、一方で、地域審議会は市長から付託を受け

て仕事をし、あと意見を述べるという場でもありますし、合併建設計画自体は市と町

の約束でもありますし、その中で、我々が是非残してほしいという要望が出ているこ

とは、強く意識していただきたいなと。この段階で廃止候補に上ることは、まさかあ

るまいなと思っているんですが、蛭沢通線に関しては、是非前向きにご検討いただき

たいなと思います。お願いします。 

会長   それでは、以上でこの問題は終わりますけども、この見直しフローにありま

したように物事は進んでおります。地域審議会はどうするんだという話がありました

けれども、地域審議会としては建設計画の中、今鈴木委員が発言したように、建設計

画の中で道路の整備というのは入っているわけですね、約束事として。その全体の中

で、蛭沢通線を何とかしてほしいということでこの前要望したわけですから、あとは、

要望の経過等を説明していただいて、地域審議会として、あるいはもう一回市長のと

ころへ要望に行くかもしれません。それは審議会の総意として、じゃあもう一回行っ

てみようかとか、そういう形になるかもしれませんけども、それは少し経過を見なが

ら、また皆さんと話し合っていきたいと思います。いいですか、それで。 

  それでは、この問題については、これで打ち切りたいと思います。どうも、説明あり

がとうございました。 

  次に移りますが。議事の（２）「来期の審議会委員改選の日程等について」を議題と
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いたします。前回、皆さんから少し意見を出していただいて、来期の審議会委員の数、

それから、その数に対する構成等をこの審議会までに十分考えてきてほしいというこ

とで、皆さんに要望したわけですけれども、その後、いろいろ調べてみて担当課の方

で分かったこともありますので、まず、担当課の方でいろいろな考え方を説明してい

ただいて、その後に皆さんの意見を聞きながら、今日まとめていきたい。後で説明が

ありますけれど、非常に日程的に詰まっていますので、この審議会で審議会としての

考えをまとめていきたいと思いますから、よろしくお願いします。どうぞ。 

区政課統括主幹   区政課区政担当の牧野です。よろしくお願いします。今会長の方

からお話がありましたとおり、２期の任期６月１１日を控えまして、３期の始まる１

２日に委員会の委員の定数が変更となりますと、この合併協議書に定められた事項の

変更につきましては、条例制定が必要になるものですから、６月という月を考えます

と、２月議会に上程しないと間に合わないということになります。その関係で２月議

会に上程するには、もうタイムリミットなものですから、現在この委員の定数の変更

につきまして、２０人を１５人以内にするという案を、政策法務部会の方へ準備作業

として入っております。それでないと２月議会には間に合わないと。２月議会が終わ

るのは３月末になります。それまで委員の数が確定できないと公募もできないという

形になります。このような縛りがありますので。この形で委員の定数の条例制定を待

ちまして作業を行いますと、４月頭の広告掲載で一カ月間の公募期間をおきまして、

５月中旬にですね面接、末までに委員の決定を行いまして６月１２日の任期を迎える

という形で計画されております。以上です。 

会長   ただ今説明がありましたように、かなり日程的に詰まっております。今の話

の中で、政策法務部会の方に１５名という形で出したという話もありましたので、そ

のことも頭に入れながら、定数の問題あるいはその内訳の問題について、意見を出し

ていただきたい。今言いましたように、１５人でいいよということならそれはそれで

いいんですけれども。もう一つは、公募委員の要綱が４名ということで、要鋼の中に

明記されております。そういうことも考えた中で、どうするかということを、皆さん

の意見を出していただきたい。どうですか。はい、中島委員。 

中島委員   中島です。この委員が合併当時はそういう状況になっていましたけれど

も、これからは１５名という基本的な考え方でいった方がいいじゃないかなと、私は

思っております。前回もそのような話をしたと思います。 
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会長   そのほか、ありますか。はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。宿題もらって考えていたんですけれど、１５名で進めたいと

いう話ですから、私も１５名でいいと思います。会長、任期は何年でしたか。 

会長   ２年です。 

寺門委員   ２年で、何期できる。 

会長   ３期。 

寺門委員   分かりました。２年で、３期と、通算でね。連続でやってもいいし、一

回休んでもう一期という形も可能だよという話だと思います。公募は４名ですか。 

会長   要綱では４名ということで決まっております。 

戸塚（善）委員   それを直すことはできないですか。 

会長   そこは、ちょっと分かりません。どうでしょうか。 

区政課統括主幹   公募４名を直すことも可能です。ただ、前回より公募される方を

増やしますと、今度公募される方が満たすかどうかというふうな問題も、正直ありま

す。 

会長   はい。そのほか質問ありますか。はい、石野委員どうぞ。 

石野委員   私も公募で２期やっているわけですけど、公募するにはいろいろの制約

があって、まず、論文を書くということと面接をするということですね。なぜ公募だ

けそういう過大な面接とか論文とかあるのに、ほかの方はない。３期やることができ

るということになっていますよね。この辺がね、１０年間やるようですけど、この審

議会は。時代がどんどんどんどん変わってきますよね、スピーディーに。ですので、

現在蒲原を考えた場合に、まちづくりで頑張っている方がたくさんいらっしゃるんで

すね。だけどそういう人は、いろいろあって論文書くだとか面接するとか、そういう

ことに苦手だとかということもあって、なかなか出てほしいですが出られないという

方もいらっしゃるので、推薦方法というのは考えられないんですか。地域で、いろい

ろやって、皆が見て、この人はすごい蒲原のことを熱意を持ってやっているという方

を推薦して、その人を面接したりして決めていくという方法もあっていいじゃないか

なと思う。そうすれば、この前も意見が出ましたけど、余りにも固定化していると、

審議委員が。もっと若い人にも門戸を広げて、ここへ出てきてもらって、いろいろな

人の意見を聞いていかないと、時代に合わないことを考えていても仕方ない。もっと

実質的に現状をしっかり認識した人達がここへ出てきて、意見を述べるという形が望
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ましいんじゃないかと思うので、推薦方法というのもあってもいいじゃないかと。考

