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第５期第９回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時  平成２７年１０月１５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 出席委員  （委  員）望月会長、坂本委員、志田委員、杉浦委員、服部委員、 

日野委員、緑川委員、吉川委員、米倉委員 

  （事 務 局）清水区役所地域総務課：髙木参与兼課長、鈴木主幹兼係長、望月主査 

         蒲原支所：石川支所長、磯部課長補佐兼係長 

 

４ 議 事    

 （１）前回の質問事項についての回答 

 （２）静岡市蒲原地域審議会報告書（案）の内容確認等 

 （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５期第９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。よろしくお願いします。 

  初めに御報告いたします。本日は大石委員からの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９名ということで、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。 

  また、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５期第８回蒲原地域審議

会における質問等への回答」、その後ろに歴史文化課からの資料となります別紙「蒲

原城跡 現在の管理状況と今後の対応方針」、次に、資料２「静岡市蒲原地域審議会

報告書構成案」、続きまして、資料３「静岡市蒲原地域審議会報告書（案）」、それ

と、資料４の報告書案に付随します資料編となります。 

  皆様のお手元にありますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、議事に入る前に、望月会長より御挨拶をいただきます。会長、よろしくお

願いいたします。 

会長   皆さん、御苦労さまでございます。お忙しい中、お集まりいただきまして、

第５期第９回の審議会を開会とさせていただきます。 

  本年、第５期の２年目に当たりまして、５期10年という一つの期限の中においては、

最終年度になっております。本件については、静岡市への配置分合という中において、

10年という期間を地域審議会の設置をお認めいただき、今まで議論をさせていただい

ておるかと思います。 

  やはり、10年ということになりますと、その当時の人たちがつくっていただいた合併

建設計画につきましても、時代の流れとともに、多少ずれと言いますか、防災にして

も地震対策も津波というものに変わったり、次に挙げると、富士山が世界文化遺産に

なったり、庵原高校が清水商業と一緒になって清水へ移転したり、その都度、建設計

画の中においても変化が見られてきているというのが、実態であろうかと思います。 
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  何と申しましても、最後の年度ということで、もうここに来まして第３回になってき

ております。その中で、最終的には市の方に報告書をとりまとめ提出する。現在の委

員の皆様には、それに向けていろいろなお知恵を出していただいて、この５期、最後

の年度を締めくくることができればというふうに考えております。 

  それから７分野70数項目の中においては、まだまだ審議を尽くさないといけないよう

なことも、多少なりあるかと思います。その都度、前の審議委員の皆さんが、精力的

に取り組んでいただいたわけですが、ここに来て、どういうとりまとめをしていくか

という責務が、私ども、今の委員に課せられたものではないかと考えております。 

  限られた審議会の中で審議を尽くすということは、もうこの辺が、私は、最後かなと

いうふうに考えております。時間がエンドレスであれば、もっともっとやっていくこ

とも可能かと思いますけれど、時間の制約で皆さんに御理解をしていただいて、限ら

れた時間の中で、有意義に審議が尽くされていくように、また報告がされていくよう

に、ぜひ御協力をいただきたいと思います。 

  では、本日も、これより、審議に入らせていただきますけれども、よろしくお願いい

たします。以上でございます。 

地域総務課主査   ありがとうございました。それでは、議事進行につきましては、

望月会長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

会長   はい。毎回のことでございますけれども、次第に従いまして、議事を進めさ

せていただきます。皆様にお願いを毎回しておりますように、会議録作成のため、発

言の際にはお手元のマイクのボタンを押していただいて、氏名を述べた後に発言をお

願いいたします。 

  それでは、議事１、前回の第８回地域審議会において質問がありました件の回答につ

きまして、報告をお願いします。 

  まず、質問の第１項は、「蒲原城趾公園のあるべき姿について」ということで、前回、

歴史文化課に宿題を持ち帰っていただいております。今回は、歴史文化課からの担当

者の出席はありませんけれども、事務局の方から報告をお願いいたします。 

地域総務課主幹   地域総務課の鈴木です。それでは、お手元の資料１の質問項目１

を御覧ください。前回の審議会において、所管課であります歴史文化課の課長が質疑

応答した経緯を踏まえ、今後の蒲原城趾公園のあるべき姿を市はどのように考えてい

るかという御質問でした。本日は、議会及び来年度の予算要求対応等により、歴史文
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化課が出席できませんので、事務局が所管課に代わり説明させていただきます。 