えていただきたいと思います。意見です。そうしろというわけじゃないですけれども。 

会長   現在の地域審議会の委員構成というのが、学識経験者が１０名、それから各

種団体が５名、公募が４名ですか。そういう形になっていますすけれどもこの構成が

いいかどうかということは、よく分かりませんけれども、ただ各種団体が入っている

ということは、ある程度専門的な、そのことに対して精通した人達がその団体から出

ているということで、一般の人達でそういう立場の漁業の問題とかあるいは、商工会

の問題に十分精通しているかというと、なかなかそういうことは難しいものですから、

だからそういう団体の人たちに入っていただいて、そういう問題についても、問題が

あれば出してもらうと、そういう構成になっているものですから、すべてそういう形

にしてしまうと、そういう関係の人がまた出てくればいいんですけれど、それもまた

若干偏る傾向になる可能性もあるなと思うので。だから、そこらをもう少し考えてい

かなければならないかなという気がしますね。今の話で。どうですか。 

石野委員   私は推薦と言ったけれど、すべて推薦にするというわけでなくて、現在、

蒲原の地域のことについて考えられている自治会長さんもいらっしゃるし、農業関係

も水産関係も、そういう産業経済の面の精通している方が入ってきていたというのは、

私もいいと思うですけど、ただ、そのほかの人が３期まで制約もなしにできるという

ところをもう少し考えて。現在、蒲原地域づくり、まちづくりについて、いろいろな

ことを一生懸命やっている人がいるんですよ。そういう人が出られないというのは、

出られないっていうか出てもらいたいと思っても方法がないものだから、今。そうい

う推薦制という制度がないので。だから申し上げたですが。 

会長   分かりました。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。私は現在の１５名という形がいいではないかなと思っており

ます。それで、構成ですけれども、やはり公共的団体等を代表する者、それから学識

経験のある者、市民、この三つの区分を一対一対一というふうな、簡単に言えば５名、

５名、５名と。ここで何か、４名が正しいのか５名とか、いろいろあるでしょうけど

も、区分も三つあるので、それぞれから均等に５名５名５名というふうな形でいいん

じゃないか。例えば市民というところで、公募制で定員が５名（不明）、私は推薦と

いう方式までは言いませんけれども、逆に公的団体等代表するものというのは、その

組織の中で選ばれて、一つ関門をくぐって出てきているものですから、二号と三号の
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学識経験者、それから市民、これらの方々については、今と同じような面接だとか小

論文を提出することによって、選択していくというか人選していくというふうな形で

いいんではないかと思います。小論文を提出するのは、できる、できないという人が

いるかもしれませんけれど、やはり、いろいろな代表として地域審議会を背負ってい

く、支えていくということになれば、その人の持っている考え方を出来不出来は別に

して、気持ちをきちっと表明して出てくるということは必要じゃないかと思います。

ということで、少なくとも学識経験者のある方と市民公募の方には小論文、面接が必

要じゃないかなと思います。以上です。 

会長   ただ今、こういう意見がありました。そのほかどうですか。はい、内籐委員。 

内籐委員   内籐です。私は１５名くらいが適当じゃないかと思います。割合も、先

ほど稲葉委員がおっしゃったように均等に。私はどちらかというと、一般公募の数、

枠をもっと増やして、一般公募で上がってくる方は論文も書いて面接も受けて、本当

に蒲原地区のこれからの発展のために自分なりの考えを持って、そして前向きに、こ

の地域審議会をとらえて応募してくださった方、そういう方っていうのは本当に貴重

な存在だと思います。第１回の時には、かなりの方が一般公募で応募されたんじゃな

いんですか。その中で、論文と面接で受かった方落ちた方ってことを聞いております。

そういうふうな方も蒲原地区にはかなり大勢の方がいらっしゃいますし。ですから、

本当に一般公募で落ちてしまった方なんかも再度またトライしてもらうとか、そうい

うふうな形で、一般公募の枠をもう少し広げられたらいいじゃないかなと。 

会長   具体的に言ってください。 

内籐委員   先ほど言いましたけど、同じ割合。 

会長   ５人５人ということですね。はい。そのほか、ありますか。中山委員。 

中山委員   中山です。今お話していた一般公募でこの中に参加させていただきまし

た。で、一年半過ぎました。正直なところ、一体何ができたんだろうというのが私の

反省です。正直この中に入るのに一年、何かわけがわからなくて、一年かかりました。

正直言って、文章も書いて入りました。私の思っていたのと全く違う感じだったとい

うところが正直な意見です。これが、合併のあとのことをちゃんと審議する委員会か

なと。道路とかいろいろなことって分からないですよ。どういうふうな感じになって

いるのか、本当に皆が望んでいるのかなとかね、そういうところが全然分からなくっ

て、一対何だろう何だろうって、正直それで一年終わった。分からない状態で質問も
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できなくって、また質問してもちょっとずれていたかなみたいな。皆さんのお話は、

もう前に前に、過去のことを引きずってない、前にみたいな感じで、自分の立場とし

て何を言ったらいいのかな、どういう意見を言ったらいいのかなっていううちに、２

年過ぎてしまうのかな。私達って一般公募で入ったんだけど何にもできないで終わっ

てしまうのかなって、今そんな気持ちになっているんですよ。せっかくこうやって参

加できたのに、自分としてはちょっとふがいなかったな、みたいなところがあるです

けど、一般公募の人達が入るってことであれば、その辺り皆が入りやすいような状態

じゃないけど、何と言ったらいいのかな。ほかの方達もいらっしゃるので、意見を聞

いていただけるといいと思いますけど。何となく自分の中では、もう本当反省ばっか

りで、というところが現在の心境です。 

会長   参考までに聞かせていただきたいんですけど、最初の意気込みと入って一年

半経った、どういうところがどういうふうに違っていました。 

中山委員   地域審議会の中身を自分がちゃんと把握してなかったというところも反

省はあるんですけれど、そういう気持ちできて、地域審議会のことも、もっとみんな

にいろいろ知ってもらって、皆にいろいろ意見聞きたいとかという気持ちがあったん

ですけど、やっぱり閉ざされたところなんだなっていう、よそに言わなくてもいいよ。

というようなことを、意見を受けたこともあったから、あれっていう、何かそういう

ところがあって、だんだんだんだん地域審議委員会っていうのが、ここだけの、外に

全く出ていかないここだけの会合で終わっているんじゃないのかなって気がして。じ

ゃあ次はっていったら、私は参加はできないなみたいな、ごめんなさい。今そんな気

持ちでいます。参加させてもらった時には、やっぱりこの蒲原を、自分たちの周りの

意見もあって、皆でよくしていける何かになればいいかなというね。だからそこがち

ょっと少しずれているのかもしれないですけど、そんな感じで論文を書いたので、そ

れでいいのかと思ったんですけど、やっぱり参加させていただいたら、違ったんだな

と。正直合併のいろいろなことも、どうしてこれができたのかなみたいなのも理解で

きなかったところもあったりして、聞いてもそれはいいんだよ、というお話だったか

ら、何か本当に分からないうちに一年終わってしまったという、本当にすみません。 

会長   そういう気持ちだったってことですね。そのほか意見ありますか。宮田委員。 

宮田副会長   宮田です。各団体が、大体今、審議委員になっている方が５名ぐらい

ですか。自治会２名と農協、漁協、商工会、ここら辺のところというのは、代表とか
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何とかというのは、自治会とか各種団体の中では外すわけにはいかないと思うですよ

ね。どこの面においても。産業の面においても何においても。そこら辺のめどという

のは外せないと思います。それと公募についても現在まで４名の公募でやっていると

思うんですけど、これから例えば５名にして、５名の公募があるかどうか。今まで４

名でどれくらい公募があって４名が入ったのか。そこら辺の経緯は分かりませんけど。

私の考えといたしましては、４名、５名、そこら辺は崩せないとして、あと今までい

た有識者、これだけいますけど、それを減らして、６名ぐらいまでに減らして１５名。

それぐらいの考え方でいっていただければなと思いますけど。以上です。 

会長   はい、そのほかありますか。はい、久保田委員。 

久保田委員   久保田です。私も自治会の役員をやっていて気にしていることは、皆

さん出てきているメンバーが、東西南北、蒲原は細長いですよね。地域性というか東、

真ん中、西でね。学識経験者というのは、そういう形になって、ただ論文で出てきて

合格になったということでしょう。今回特に今回１５人になったら、要するに３区間

にこういくような上手い方法はないのかなと、選挙区じゃないけどね。そういう方法

でいくと、地域の密着した考え方が出てくるのかなという感じを持っているんですが

ね。そういう感じを持っています。基本的には。定数は、もう１５名はいいとして、

そういうことも加味した方がいいのかなと思っています。 

会長   そのほか意見ありますか。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。先ほどの中山委員のお話ですけれども、今期の審議会にとっ

て残念だったのは、一期目のように市民センターというような明確な分かり易い議題

の対象があまりなかったので、議論に入りづらかったという部分も多分あったと思う。

一期目の審議会の成果としては、市民センターがあの形になったというのは審議会が

なければ多分なっていないんで、そういうような成果もあったということはご了解い

ただきたいと思うですよ。で、委員の構成ですけど、私は理想は全員公募だと思うで

す。理想的には全員公募がいいと思います。理想的には。自分の意見としては。ただ、

現実的でないとすれば、半数以上公募というのが望ましいじゃないかと、自分の意見

ですけれども。そして、公募の方が出やすい環境を、いつもそればっかり言いますけ

ど、夜間に時間をずらしていただくとか、何かいい案をつくっていただいて、そうい

う環境をつくっていただければいいのかなという気が、自分はします。定数は１５名

でいいじゃないかと思います。以上です。 



 

 ―２０― 

会長   そのほかありますか。江澤委員どうぞ。 

江澤委員   江澤です。私も公募で応募して、正直、さっき中山委員からお話があっ

たような気持ちもかなりあります。私自身この地域審議会というものを、具体的にも

っとしっかり勉強してから応募すればよかったですけれども、先ほどお話にあったよ

うな気持ちもかなりあります。ただ、これから地域審議会どういう形になったか分か

りませんけれども、静岡市と合併してですね、地域の住民が何かしていかなければい

けないんだなという気持ちはものすごくあるわけで。という意味で、公募をもっと増

やしてほしいなという気持ちあるんですね。なかなか、さっきも話があったけど、話

の中に入っていけないという部分はありました。今までこうだったんだよと、全然知

らないことがたくさんあったので。けれども、これから蒲原地区が今まで以上に何と

か発展していくために、もっともっと住民のいろいろな知恵が必要じゃないかと思う

わけで、という意味では、さっき石野委員から推薦というような方法もあるというよ

うな話もありましたけれども、この中で人が適当だというものがあればどんどん推薦

するなりして、応募してもらうなり、そんな形を、もっと公募を増やしていってほし

いなという気持ちはあります。少なくても、５人５人５人ぐらいの、先ほど出ている

話ぐらいにはしてほしいなということです。以上です。 

会長   そのほか、まだ発言していない方。はい、石野委員。 

石野委員   石野です。私も一期目に応募したんですけど、その時にはもう、市民セ

ンターについて審議するということが明確になっていたので、そういうことで応募し

ました。ですので、今度公募を増やすというご意見がありますけど、私も賛成ですけ

ど、ただそれだと、枠を広げてやればいいかというと、そうでもない。やっぱり何を

今度の審議会でやるのかということを、公募する前に、この期間二年間でこういうこ

とを審議しますよということを明確に示した上で、公募をかけるということが。それ

だったら、僕はこういうことを言いたい、こういう意見があるとか、こうすればもっ

といいとかということを考えた人が公募できるわけじゃないですか。ただ５人公募し

ますよ、審議会公募しますよというだけでは、いい方が出てくるとは限らないので、

その辺考えてやってもらいたいと思います。 

会長   ちょっとずれているんですけれども、今、中山委員も江澤委員もおっしゃっ

ていたように、じゃあ地域審議会って何だ。まずそこを十分理解していただいた中で、

公募してこないと。例えば、地域審議会が市長の諮問機関であると。建設計画の進捗
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状況だとか、いろいろここに書いてあるものを、それは市長から諮問されたものと思

って私達は進めているわけですから、そういうことについては、しっかり公募する前

に地域審議会って何だと、合併の時にこういう経過で地域審議会というのがつくられ

て、その仕事としてはどういうものであるということを、しっかりと知った上で公募

してこないと、やはりちょっと違うじゃないかというのが出てきてしまうじゃないか

という気がしますけど。だから、公募の時の人達は、そういうことをしっかりと知っ

て上で出てきていただかないと、議場に来て、あれちょっと違うかなとか。今、なぜ

私が言わせてもらうかといいますと、私合併協の委員として、静岡といろいろ話し合

ってきた過程の中で、合併の中には地域審議会をつくろうと、それはこういう目的で

地域審議会をつくろうということで、それが通って地域審議会をやっているわけです

ので、それをしっかり、経過と地域審議会の目的をしっかりと頭に入れた中で、公募

していただきたいなと思います。 

石野委員   私、一期目にはそういうこと分かっていたものだから、公募したですけ

ど、だんだん年数が経つと、そういうことが蒲原の市民の中に、審議会って何するか

ということがよく浸透してないので、いろいろな矛盾が出てくるんじゃないですかね。

だから、公募する前に審議会はこういうことをやるんだよということを、もう一度し

っかりね、市民に分かってもらえるような方法で公募していただきたいと思います。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。中山委員とか、分かるですよ、言っていることは。私がなっ

た場合はこういうことしたいんだよというものを持っていると思うですよ。しかし、

この中で今会長が言ったように、審議会ってこういうことをやるんだよという中へ、

その意見を出せないような状況になってしまうですよ。だからそれを審議会で取り扱

うものじゃないよなどということになってしまうと、要するに建設計画の中を見直し

たり前に進めたりというような形でやっていくというのを分かっていないと。石野委

員が言ったとおり、公募する場合には、こういうことをやるんだよということを示し

て公募をかけてやって。だから、前のは分からない。多分一期じゃ分からないかもし

れない。前のことは全然分かりませんからね。その辺は、自分の思っていることと、

この中に入ってきたら、あれっという感覚を持つのは当然かもしれない。その意味、

内容はこういうことなんだよということをしっかり教えて、知らせて、公募をかけて

やった方がいいような気がします。 



 