  まずは、資料１の後ろにあります地図も合わせて御覧ください。蒲原城趾の区域のう

ち、地図上の青色部分の本曲輪と、赤色部分の善福寺曲輪、そこに至る堀切の一部が、

市の史跡に指定されています。 

  このうち、公有地化された善福寺曲輪を中心とした範囲は、平成４年までに旧蒲原町

により環境整備が行われたものです。平成 16～18年度に実施した「蒲原城跡総合調

査」の結果、山城遺構の残存状況が非常に悪いことを把握しております。 

  さらに、周辺の土地開発により、状況が悪化しているため、市としては、史跡指定の

拡大や遺構復元的な整備は行わず『人々がゆっくりと散策し、地域の歴史に触れられ

る場所』を目指し、地域の皆様の文化的活動や憩いの場を常時提供できるように、こ

れまでの維持管理方法を見直していくという方針です。これが、市の目指す「あるべ

き姿」ということになります。 

  維持管理方法の具体的な見直しのポイントとしては、８つの項目で表記されています

が、いずれも、随時予算要求を行い実施していく方針とのことでした。特に、８番の

市有トイレの撤去については、平成28年度の当初予算要求に計上していくそうです。 

  また、２番の危険個所への立ち入り制限等における保全対策、３番の蒲原城跡の歴史

的価値等に関する情報発信については、予算に関わらず対応できるとのことでもあり

ますので、速やかに実施していくとの報告を受けております。 

  ８番の市有トイレの撤去までには、早くて半年以上を経過してしまうため、利用停止

の看板を速やかに設置予定とのことです。 

  なお、蒲原城趾の保護や保存を末永く確実にしていくためには、地域の皆様と行政と

が一体となって、まちづくりの一環として取り組んでいくことが不可欠であり、これ

からも地域の皆様には、御理解と御協力を賜りたいと、歴史文化課長が申しておりま

したので、これからもよろしくお願いいたします。 

  今後も、細かな課題等が日々生じると思いますが、この蒲原城趾公園の件に関しまし

ては、今後は自治会で引き継いでいただき、予算措置が必要な維持管理等に関する案

件が滞った場合は、要望書を提出するなど、地域の声を形にしていく対応をお願いし

たいと思います。事務局からの説明は以上です。 

会長   はい。ありがとうございます。実は、私が先週ちょっと出かけて行って、写

真を撮って来ましたので少し説明させていただいてよろしいですか。 
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  今、鈴木係長から説明がありました中において、実は、３回の維持管理、草刈り等々

されているということで、今まさにやられたばかりのところであります。アフター、

ビフォーでお示しできればよかったんですが、私、その前の写真も撮ったんですが、

うっかりして、きれいになったところしか印刷しておりません。１ページ目のところ

は山道ですけれども、きれいにされている。あと、２番目の中段ですが、善福寺の方

から上がって行ったときに、一部左側のところに竹があって、少し崩落しているとこ

ろがあります。仮に滑っても、そんなに危険ではなく10ｍも落ちて行っちゃうという

ようなところじゃありませんけが、一部山道が崩落しています。 

  それから、真ん中の中段の右側ですが、城跡の中腹に見晴らし公園があり、ちょうど

今は手入れがされてきれいになっている。ここにトイレがあって、今の状態は非常に

いい状態になっています。 

  それから、２ページ目を見ていただきたいと思いますが、問題の公園のトイレでござ

います。先ほど、説明の中において、このトイレは、最終的には撤去をする予定との

ことで、直すと、高額な費用がかかるため苦渋の選択というようなことで、最終的に

はなくして下のトイレを共有するというようなことのようでございます。 

  トイレとしては、女子トイレと、男子トイレとがありますけれど、以前、私が見たと

きには、この中に倒木や石が便器の中に入っていたわけですが、今は、掃除がされて

いました。手洗い場の中にも、石や色々なものが入っていましたが、今はきれいにな

っています。この状況だったら、使えないこともないなと思って降りてきました。 

  私どもが要望したトイレが使えないのなら使えないなりの案内を出して下さいという

ようなことについては、今の時点においては、対応がなされているということで御理

解いただきたいと思います。 

  あと、問題は３番目ですが、一番上の山頂の東側、これが問題になっています。景観

を損ねているという原木でございます。ここも、根元から全部とらなくて、上の方を

ちょっととってくれれば、見えるところもあるんじゃないかなと思います。それと、

上段の右側は、正面の木ですね。これも、なくなってくれれば。中段の南側手前、ジ

ャスコと言いますか新蒲原のところ、ここは山頂から見えているんですね。この横の

樹木をちょっと切ってくれれば、非常に、景観はよくなるんじゃないかと思います。 

  中段の右側の浜石連山は、結果的にこの木が邪魔をして、駿河湾が見えない。これが

なくなれば、清水を一望できるんですが今の時点ではできません。 
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  １ページ目の一番下の山頂を覆う原木が邪魔をしていますが、これだけ大きくなって

いるのでこれを切るということになったら、ちょっと手がかかると思います。 

ですから、今の時点において、これを審議会でということになると、時間的な問題

もあり、私も自治会長さんと話をさせていただきましたが、この後は、自治会におい

て市の方に陳情等をして、解決していっていただきたい。 

  その他、皆さんからも何かありますでしょうか。 

吉川委員   吉川です。非常にわかりやすい写真でどうもありがとうございます。こ

の山頂から見た眺望というのは、本当に、木がないと、写真で見るよりも現地に行っ

てイメージすると、もっともっときれいなんですよ。浜石の方を見ますと、武田信玄

があそこを行って逃げたんだなというのがわかるんです。これは、非常に貴重な写真

だと思いますね。これを持って説得していただくと、大変、助かると思います。 

  それから、整備の方は、善福寺曲輪から、ずっと北の方に回って木道があるんですが、

ここの写真は残念ながらないですね。木道が朽ち果てているんですよ。靴が入っちゃ

う。そこも、多分この文章からいくと、そこもメンテナンスされるのだろうと期待を

しておりますので、そのつもりで聞かせていただきましたので、お含みおきいただけ

ればと思います。あそこはちょっと危険ですからね。私の感想は以上です。ありがと

うございました。 

服部委員   資料１の方では、今後、自治会でいろんなことがありましたら要望する

という格好になってくるんですが、善福寺の自治会だけですと範囲も広いし、それと、

対応でき切れないという面で連合自治会として、それの報告やら要望やら、いろんな

ことを対応していかなきゃならないところですが、そういった場合も、こちらの方で

考慮してもらって、いろんな住民からの意見があったら、速やかに対応していただき

たいなと思います。よろしくお願いします。 

地域総務課長   地域総務課長、高木でございます。地域からの要望、特に、自治会

からの要望につきましては、いろんなやり方がございます。たとえば、直接、道路な

ら道路整備課、歴史文化だったら歴史文化課へお願いするという方法と、全部まとめ

て、区の地域総務課へ出していただくという方法もございます。そうしていただきま

すと、私どもが所管へ割り振りまして、文書で各所管課へ出ている要望について、ど

うなんだということを確認し、自治会へお返事するときには、担当者なり、そこの責

任者を呼んで、直接、説明をさせていただくというような仕組みをとってございます
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ので、自治会さんとして引き継いでいただいて要望していただければ、それなりの対

応は我々でさせていただくということになりますので、よろしくお願いします。 

会長   ありがとうございます。私もこの会議の前に、事務局と打ち合わせをさせて

いただきました。審議会が終了した後は、やはり、自治会にいろんなことを引き継い

でもらい、蒲原町の行く末を託すようになろうかと思います。そのときに、やはり、

自治会やまちづくり推進委員会というものの責務というか、そういうのが、非常に重

たくなろうかと思いますけれども、事務局から報告をいただいておりますように、そ

ういう窓口を使っていただき、やはり、口頭だけでというよりは書面でやっていただ

くというのが一番よろしいかと思います。書面で出せば、書面で回答をいただけると

いうことになろうかと思いますので、そんなことも含めて、次の対応に向けて、やっ

ていただきたいと思っております。 

地域総務課主幹   地域総務課の鈴木です。それでは、質問項目２番「アグリチャレ

ンジパーク蒲原について」の回答について、お手元の資料１裏面を御覧ください。  

「アグリチャレンジパーク蒲原」の貸出期間についてと、今後の運用についての御質

問をいただきました。 

  これに対し所管課であります農業政策課へ確認したところ、まず、貸出期間について

は、研修期間として取り扱っているため、研修の終了に合わせて新たな研修生を募集

し、新規の研修期間として、毎年度、同様の運用を継続していくとのことでした。 

  また、今年度は、募集定員に達していなかったこともあり、Ⅰ期終了後に改めて研修

生を募集するそうです。 

  ２番目の畑地以外の芝生公園や東屋を、イベント使用の目的などで貸出しすることは

可能かという御質問ですが、これも農業政策課へ確認したところ、公式には貸出施設

ではありませんが、公益性のあるお祭りやイベント等での使用要望があれば、農業政

策課が直接相談に応じるとのことでした。事務局からは以上です。 

会長   ありがとうございました。本件について、御質問等お受けしたいと思います。 

米倉委員   米倉です。Ⅰ期、Ⅱ期、１年半ですね。それで、貸出しが終わったら新

たに研修生を募集するというようなことで、引き続き継続で次がせるということはな

いということですね。 

地域総務課主幹   １年半やった方が、まだ不安だからもうちょっと研修をやりたい

よという方があれば、多分、相談に乗ってくれると思います。今回のように空いてい
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れば、研修の期間等を延長するのも可能ではあると思いますが、区画が12区画しかあ

りませんので、募集が埋まれば研修期間が終わった方は、難しいと思います。 

米倉委員   そうですね。12名いる中でそれ以上いた場合には、やはり、その方を優

先的に使用するはずですね。わかりました。 

  それで、定員に足らなかったと言うけれども、西と東が６名ずつで、実際は何名なん

ですか。 

地域総務課主幹   12区画のうち７区画が埋まっており、今から残り５区画に募集を

かけるそうです。 

米倉委員   ７名で５地区が空いているということですね。わかりました。それで、

芝生広場や東屋では、８月22日に開所式が行われました。私も服部さんと出席させて

もらったんですが、あのときに、やはり、農業関係の方が、実際、有意義に使えるん

だったら芝生の上の方とか貸出ししても良いのではないかなということを、ちょっと

聞きましたので、個人的ではなく公共的にというものについては、やはり、貸出しし

た方がいいかと思います。 

地域総務課主幹   所管課も、前向きに相談に乗りますというお話でした。 

会長   ８月22日の開所式のときに、志田さんが活躍をしていただいたと思いますが、

どんなふうに使用するのが一番ベストだと思いますか。ちょっと気づいた点があれば、

お答えいただけますか。 

志田委員   はい。志田です。私は23日の日に、１日朝から３時頃まで関わりを持っ

ていました。皆さん、多分期待しているかなというのが、ひしひしと感じたので、ま

た来年もひまわり見に来るねという声がすごくあったんですよね。 

司会の合間に、ひまわり畑は今年でないんですということは、しきりに言っていま

したけど。 

ここの場所で、若い方が大勢いらっしゃっていたんですね。蒲原や由比とか、この

近くの方ではなく、かなり遠くの方が家族連れで見えていて、シートを引いてお弁当

持って皆さんみえたり、子どもたちも芝生の端の方でいろいろ遊んでいたり、米倉さ

んの畑の方も、道がつながっているでしょ、そこを乳母車をひきながら散策している

ような様子も見えたので、若い方がお金を使わずに有意義な休日を過ごせるという場

所だっていうのを、すごく期待したんじゃないかなって思いました。 

  ただ、車で来ることはできないので、今回、ボランティアでさくらワークのバスを借
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りてシャトル運航していましたが、そういう形でお金を使わずに地元だけでもボラン