 ―２２― 

会長   ほかに発言する人がいますので、そのほかどうですか。はい、佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。皆さんがいろいろな意見を言っていますので、私も同感です

し、数の話については当局の方の１５ということ自体受け入れたいと。その中身はで

すね、どういうふうに５、５、５にするのか、どういうふうにするのかというのはど

こで決められるんですか。ここでは決められないでしょう。当局が決めるでしょう。

それを質問させてください。どこで決めるですか。 

会長   ここで一応、審議会の意見として決めるですけれども、果たして、それが要

鋼の中へ、審議会はこうだけど、その要綱が通るかどうかというのは分かりませんね。 

佐藤委員   分かりました。一応地域審議会として、その１５であれば、（不明）と

して１５名を持って一つの正数を決めてしまうよと、それでお願いすると。それだけ

についても、じゃあ、５、５、５でいこうかというのが、もし決まれば、私はそれを

受け入れたいと思うし、そのとおりにいけばいいなと。ただ会長も言っているし、ほ

かの人からいろいろな意見が出ていると思うですが、これ私なりの感想ですけど、地

域審議会ができた当時は議会の延長じゃないかというのを、私は痛切に感じたところ

があります。私もまがりなりにも議員の立場でいたものですから、頭を切り替えて議

会と地域審議会は違うんだよというところを、どれだけ自分なりに理解したのかなと

いうのがありまして、自分なりの理解をした中でいうと、議会の延長になっていたと

ころが、間々あったのかなと。これ、私の印象ですけど。そういうところを見ている

と、公募で見えられた、参加された委員の方って、「これ何だろうね、何を言ってい

るのかね。」というのも、危惧に感じたら申しわけないですけど、私が目指して参加

してきた地域審議会とちょっと違うということも思えるじゃないかという気もしまし

た。公募で出席された方、参加された方については、蒲原をよくしようということを

十分分かっていますし、私も蒲原をよくするために、一つの地域審議会を通じてもの

を言えるというか、あるいは、まさに建設計画なんかで反映できればいいなと思って

きたんですが、やっぱり地域審議会というのは位置付けがはっきりしているので、も

うそれ以上のことはなかなかこの場では言えるものではないのかなというのは、一つ

の壁を感じましたけれども。でも、地域審議会が今まで果たしてきた役割というのは、

非常に大きなものがあったんじゃないかなと思っています。どうしても、マンネリ化

というと失礼ですけども、私なりには二期やろうとしていまして、そうなるとどうし

てもマンネリ化してくるのかなというふうに思っていますので、また新たに発足する
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時には、地域審議会の位置付けというのを再認識するような形で進めていったらどう

でしょうか。というのが私の印象です。 

会長   はい、中山委員。 

中山委員   すみません、たびたび。今佐藤委員のおっしゃったことが、私達が感じ

た、私自身が本当に申しわけないですけど議会の延長かなと、で、入っていけなかっ

たんですよ。これって、議会の延長かな、私はそういうつもりじゃなかったんだけど

と。私がそうとれたのかもしれないけど、佐藤さんがそうやっておっしゃってくださ

ったので、そんな感じが一年したというのが現実でしたので。これからまた、そうい

うところも考慮に入れていただけるといいかなと思います。 

会長   盛んに私も言っているですけど、最初１５名の提案があったんですよ、静岡

市から。ところが議員が１０人残るということになりましたので、２０名以内という

ことでやらないと、公募の人と団体の人が入って来れないということで、２０名にし

て、今回やってみて、皆さんの意見は１５名だと。そうすると、学識経験者という人

達は人数を減らしてくると、そうですね。そうすると議会で残っていた人達が、来期

からは減っていくと、また違う地域審議会になっていくじゃないかと。それからもう

一つは諮問機関であっても、意見を言うことができるというのがありますので、建設

計画以外の、建設計画に入ってないことでも何点かは皆さんと議論して、市長に要望

していったという経過がありますので。そういうことも審議会ではできるということ

を、私盛んに言ってきたつもりですけども。また来期には構成が変わりますので、ま

た違う審議会で進んでいくのかなという気はしております。 

  時間も時間ですので、ここで一服してからやろうと思ったけど、この問題片付けてし

まいたいと思ったので。それでは、どうですか。１５名でいいですね。磯部委員いい

んですか、聞いてなかったですけど。じゃ１５名で、地域審議会としては、来期の構

成委員は２０名から１５名、いいですね。 

宮田副会長   定数だけ決めればいいですか。 

会長   構成は、多分決めないと、要綱を変えるか変えないかという問題があります

よね。 

内籐委員   内籐です。この地域審議会の意見として、定数が５、５、５というふう

な希望がありますというのは、明確に当局にお示しした方がいいじゃないですか。 

会長   だから、５、５、５でいくということになると、要綱を変えなければならな
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いということになります。そういう提案をしていかなければならない。 

  どうですか、皆さん。 

（「いいと思います。」の声あり） 

会長   一つあるですけれども、各種団体の人たちはどういう形で出てくるか分かり

ません。それから公募の人達は５名になりましたから、５名出てくると思います。学

識経験者のというと、今の学識経験者は５名残れません。当然。そうすると、３期で

全員変えなければならないので、そうなると２人ぐらいか３人ぐらいは新しい人を入

れていかないと、次に進んでいかないということがありますから、そういう考えもあ

るんじゃないかと思っています。 

（「いいじゃないですか。」の声あり） 

  じゃ、そういうことで、地域審議会の考えとしては、定数は１５名以内。それから構

成としては、５、５、５と。学識経験者５名、各種団体５名、それから公募を５名。

ということで要鋼を４名から５名に変えていただきたいという要望と。いいですか。 

寺門委員   要綱を変えるでしょう。一般公募を５人にしますよね。仮に５人来ない

場合、１５人以下だから１４名でもいいということ。 

会長   それは、どうですか。お願いします。 

寺門委員   オーバーしなければいいってことでしょう。 

区政課統括主幹   定員を１５名という形でされますと、今静岡市の法規の考え方は、

１５名が定員ですので、１５名。以内という言葉の考え方ですが、任期満了間近の時

に欠員が生じた時に、補充作業をしないように、以内という言葉を使っているという

ことです。 

会長   皆さんの意見は、公募を増やしてほしいと。市民の意見を多く聞きたいから

ということで、こう決まりましたので、市民の皆さん、大勢公募してくれることを期

待しまして、１５の、５、５、５。これで審議会の内容はまとめます。いいですね。 

  休憩時間はありません。このまま続けます。 

  それでは、（２）は終わりましたので、その他に入ります。 

  初めに、生涯学習推進課から新市民センター等についての説明をしてください。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。よろしくお願いします。

（仮称）蒲原地区市民センターという愛称について、実は一つ要望がきましたのでお

知らせをします。由比地区連合自治会から、現在の由比の支所がなくなるのではない
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かという懸念から、蒲原地区市民センターという名前について再考してくれないかと