ティアを募ればイベントはできるんだなというのをすごく感じました。大きくやれば

いいってことじゃなく、利用される方に楽しんでもらって、それが継続的にやれるよ

うな形のイベントができたらいいんじゃないかなとすごく思ったことと、これは、全

く別ですが、10月３、４日にマリンパークで野外フェスがあったんですね。日曜日に、

私、行きたくて行きたくて行ったんですけど、こんなに清水に若い人がいたなんてび

っくりしました。私、サッカーも見に行かないからわからないけど、清水駅から裏通

りもずっとつながりながら若い方が歩いていて、会場に行ったら、物凄い人数。ドリ

プラが、ちょうどフラダンスのイベントをやっていたんですけど、こんなにドリプラ

が繁盛しているのって久しぶりに見たなというぐらい。野外でやるイベントが、若い

方にすごく人気があるので、朝日テレビが主になってやっていたと思いますが、来年

やるかどうかわからない、毎年やるかどうかもわからないとおっしゃっていました。

こういうイベントで土地を知ってもらい、それでいいところだなとわかってもらって、

住んでもらえたらね、一番、いいんじゃないかなと思ったので。これから若い方が定

住してもらえるような、ここ蒲原に足を運んでもらえるようなものをたくさんつくっ

ていかないと、どんどん寂れて行っちゃうみたいな心配があります。楽しいイベント

をつくりたいなと思いました。 

会長   ありがとうございます。開所式は、私も参加させていただきましたけれども、

志田さんが一所懸命に頑張って司会をやられていました。フラダンスやコーラス等々、

天気もよかったものですから、家族連れの方も多かったし、フードコートというんで

すかね。そんなものもありました。 

  それと、これから、審議会のまとめに入っていく中においては、私が冒頭お話ししま

した富士山の世界文化遺産登録についても、蒲原の旧庵原高校の辺からの富士山とい

うのは、どこにも負けないような眺望があるわけですし、そういったものをこれから、

どのように発信していけるか。 

  そして、それを使って有形無形の価値を生かすも殺すも私たち次第と言うんですかね。

もちろん行政の力を借りないとできないことではありますけれども、そういったこと

を報告書の中にまとめて蒲原のさらなる発展につながるように、ぜひ、また志田さん

もお力添えと言うんですか、いろいろ企画をしていただきたいと思います。 

志田委員   たとえば春が桜、夏がひまわりということで、定期的にそういうことを
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やっていくことで、蒲原ってこれがあるのよって認知されると思います。ですから、

今年まわりをやって好評だったけれども、来年はないということになってしまえば、

もう皆さんいらっしゃらないと思うんですよ。 

  大きな事業だったからシャトルバスを使うこともできたし、皆さん、いろんな御苦労

をして下さったと思います。ただの展望がいいだけでは、皆さんいらっしゃらないか

ら、やはり具体的なメインになるものを設定していかないと、だめなんじゃないかな

と思うんですよね。 

  だから、御殿山の桜祭りというのが本当に認知されていて、皆さんに知られていると

同じように、あそこのチャレンジパークのひまわりというのも、それだけで認知され

るように、動いていくことが大事なんじゃないかなというふうに思います。 

会長   じゃあ、最後にもう一言、付け加えさせていただきますと。やはり、草とい

うものをいつも念頭に置いて、先ほど写真を見ていただきましたけれども、これ春先

に私が行ったときには、草ボウボウで公園と言いますか、見晴らし公園まで入ってい

けないぐらいの背丈の草がありました。チャレンジパークも同等に草が生えると眺望

が悪くなってしまうので、この辺については農業政策課に維持管理を頑張ってほしい

ですね。 

米倉委員   米倉です。今、会長が話された草の管理。アグリチャレンジパークの管

理は、市の農業施策課で行っていまして、地元にも草刈りと農業体験の野菜補助の水

やり等の作業を受けてもらえますかという相談もありました。私たちの方は、一応、

お断りしましたけれど、業者を頼んでやるようですので、多分この点については管理

されていくんじゃないかと思います。 

会長   よろしいですか。では３の蒲原老人福祉センターについてお願いします。 

地域総務課主幹   地域総務課の鈴木です。質問事項３番についてです。 

  蒲原老人福祉センターが老朽化しているため、移転等の噂があるが、本当なのかとい

う御質問をいただきました。 

  これについて、所管課であります高齢者福祉課へ確認したところ、現在、全くそのよ

うな話はないとのことでした。近年、どこの自治体においても、公共施設の適正運営

を図り、都市経営の健全化を図るという目的で、公共施設のあり方について見直しが

されています。本市においても、平成26年度に「静岡市アセットマネジメント基本方

針」を策定し、市が保有する公共施設の経営的な見直しに取り組んでいるところです
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が、蒲原老人福祉センターにおいては、利用率も安定していることから、今にすぐ移