いう要望がありましたので、お知らせをいたします。この件についてご意見とかご質

問がありましたら、よろしくお願いします。 

会長   もう少し詳しく説明できますか。 

生涯学習推進課参事兼主幹   はい。由比地区連合自治会から現在の由比支所がなく

なった場合に、各種手続きのために蒲原支所に行くことになるだろうと。その場合に

蒲原という名称だと行きにくい。蒲原支所と蒲原地区市民センターという愛称を、両

方できれば変えられないか。蒲原支所というのがもし無理だとすれば、愛称の方の蒲

原地区市民センターの方を、例えば蒲原由比市民センターですとか、清水区東部市民

センターですとか、地名に関係のない名前を公募するとか、何か行きやすい形にでき

ないかという意見があったものです。 

会長   そういうことで、由比の方からありましたので、皆さんの意見を聞かせてく

ださい。はい、内籐委員。 

内籐委員   内籐です。私も実はその他のところで、（仮称）蒲原地区市民センター

の名称のことについてお伺いしようかと思っていました。グッドタイミングな話で、

私前回、懇談会の時に都合で欠席させていただいて、その辺の経緯がわからなかった

んですけども、前回の１０月２９日の地域審議会では、市民センターの名称が静岡市

蒲原市民センターとか、蒲原地区市民センターとかということで、そういうふうに懇

談会で決まったという報告を聞いたですけれども、私も萩原さんと同じように、由比

地区の人達も蒲原の市民センターのところを支所で使うにあたって、やっぱり蒲原、

蒲原というのを余り前面に出したら、由比の人達のことももう少し考慮した名前を考

えた方がいいじゃないかな。これは、私の意見ですけど。一応、愛称がある、親しみ

やすい、かつ、呼びやすい名前を公募で募集するとか、そういう形で。何かもう少し

名称を考えられたらどうか、ということを提案させていただこうと思ったものですか

ら。 

会長   いいですか。前回１０月２９日にそういう意見が出ればいいですけれども、

今はもう日程というか、例えば今から公募してとか、そういう話になると、とても無

理ですね。それから２回にわたってこれは提案されてやってきた内容ですから、今公

募というと、２９日の時もそういう話が出てとても日程的に無理ですよ、ということ

で皆さん了承して審議会としては決めたという内容がありますので、そういう経過が
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あるものですから、欠席していたということでその経過が分からないものですから今

の発言が出たと思うですけれども、そういう議論は１０月２９日の中でしております。 

  はい、佐藤委員。 

佐藤委員   萩原さんにお聞きしたいですけど、既に会長が申し上げたですけど、こ

の地域審議会では名称をここの総意として決めたわけですよね、それをなぜ今、そち

らの方からそういう形で言ってくるのか、私は理解できないですよ。行きづらいなど

というのははっきりいうとこじつけですよ、私から言わせれば。逆にいえば、決めた

ことに対して、それを萩原さんがそういうふうに言ってくることの意味合いをちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。 

生涯学習推進課参事兼主幹   萩原です。行政としては、こういう要望が出たよとい

うことをお知らせして、審議会としての意見に変わりが出るのか、出ないのかをお聞

きしたいということで、今回提案させていただきました。 

佐藤委員   それであれば、これから皆さんが意見なり言うと思うですけど、前回決

めた名称でいくということになれば、それを市として受け止めてくれるのか、そのと

おりいくのかというところをはっきりしてほしいと思いますが、いかがですか。 

生涯学習推進課参事兼主幹   萩原です。地域審議会の意見で出たものについては重

く受け止めて尊重いたしますけれども、施設の名称というのは、そのあと長くしこり

を残す可能性もあるものですから、審議会の意見を聞いた上で、行政として慎重に検

討したいと考えています。 

佐藤委員   これも、さんざん名称についてもやってきたですけど、内籐委員が言わ

れた由比の人とのこととか考えてというのが、既に地域審議会の中で意見が出たです

よね。そういう意見が出た上で、じゃ、どうやって決めましょうかといって得た結論

ですよ。だから、それを今さら、私としてはここの地域審議会で決めた名称でいって

ほしいというか、いかない方がおかしい。と私は思っています。それは、過去の合併

に関していろいろな経緯がありました。そうだったら、由比だって一緒になってやれ

ばよかったじゃないですか、という話になるわけですよ、蒲原からみれば。だから私

は、地域審議会で決めた名称で私はいっていただきたい。それは、市も萩原さんも言

ったとおり重く受け止めますと。しかしながら、しこりを残したくないとかという話

は、はっきり言うとこじつけだと。はっきり言いますけど私はそう思っています。で

すから決めたことについては、地域審議会で決めたことについては、しっかり市の方
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も受け止めてそれで進んでいただきたい、というふうに私は思っています。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。先ほど生涯学習推進課の方から話が出ましたが、由比の連合

自治会からの申し入れと言いますか、聞こえたんですけれども、現に私、蒲原連合自

治会長として由比ともいろいろつき合っていますけれども、由比の連合自治会名で正

式にこうしてほしいとかという話は聞いていません、私のチャンネルでは。多分そう

いうふうな由比の連合自治会の席上、そういうふうな声といいますか、要は出たでは

ないかなというふうに推察するですけども。愛称だとか、いろいろ公募的な話もあり

ましたけども、やはりきちっと、これまでの歴史の中で、ずっと議論を重ねて名前も

考えやってきたことを踏まえれば、この前結論を出した蒲原市民センターもしくは静

岡市蒲原市民センターという名前でいっていいんじゃないか。ただ、由比の方のいろ

いろな気持ちというのは、それは何となく理解はできるですけれども、それをそうだ

からと言って、今まで考えてきたものを変えるとかいうふうなことになったら、逆に

今度は蒲原の方のいろいろな感情があります。この話は、あまり何といいますか、感

情論にしてはいけないというふうに私思いますし、由比と張り合って、名前がどうと

か、決してそういうことがあってはいけない。ただ、由比でそういうような気持ちが

何人かの人から出てくるというのは当然のことだと思うし、だからといって変える必

要はないというふうに思います。それと、いろいろな名前がごちゃごちゃになってい

るみたいなんですけども、きちっと整理しなければいけないと思うですけれども、支

所は清水区蒲原支所ということでもう既に決まってるわけですよね。そして、生涯学

習センターは由比は由比で由比生涯学習センターというのがあるわけです。だからこ

っちは蒲原生涯学習センターという名前でいい。子育て支援センターも、由比にも由

比子育て支援センターあるわけです。ここも、蒲原は蒲原子育て支援センター。その

三つの組織が複合してくるわけで、じゃあそれをトータルして何と呼べばいいんだと

いったら、やはり全体の大面積を占める生涯学習センターといいますか。昔の公民館

というふうな中で蒲原市民センター。蒲原にあるから、それ利用は由比も含めて自由

ですけれども、この地の名前をとって蒲原市民センターで、何ら不思議はないんじゃ

ないかと思います。そして、清水区蒲原支所の名前というのは既に我々ベースの話じ

ゃなくて、静岡市として決めているわけですね。それがそうだからということで、い

ろいろな感情にもっていってはいけないんじゃないかなというふうに思います。とい
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うことで、既にもう皆さんで確認してある名前で、決めていっていいんじゃないかと