転や統廃合というような話は全く出ておりません。 

  前回の質問事項に関する所管課からの回答は以上です。 

会長   ありがとうございます。 

日野委員   それじゃあ、どこからこの話が出たんでしょうね。管理者の方のところ

には、結構そういう話が入っていたようなんですね。施設の維持管理のために、それ

から負担の軽減のためにという言葉が入ってくると、統廃合という言葉が出てくるわ

けですよね。だけど、その統廃合はあくまでも行政側の都合であって、利用者にとっ

ては、ちっともいいことではないということなので、将来的にも、この蒲原の老人福

祉センターというのは、維持していただきたいということが望みです。 

地域総務課主幹  所管課に確認したら、全く、今は考えていないということでしたの

で、将来的に何十年とかした後どうなるかは現時点ではわかりませんが今は全く考え

ていないという話です。 

緑川委員   緑川です。２年前か１年前ですかね。市の事業見直しというのがありま

したよね。蒲原ですと、東部コミュニティセンターですとか、老人福祉センター、西

部コミュニティセンターが、本当に必要なのかどうかを見直すということで、その候

補の中に挙がったというときに、老人福祉センターはこのままだと統合されるよとい

う噂が大々的に流れました。その後、新しく指定管理者になったところが頑張ってく

れましたし、みんな視察して歩いて、蒲原は当分は統合しないという話になっており

ます。 

会長   そのようなことで、本件については、風潮と言いますか、デマというか、そ

ういうことであって、所管課からは、そういう回答があったということですね。 

日野委員   地域審議会がなくなったとたんに統合されちゃうのかなって思っていた

ので、こういうお返事をいただいてよかったです。 

会長   何か聞き逃しがあれば。では質疑応答は終了とし議事２に移ります。この件

について、事務局から説明をお願いいたします。 

地域総務課主幹   地域総務課の鈴木です。それでは、お手元の資料２を御覧くださ

い。この報告書構成案は、昨年度の審議会で配布した資料です。報告書の構成内容を

委員の皆様に検討していただき、ここに記載しております。１審議会設置経緯、２審

議会の活動内容、３合併建設計画事業執行推進結果、４審議委員名簿について、報告
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書を作成していくということになっております。 

  そして、この構成案に基づき、資料３の報告書（案）を作成しました。 

  また、実績や名簿等の資料的なものは、資料４の報告書に付随する資料編としてまと

めました。 

  掲載内容については、10年間の活動における事実的な部分は、記録資料そのものとな

ります。誤字脱字などの修正は、これから、事務局で、時間をかけて確認作業を行う

予定です。委員の皆様には、目次４の（２）蒲原地域10年のまちづくりを振り返って

と、目次５のまとめに掲載する内容について、主に協議していただきたいと思います

が、本日、配布させていただきました報告書（案）の内容を、まず御確認いただき、

不明な点や、御意見等がございましたら、次回の審議会において御報告いただきたい

と思います。 

  他の審議会委員の皆様の活動も踏まえ10年間分ということを念頭におきながら、表現

等を考えていただきますよう、お願いいたします。事務局からは以上です。 

  １点すみません。資料編53ページ一番下の、中部地区となっているものを、西部地区

に訂正をお願いしたいと思います。以上です。 

会長   はい、ありがとうございます。 

ここに記載されている事項等を見ていただきますと、蒲原の現状、それから蒲原が

今後どのように進んでいくか、冒頭は合併の必要性と合併の効果をどのように検証す

るかとか、まちづくりの基本方針等々が、ここに記載をされておるわけです。 

  これに従って、どのように展開されてきたかというのが、ある意味、総括されてくる

んじゃないかなと思うわけですが、この中において、やはり10年という一つの中にお

いては、最初に出された建設計画の中においても、私たちも一つ一つ昨年からやって

きましたけれど、審議をし尽くしたものもありますし今の時代にそぐわないものもあ

ります。計画には載っているけれども、地域の皆さんがあまり関心を持たないと言う

か、それ結構ですというような事案もあるわけです。そんなことを踏まえて、一度、

皆さんには、これを一読していただいて、どんな経過であったかというようなことを

振り返っていただきたい。 

  最終的には、この合併が、どんなふうに作用したのか。端的に言えば、正解だったか、

そうでなかったか。この件については、やはり十人十色でありまして、一つ一つに、

耳を傾けているわけにもいきませんので、最終的な報告書の中において反映をしてい
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きたいと思っております。 

  何故、蒲原町が静岡市と合併したかという経過とかは、この中に網羅されております

ので見ていただくと非常に興味深い部分もあります。 

  一つ一つの分野の中を見れば、先人と言いますか、最初に立ち上げた人たちの中にお

いては、いろんなことが成就している部分もたくさんあろうかと思います。それは、

今までの中において、進捗状況ということでまとめられていくというようなことにな

ろうかと思います。 

  最終的には、私どもで報告書の37ページのところを見ていただきたいと思いますけれ

ども、まとめというところで、この地域が今後どうあるべき姿がベストなのかという

ようなことを皆さんで考えていきたいなと思っております。 

  そんなことで、委員の皆さんには、ここにコメントって書いてありますけど、個々に

思いの丈を書いていただくなりして、あと２回検討する時間がございますので、そこ

でまとめていきたい。 

  今までの成果については、事務局で非常に多岐にわたる報告書をつくっていただいて

おりますので、あとは私たちが、この蒲原地域を今後どのようなものにしていくか、

そして、そのことを自治会、まちづくり推進委員会の皆さんに委ねていく。 

  この報告書は、未来永劫とは言いませんけれども、非常に役に立つと言いますか、何

かあったときには、こういう中において審議を尽くしたんだということで、自治会も、

この中にあるものを今後に生かしてもらうという意味であれば、私はある意味バイブ

ルみたいなものであろうというふうに考えております。またそういうものになるよう

なまとめ方を、皆さんと協力して作っていきたいなと考えております。 

  これは、ある意味、要望的なこともあってもしかりかなというふうな気もしないでも

ないですけれども、そこで、議論ができるようなことを、ここにコメントしていただ

いてと思っていますがいかがでしょうか。 

坂本委員   坂本です。この委員からの懸案事業コメントというのは、正式に、報告

書に掲載されて残るということになりますか。 

地域総務課主幹   そう思っていただいてよろしいかと。 

会長   それは、皆さんで議論をした中においてまとめていく。皆さんから出てきた

ものを全部やっていくと、えらい項目になっちゃうかと思いますので、それは精査し

ていきながら要るものそうでないものに分別する必要があります。中には、重複する
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ものもあろうかと思いますので。 