思います。 

会長   そのほかありますか。はい、江澤委員。 

江澤委員   江澤です。今まで何人かの方がおっしゃったとおりだと思います。前回

と前々回でいろいろな意見、私も由比からそういうことがあるじゃないかということ

で質問させていただいたりしたですけれども、今稲葉さんの方でまとめていただいた

ようなことを説明して、この審議会ではこう決定したということで、今さらそれを蒸

し返してどうのこうのというのは、やっぱりおかしいんじゃないかなと思います。 

会長   そのほかありますか。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。私も稲葉さんのいうとおりだと思います。ただ、

これがどこからどのように出てきたかということが、一番根本になると思うんですよ。

だけど、そういうことは無視して、この席で決まったことは、それはそのまま受けて

もらうと。萩原さん、頼むよ。そういう気持ちでいますから、よろしくお願いします。 

会長   そういう話もあったと。もう決まったことだよと、審議会で。そう皆さんの

意見でまとまれば、それはもう十分に聞いてもらっているから、それは分かると思い

ます。私にも一言言わせてもらうならば、１期２年間、何とかいいものをつくろうと

いうことで、皆さんも苦労して議論してきたと。この３月にでき上がる蒲原市民セン

ターですから、是非その名前でいってもらいたいなと思います。それでいいですね。

この内容については、以上で終わります。 

  次に、事務局から何かありますか。 

総務・防災課参事兼統括主幹   総務・防災課の森です。磯部委員を始め数名の委員

から話、意見がありました庵原高校との統廃合への利活用についての情報収集をしろ

という宿題をいただきましたので、関係部署に確認した内容につきましてご報告をさ

せていただきます。これは庵原高校を含みます県下の公立高校、これは長期計画案が

ございまして、既に皆さんよくご存じのことかと思いますけども、静岡県では平成１

７年３月、本市におきましても平成１９年１０月に長期計画が策定されておりまして、

これらの計画を踏まえて平成２０年１月に県教委と市教委の連名によりまして、静岡

市内の公立高等学校の共同再編計画、これが策定されておるところでございます。そ

の中で、具体的な整理の基本方向として、皆さんご承知だと思いますけれども、清庵

地区においては、庵原高校と清商ですね、それの再編整備をして、平成２５年度をめ
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どに、静岡市立の高等学校として、また設置場所につきましては現清水商業の学校用

地を軸に検討するというふうにされております。それで、今回年度当初にも要望書と

いう形で審議会から提出された内容でもありますこの跡地利用の問題について、ご承

知のとおり県立高校の施設でありまして、所管が県の教育委員会学校教育課の中に高

校再編整備室というものがありまして、そこが所管となっております。本市の窓口と

いうことになりますと、教育総務課内に高校対策室という部署がありまして、そこが

窓口になっておりますのでそこを通じて県に確認をしていただきました。その確認の

結果ですけれども、結論的には今のところ統廃合後の活用の話は挙がっていないとい

う回答でした。今後の事務手続きがどうなるかということにつきましては、第１次的

には県の教育委員会の中で再活用の可能性、これらを検討すると。もし、なければ市

長部局に移管をして、活用をまた検討していただく。それでもない場合には、始末し

てはどうかという順で確認がされていくのではないかということで、話を伺っており

ます。私も要望書が提出される時点で、県教委の方にも確認をさせていただきました。

やっぱり同様の答えで、今回も同じような回答となっておりますので、状況としては、

今のところは未定ということで、動きがないということを確認させていただきました。

一応、以上でございます。 

会長   ただ今、庵原高校の廃校に伴う処置については、まだそういう話し合いはさ

れていないと、未定であるという報告でしたけれども、だれか質問ありますか。佐藤

委員。 

佐藤委員   これはお礼ですけれども、そういうふうに調べていただいて、大変あり

がとうございました。蒲原地域の人たちは、いい意味での興味を持っていますので、

情報については把握次第、またこの場で引き続き情報提供をお願いしたいということ

で、よろしくお願いしたいと思います。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   中島です。先ほど、県の教育委員会あるいは学校対策課とか、それから

事務的には廃校、なくなってしまうと、その間どのくらいになるか分かりません。そ

の間の管理は、どうなるでしょうかね。例えば５年かかるとか。そのままにしておけ

ば、危険度もあるし、どういう状況になるかわかりませんから。このまま校舎を置い

ておくなら、管理はどのところで扱って、教育委員会がやるべきか、そこら辺り分か

りましたら教えていただきたい。 
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総務・防災課参事兼統括主幹   総務・防災課の森です。お尋ねの件ですけれども、

どこが所管になるか、どういう利用になるかということが決まらない限りは、どこで

管理するかということも最終的には決まってこないと思いますが、また、新たな情報

がありましたら、遂次情報収集しながら、新しいことがあれば皆さんにご報告をさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

中島委員   その点について、よろしくお願いします。廃校、要するに生徒がいなく

なって、そのまま校舎を置いておくというのは、地域住民にしても県の危険度が高く

なると思うですよ。ただそのまま校舎を置いとくということは。もちろん、ここの建

物もそうなると思いますけれども。そういうこともありますから、その点については

ご配慮願います。以上です。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦です。一点教えてもらいたいですけど、同じ静岡市内で

静岡工業、清水工業、これ統合しましたよね。現在どうなっていますか。 

副区長   総務防災課の木村でございます。現在、清水工業の跡地については、方向

性は養護、今で言うと特別支援学校ですか。その方向が定まっておりますが、現時点

でその工事が着工されているかどうかというと、それは未着手の状態。静岡工業等も

同じような状態ですが、基本的には跡地利用にはお金がかかるということもございま

すので、県が随時、予算を持って（不明）ながら検討していくということになろうか

と思います。以上です。 

会長   いいですか。そういうことで、皆さん知りたがっていた情報は得られたと。

先ほどもありましたように、建設計画の中ではないんですけども、庵原高校の土地と

いうのは非常に皆さんも興味を持っているし、是非蒲原地区のために使わせてほしい

ということもありますので。２４年末までには決まるわけですね、まあその前に決ま

るんでしょうけど。ですからこの前も、審議会でも、話が出ましたけども、早目にし

っかりした組織をつくって、この蒲原地区の要望として挙げていかなければならない

じゃないかという気がしますので、やはりこの審議会の中で、今後議論をしていきた

いと思っております。それでいいですか。はい、久保田委員。 

久保田委員   久保田です。私が一番気にしているのは、このメンバーがいなくなっ

てしまうんです、全部。そのころには。そういうことも頭に入れんと、早目にこうい

う方向だということを仕入れて、バトンタッチしてほしい、申し送りと言うのかな。

これ、大事なことじゃないかと思っているんですよ。その辺を頭に入れておいてくだ
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さい。よろしくお願いします。 