坂本委員   ですね。じゃあ、一度皆さんで出していただいて、もう１回皆さんで、

協議するということ。そういう経過を踏まえて掲載するということになるんですね。 

会長   はい。それでよろしいかと思います。あと２回ありますので。ですから、次

回11月の審議会においては、皆さんの意見を持ち寄っていただいて、それをたたき台

に考えていくということです。 

地域総務課長   髙木でございます。まずは、今日提示したのは、できるだけ早い段

階で皆さんに全体像をお示ししたいなということで出させていただきました。ただ、

これは、あくまでも、事務局で作ったたたき台ということになりまして、表題にある

とおり、蒲原地域審議会としてこの報告書を出しますよということですので、この報

告書に、何を載せるか、どのような形で載せるかというのは、皆さんで審議をしてい

ただいて、やっていきたいと思います。 

  それと、スケジュールですが、今日出させていただいて、皆さんじっくり読んでいた

だいて、この表現がよくないやとか、合併から自分なりに振り返っていただいて、ど

うだったなという感想でもいいと思いますし。最後に、私はこれを載せたいというよ

うなことがあれば、ここへ書き足していただきたいというようなことを、次回、持ち

寄って議論して、もう１回それをまたうちの方で修正させていただきまして、次の次

にまた出して修正してということで最終の形をつくりまして、市長に報告をするとい

うことですので、あと２回は十分ここで議論して、皆さんの気に入るものをつくると

いうことで考えていただけたらと思います。 

会長   ただいま髙木課長から報告をいただきましたけれども、御理解いただけまし

たでしょうか。 

吉川委員   おっしゃろうとしていることはわかるんですが、36ページのところの、

10年を振り返ってというところですね。ここで、中段のあたりに、「合併後の蒲原地

区のまちづくり活動はますます盛んになっています」というところがあったり、これ

はたたき台ですからね。それから、合併を選択した自治体に云々というのがあって、

その下に「蒲原地区においては、合併を契機に地域コミュニティはより深く、地区の

団結力も高まっていると感じ」ると。こういうことが書いてあるんですが。 

  そこの具体的内容は、この前段の方に具体的な例として書かれているんですか。まだ、

そっちまで読んでいないので、何ともわかりませんが。 
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  私自身は、本当にそうやって活性化されて素晴らしい町になっているという実感がな

いんですよ。ここに書かれているような実感がないんです。ですから、それが、ここ

に、この前段の方にずっと書かれているんであれば、私の勉強不足でもう１回勉強し

直すいいチャンスだと思って聞いてるんですが。 

地域総務課長   そういう部分、多々、あろうかと思います。私どもがつくりました

ので、こうだといいなみたいなところを含めて書いている部分があります。ここまで

みんなが思っていることはないよというようなことであれば、事実に即したような言

い方にした方がいいんじゃないかというようなこともあろうかと思うんですよ。そう

いうところを、特に36、37ページあたりは中心になります。 

  これより以前の話は、要は事実関係の積み重ねですので、そこは、これまでの議論で

していただいたものが、そのまま事務的に載っております。ただ、見ていただきたい

のは、やっぱり36，37ページの心情的な部分含めてのところですね。 

吉川委員   そうですか、わかりました。たたき台は、こういう文章だったらいいな

という希望的なものを、たたき台にする場合と、事実をベースにして調査して、たた

き台をつくるという二通りあるわけですけども、前者の方ですね。 

地域総務課長   そうです。 

吉川委員   はい。わかりました。 

会長   補足をさせていただきますと、本来、この36、37ページというのは、私ども

が審議委員として経験してきたことの事実を掲載するところです。今回の髙木課長の

方からも報告がありましたけれども、私どもの立場に立って、事務局につくって提示

していただいたということもありますので、そういうことを御理解ください。 

  私どもでつくると言っても至難の業ですので、この２ページは、ぜひぜひ私どもでつ

くって次の世代に申し送ると言うか、広めていくというものにできたらなというふう

に考えております。 

日野委員   日野です。こちらにいらっしゃる皆さんが、合併をしたことによって、

蒲原がそれ以前よりも活動がますます盛んになったと思いますか。結局、今まで合併

審議会の中で、いろいろな項目があったことを、私たちは、ちゃんとやってくださっ

ているかどうかをチェックしてきたわけですけれども、前よりも、まちづくり活動が、

合併したことによって盛んになったんだろうかと言われると、この文章は、何となく、

私の中では、クエスチョンマークです。 
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  だから、ここの書き方は難しいですよね。行政側としては、そういうふうに進めて、

よかったじゃないかとおっしゃるのかなと思いますけれども、もう少しこの辺を、具

体的にして書いていかないと、地域の人たちからは、浮いちゃうような気もするんで

すよね。 

会長   まさに、先程から私が申し上げていますように、事務局が、私どもの立場に

立って書いていただいたものですから、これがすべてということでは決してありませ

ん。ですから、このようなことを私たち委員がどのように感じ取って文面に残すかと

いうことは、これからの作業だと思います。日野委員、くれぐれもこれがすべてでは

ありません。私たちの思いの丈をここの文面に落としていけばいいことです。 

杉浦委員   杉浦です。この10年間を振り返ったわけですよね。私どもは、何期か一

緒にやられている方もいるかもしれませんけども、最後の２年だけとか、いろいろあ

りますので、最後の第５期の委員が考えた結果でよろしいんですね。まちづくり10年

間を振り返って。前のことを聞くわけにいきませんので、亡くなっている方もいます

からね。 

  いずれにしても、今、示されているのは、本当によくできた教科書という感じでとら

えていいわけですね。 

地域総務課長   そうです。こういう結論になると、本当にいいよね、みたいなとこ

なんです。でも、事実はね、というところがあると思います。それは、また、意見を

出し合っていただいて、ただ、最終的な形になったときの表現の仕方というのは、そ

れはそのまま書かれても、みたいなことはあるかもしれませんので。またそれは、調

整やいろいろ御相談させていただきながらということになろうかと思います。まずは、

ここの文章に対して、皆さんが、率直にどう思うみたいなことを出していただいて、

次の機会に議論していただくというのがいいのかなと思います。以上です。 

吉川委員   吉川です。今のお話なんですがね。スタンダードと言いますか、レギュ

レーションというか、基準をどこに置いて、これに対して、今、現状、どうなんだろ

うということを、基準がないと判断するのは人によってまちまちになっちゃって、ま

とまりがつかないということになる可能性があると思うんですよ。たとえば一例挙げ

ると、産業と経済のところの前もちょっと御指摘をいただいたんですが、見出しのと

ころに思想を書いたのがあります。この思想をベースに、今、どうなっているかなと

いう基準になるんじゃないかな。これが、10年前の思想ですよね。これに対して、現
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在どうかなというのが、一つの判断基準になるかと思って読み返してみたんですよ。 

  ところが、惨憺たる有様ですよ。それを、この理想と現状を見ると、どうすりゃいい

のかな、まとめって。こんな感じが、個人的な素直な感覚ですが、ほかにもたくさん

ありますけれど、これが一番わかりやすいんで、産業・経済は、こういうことが書か

れているんです。 

  「市場経済化の進行に伴う国際競争の激化、環境問題の深刻化、少子高齢化、規制緩

和、ＩＴ社会の到来など、産業・経済を取り巻く環境は、激しく変化している。」と

いうのが冒頭にあります。 

  「このような状況の中で、首都圏と中京圏の中間に位置し、日本の中央部における東

西交通と南北交通の結節点という利点を活かし、産業の融合化」。何でしょうね。

「産業の融合化」「多様化」「高度化・高付加価値化を推進する」というのが書いて

あるんです。目標としましてね。 

  それで、「地域資源を活かした産業の高度化・高付加価値化を図るため、将来を担う

人材の育成等を支援する」こういうことが書いてあるんです。 

  「国際競争の激化や、食に対する関心高まり等に伴う消費者ニーズの多様化等に対応

するため、農業生産基盤の整備を進め、競争力のある農業の育成を推進する」っての

があります。 

  それから、最後に、「多様化する余暇の活用方法に対応し、都市と農村の交流を促進

する環境整備を推進する」と。こういう項目が、目標として書いてあるわけです。 

  一度この会で御質問したときに、これと実際は整合化されておりませんという答えだ

ったんですよ。我々がやっている内容は。だったら、何でやるのと。根本的に、この

地域審議会の、だから、私は発言させていただいておりますけれど、最初のこれを企

画立案する段階のところの齟齬と言うか瑕疵があったんじゃないかなと。この会を聞

いてて、いつも思っているわけです。だけど、基準にするのは、これしかないでしょ

うと。そうすると、この報告書は、惨憺たる有様になるのは、もう目に見えてるわけ

ですよ。 

  国際競争力、農業でやられていますけども、本当に、あそこの土地の整備だけでいい

のか。農業に対する、新しい品種であるとか、新しいものの開発というのを、農業試

験場で一所懸命やって、それに予算組みをやって年間３億とか４億っていうのをやっ

て、遺伝子組み換えまではいきませんけれども、蒲原のあの地域と日照時間と水質と
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を全部考えて、最もいい農作物というのは一体何なんだというのをやって、それをい