会長   そうですね。だから、早目にということが、鈴木委員。 

鈴木委員   今のご意見と同様ですけれども、優先順位が三番目になってしまうとい

う話をさっきおっしゃっていたと思うですけど、県教委で、県で、市でという話だっ

たんですけど、今の時点でこちらの具体的、具体的じゃなくても要望を、正式に挙げ

ておくことが意味があることであれば、来年早々にでも早速やってもいいんじゃない

かと、自分では思うですけれども。 

会長   地域審議会として前回意見が出てきたのは、いろいろなグループの人に、例

えば関わるグループの人たちに集まってもらって、ある組織をつくって、大至急それ

を立ち上げて、議論して、具体的な内容として市を通じて県に挙げていくという考え

でいいんじゃないかというのが、前回の考えだったですね。そういう中で、現在連合

自治会が、まちづくり推進委員会というのをつくっていまして、五つのブロックに分

けて活動しております。例えばその中にはいろいろなグループが入っているものです

から、ある程度連合自治会が中心になって進めていったらどうなのかなという意見も

出ているわけですけれども。この問題については、連合自治会、何か考えありますか。 

稲葉委員   はい、稲葉です。前回この話も出たと思います。それで、連合自治会の

方では独自に関係の所管課のところに出向いたりして、状況説明を聞いたり、そうい

うふうな事前調査みたいなことをやりながら、一方で、どういうふうなメンバーと相

談したらいいかなということで、これはまだ連合自治会としてこういう形でやろうと

いうのは決めてはないんですが。例えば庵原高校のＯＢの方とか、そういう人達も加

えて話をまとめて、そして要望書にしてもいいじゃないかという中で、まだ完全に動

いてはいません。少し状況把握をやってきたという段階ですので。その中で、自治会

は自治会なりに、広く皆さんの声を聞きながらやっていく必要があるのかなと思いま

す。と言って、自治会だけにそれを振られても困りますので、動きも紹介しながら地

域審議会の中でも検討するヒントというですか、是非挙げていただきたいなと思いま

す。 

会長   ですから、来年あたりから蒲原地区として具体的に少しずつ動いていって、

できれば早目に蒲原地区としての具体的な案をつくって挙げていくという形でいくの

が一番いいんじゃないかと。いいですね。この問題についてはいいですか。いいです

かもう事務局の方は、何かありますか。 
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はい、萩原参事。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。前回ご要望のありました、

現在建築中の複合施設ですけれども、車の出入り口と歩道が交差するところに、車が

出るよと知らせるものが何かつけられないかという要望ありました。工事担当課と話

し合いました結果、全部は無理ですけど、支所部分の出入り口、出口のところに、車

を感知して車が出ることを知らせるものをつけるという方向で、今調整中ですので報

告いたします。 

会長   戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦です。それにちょっと関連することですけれど、何回か

前の審議会でも言ったと思うですけど、あそこの市民センターと図書館の間の道路、

県道との間の道ですけど、多くの人が、旧文化センター、今度市民センターですけれ

ども、それと図書館も共有している敷地だと思っている人がかなり多くいると思うで

す。私も現に聞いてみますとそういう人がかなりいます。今度新しい市民センターは、

駐車場が奥というか南側になりますよね。そうなると、あの道を使って奥へと行く車

が大部分だと思うです。そこで、県道に、市民センターの駐車場までの間を、多分す

ると思うですけど何かの対策は。黄色の追い越し禁止のセンターラインを引いて、両

側には、歩道ですよね、もしそれができなければ、歩道が静岡市でも塗っている緑の

路側帯をつけるとか、そういうことをしないと、交通に心配だと思います。それと、

図書館の前のところに横断歩道をつけるとか、そういうこともしっかり対策を立てて

完成を迎えてもらいたいと思いますけど。その辺、よろしくお願いしたいと思います。 

会長   どうですか。萩原参事、今の内容について。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習課の萩原です。県道から図書館との間の市道、

市の道に入るところについては、少し車が出入りしやすいような工事をして、横断歩

道について検討中というか調整中というふうに聞いておりますけれども、図書館と現

在建設中の建物の間については、今のところ横断歩道は予定はしておりません。出る

車に対して、警告というか歩行者に注意というようなものは考えますけれども、横断

歩道は計画には入っておりません。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦です。それは、あそこの市道と県道との交差するところ

ですね。県道から、要するに市民センターの駐車場までの間、１００メートルはない

と思いますけれど、あの間がしっかりしないと、入る車の量も多いし、ちょっと危な
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いじゃないのかなと思って、それを提案というかお願いしたいなと思いまして。 

会長   法律的な問題もあるですね。横断歩道と横断歩道の間は何メートル離れてな

ければいけないとかいろいろありますので、また検討して次の時に検討内容を報告し

てください。いいですか。 

稲葉委員   蒲原市民センター関係で、二点ほど要望といいますか、ちょうど生涯学

習推進課の方がいますので。一点は、あそこまで姿が見えてくると非常に中がどうな

っているかなということで、楽しみにしているところですけれども、中のいろいろな

設備というですか、重機とかそういうものが問題なくきちっと準備されて、テーブル

とかいすとか（不明）一つちょっと気になっているところがありまして、前にも民間

団体から話があったんですが、三階に交流スペースがありますね。あそこは図面を見

るとスペースだけですが、あそこはいろいろな人が、３０とか４０団体ぐらいの人達

が、ちょうど印刷機も置かれていますし、使いやすさといますか多くの人達に気持ち

よく便利に使ってもらえるような重機として、いろいろな用紙とかを入れるキャビネ

ットというですか、そういうふうな物は今設置されようとしているのかどうか。時間

的にせっぱ詰まってはいるですが、準備していただきたいなと思います。これは葵区

とか駿河区の生涯学習センターとか興津の生涯学習交流館も多くの人達が共同で使う

ようなスペースのところに、そういうふうな物が準備されておりますので、是非用紙

とかそういうものが入るような３０とか５０とかそういうふうな複数のあるキャビネ

ットの設置を是非お願いしたいと思います。 

  それともう一点は、この前連合自治会の中でもちょっと話が出たですが、地域審議会

のセンターの内覧会は、２月ごろ行う予定が入っていますね。テープカットは３月２

２日と前回お聞きしたんですが、市民全体に対する内覧会、その辺を是非実施してほ

しいという声が、各自治会長から出されています。そして、そのタイミングがどうい

うところがいいのか。工事もやっているから安全をみて、テープカットした後になる

のかどうか分かりませんが、目的を持っていない人でも、中がどうなっているか見た

いというふうな多くの市民に日を設定して、説明といいますか内覧会を是非やってい

ただきたいと。テープカットの翌日から支所の業務が向こうに移ると聞いていますし、

以降、支所に行くとか、どこそこで会議があるとかという目的のない人というのは、

なかなか中を見る機会がなくなると思いますので、完全オープンする前に、そういう

市民を対象にした内覧会というのを計画していただけたらと思います。以上です。 
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会長   何かありますか、考え方。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。まず一つ目のキャビネッ

トのことですが、現在建物の工事は７０％以上に達しているかと思います。床と天井、

それから壁ができ上がって、あと中の電気関係とか工作物を徐々につけている状態で

す。まだ終わっているわけではないので、至急、入れ込めるかどうか工事担当と相談

をいたします。 

  それから、内覧会についてですけれども、工事中はそんなに多くの人が中へ入るわけ

にはいかない。工事が完成して検査するまでの間は、あまり立ち入りができない。検

査を終了してからと考えられるですが、テープカットというのがありますのでテープ

カットする前には見られませんので、テープカットの後から４月の開館前の間でなら

可能かなとも思いますので、また検討いたします。 

石野委員   関連して、ちょっといいですか。 

会長   今の市民センターの内容ですか。はいどうぞ、石野委員。 

石野委員   市民センターの機能の中に支所機能とか、公民館機能とかありますよね。

そういうのがいつから使えるようになるのか、それからいろいろ使用料だとか各部屋

の使用規定みたいなのがありますよね。そういうのがいつ頃分かるのか、なるべく早

く教えていただきたいんですが。料金、時間、開館時間、閉館時間とかいろいろあり

ますよね。 

会長   はい、萩原委員。 

生涯学習推進課参事兼主幹   生涯学習推進課の萩原です。正式には条例の改正案を

議会に出してからというのが正式な回答になってしまうですけれども、今、交流館の

一階の事務局仮事務所では、各種団体に対して通知を始めています。公用もあるです

けど公共的団体とか、通常の生涯学習団体とか、その他の団体とかいう区分に分かれ

るんですけど、それぞれに通知を始めていることと、多分１月号あたりの館報という

か広報で、生涯学習交流館が発行する広報で説明会のお知らせをいたします。今の予

定では１月の末に二日間とって、午前中に一回と次の日の夜に一回かな。団体に対す

る説明会を行う予定となっています。そこで、詳しい料金等入った物をお渡しできる

と思いますので、よろしくお願いします。 

会長   いいですか。 

石野委員   はい、分かりました。 
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会長   あと、事務局の方から何かありますか。ありませんね。 

  それでは、委員の方から何かその他でありますか。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   すみません。時間のない中、今の市民センターの話にも少し関係するん

ですけど、前回老人福祉センターに行くのに、あまり公共の足がなくてという話があ

ったと思うですが、それは今回の地域センターにもいえることで、よくですね、富士

なんかでは市内市中を巡回するバスが走っていますし、富士宮でもあるようですし、

由比でも一部方面にはバスが出たりしているようなんですけれども、蒲原で、あれを

実現するということはどうでしょうか。現状の状況ですと、せっかくできた大きな複

合施設も遠方の方は自家用車で来るしかない。それがない方は、ではどうやってくる

んだという話にもなりますし。それだけの目的じゃなくて、ほかの病院とか老人福祉

センターとか、あるいはすこやかセンターとかも含めて地域を巡回するようなバスを、

今後考えていただくということは、どうでしょう。できないものかなと、前から思っ

ていたんですが、いかがでしょうか。 

会長   担当課はどこですか。 

鈴木委員   まだ、次回以降でもいいんですけれども。 

副区長   前回、ある議員さんからそういう質問が出されています。その中では、実

際には交通政策の範疇になりますが、そういう期間延長と時間的な問題になりますが、

富士急行、こちらの方と市としては協議を進めていきたいということを、お答えにな

っております。実は、由比のバスもそうですが、政令市になりますと地域交通審議会

が市で開かれます。この地域交通審議会も市の、例えば区の中における巡回バスもそ

の地域交通審議会を通しておりますので、いくいくはそういうことのルートを含めた、

値段の問題やコースの設定等を含めて詰めていくことになろうかと。また具体的には、

そういう方向性を持っているということです。やるという話ではなく、その方向で検

討が始まっているということのようです。以上です。 

会長   はい、鈴木委員。 

鈴木委員   長くなって、すみません。今の話ですけど、それは既存の富士急行の路

線を拡充するというという意味ですか。それとも別ルートの、小型バスかなにかを巡

回させるという話なんでしょうか。 

副区長   基本的には由比のコミュニティーバスを延長、これを富士急行と折衝しよ

うという形になろうかと思います。以上です。 
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会長   いいですか。由比のバスを蒲原の方へ路線を延ばせるかどうかと、それでい

いですね、そういうことですね。 

総務・防災課参事兼区付主幹   総務・防災課の広瀬です。今の話ですけど、由比の

連合自治会の方からそういう要望が出たんですよ。コミュニティーバスを、例えば先

ほどの蒲原支所こっちに来てしまうよと、そういう中で由比のコミュニティーバスを

延長して、蒲原支所あるいは蒲原病院へという延長を考えられないかと。そういう中

で話がきまして、ただ富士急行も今走っているわけですね。もと議員の方がたご承知

かと思うですけど、その辺で赤字路線だということで負担していると、そういう兼ね

合いもあるので、コミュニティーバスの延長もなかなか難しいんじゃないかという中

で、今、富士急行と協議というかそういう場を設けていこうという考えでおります。 

鈴木委員   ごめんなさい、延長している中。富士急行さんに気を使わなければなら

ないというのは、いろいろ分かるんですけども、実際目の前を走っているのを見ます

とそんなに利用者がいるようにも実際問題としては見えないですし、一方で、蒲原も

由比も含めて、交通弱者に対しては、非常に何ていうんでしょうか、あまり親切じゃ

ない土地になってしまっていますので、別途、何とか蒲原病院から由比の方まで含め

て巡回するようなバスを考えられないかなと、すぐにというのは無理でしょうけれど

も、是非今後ご検討を皆さんでいただけないかと思うですけど。是非お願いします。 

会長   今話し合っているということなので、また進むようでしたら結果を知らせて

ください。よろしくお願いします。確かにそうですね、そういう意味では巡回バスが

あれば、お年寄りもちょっと買い物に行くにも、バスがあれば非常に便利だなという

ことはありますけど。ただ運営上、いろいろ問題があるようですから。それはまた検

討した結果を知らせていただきたいと思います。そのほかありますか。 

  では、ないようですので、時間も１０分ばかり予定より過ぎましたけども、これで本

日の会議を終了したいと思います。なお、本日の会議録の署名は名簿順に内籐委員に

お願いします。 

  以上をもちまして、平成２１年度第４回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

 

                （午後４時０８分 閉会） 
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