ろいろ研究開発をやって、５年たち10年たったら、たとえば、蒲原のニラはうまいぞ

とかね。そういうようなことがないと、競争にも何にも勝てないじゃないですか。土

地を整備しただけじゃ。 

  だから、ここに書いてあるうたい文句はすばらしいことだと僕は思うんですよ。それ

に対する、具体的な方法論というのは、ちょっと、瑕疵があるんじゃないかなと、思

えるわけです。すると、そういうことを、報告書として、出さざるを得ないんじゃな

いかなと思うんですけど。その基準をどこに持って行けばいいんでしょうか。私の考

えは、これを基準にしたらどうかということなんですけれども。 

地域総務課長   髙木です。計画書をつくる段階のいわゆる、目標設定の段階で、ア

ウトカム、要は将来の理想的な絵と、それに対してアウトプットと言うか、具体的に

どんな事業を展開しますということがあろうかと思います。今回、その下の枠に書い

てあるものが、具体的にこういうことをやっていきますというのが計画の具体性です。

それをもって、このアウトカムを理想的なものにしていきたいなというような書きっ

ぷりになっております。 

  今、吉川委員のおっしゃられたように、そのアウトカムを見たときに、実際、そうな

っているかと言うと、特に、経済に関しては、なっていない部分が多々あろうかと思

います。本当は、こうなっていればもっと経済が明るくて、人口も増えて、働く人も

増えて、子どもだってもっともっと増えるだろうということはあって、計画段階では、

つくるんですが、アウトカムを基準にしちゃうと理想的なものなので、そこに対して、

評価基準というのは、なかなか難しいかと思います。 

  とすると、アウトプットしたのを実際にやろうとしたことが、できているのかどうな

のかというところを見ていただかないと、判断としては難しいかと感じております。 

吉川委員   ありがとうございます。ここで議論すると、お互いに平行線の議論でい

ろんな見解があるという意味で言わせていただきます。しかしね、おっしゃっている

ことはよくわかりますが10年ですよ、10年でそもそも理想に近づく第一歩になってい

るかどうか。どういう位置づけなのか、外れているのもあるかもしれませんよ。 

地域総務課長   もちろんあると思います。たとえば、この農業公園等の整備とか土

地改良事業とか、アグリチャレンジパークというのは、一つの成果かなというのも思

いますし、そこで、新たなチャレンジャーを受け入れて、育てていく。これは、次世
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代でもあるし、人間育成でもあるともとらえることができるのかなと思います。 

吉川委員   そうですね。僕は、畑総を否定してるわけじゃないんですが、足りない

んじゃないかと言っているんですね、あれだけでは。区画整理して車が通れるように

なって、農家の方々は仕事がやりやすくなって。それから、アグリカルチャー、研修

生ですか、これをやって後継者を育てるという環境は整いました。だけど、蒲原とい

うこういう地域で、大型農業ができるわけないでしょ。何か、特徴あるものをつくり

出していかないといけないでしょう。そのアグリカルチャーのやつで、研修生がどう

いう世界に行って、どういう方向に行って、どういう品種改良をやって、さっきの話

に通じるやつですが、どういう思想でもって、ここをよくしようかっていうような人

材の育成になっているんですか。 

  土に親しんでいただいて、まず慣れていただこうということになってるのか、農家の

プロフェッショナルが来られて、品種改良のためにこれをやろうあれをやろう、こう

いうカルチャーになっているのか、どっちなんですか。 

米倉委員  米倉です。蒲原畑総で言いますと、吉川さん、あれは、経営事業ですので、

静岡市としては、12％の補助金を出すことと、あとは今ある農道ですね。それを、県

の土地改良区から市の方に移管して管理してもらうという形の中の経営事業です。 

あとは私たち地権者の代表の役員が、大体、どうやっていくかを決めてきたので、申

し訳ないですけれど、吉川さんの思われている市の関わり方とはちょっと違いますね。 

吉川委員   だったら何で地域審議会に入れる内容になるんですか。県でやっている

ということは、蒲原町でやっても静岡市になろうと関係なくやるわけでしょ。 

米倉委員   これは蒲原町時代からのもので、畑総は、市の方が町のときから購入す

るという約束の中できていたので、それで入ってきているんじゃないですか。市の方

の土地改良区というかこの経営畑地総合整備事業というものへの関わりは、若干、違

うかと思います。 

吉川委員   なるほどね。 

会長   今、吉川委員がおっしゃられたことを、私、まとめさせていただくと、吉川

委員が言われたところというのは、やはり桃源郷を目指していくというようなことで

あって、私は、ある意味で成果というところであれば、合併建設計画に搭載されてい

る事業について、74項目がどのように果たされたのかというところだと思います。 

やっぱり、最初のデータで見れば、すべてがこのようにいったらいいなということば
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っかりなんです。ですが、実態とそぐわないことって多々出てくるんじゃないかと思

い、そぐわないところが非常に多いんですよね。ですから、私たちは、搭載計画に載

ってるこの74項目について、どんなふうに進捗したかというようなことを精査する。 

  一例をとれば、下水道の問題については、最終的にはアンケートをとられてやったこ

とであって下水道には至らなかったわけですね。合併浄化槽という選択をするに至っ

たわけですが、この事案については、下水道に時間がかかっても費用がかかっても、

行った方がというようなところを、どんなふうにとらえていくかということですね。 

  もう一つは、合併することによって、こういう施設ができたというのは、成果となっ

ていくんじゃないかなと思いますけど。どうですかね吉川さん、その辺については。 

吉川委員   ですから、我々委員が何を基準に自分の主観を置いて、ここのところの

ブランクを埋めるというのは、あまりにも、ばらばらになり過ぎるんじゃないかなと

思うんですよ。 

  実際は、進捗してる状態を審査する立場なんですね、我々の立場は。だから、その審

査しているときに基準がないと、基準はこの事業名と事業概要でいいんだよというこ

とにするのか。あるいは、ここに最初に書いてあるこれにするのか。あるいは、ほか

の基準にするのかということを決めないと、十人十色で、いろんな意見が出てきちゃ

って、まとまらないと思いますよ。 

坂本委員   坂本です。ここの（２）の表題が、蒲原地区10年間のまちづくりを振り

返るわけでしょ。でも、この地域審議会で考えてきたことは、合併の建設計画。それ

について考えてきたわけですから。ちょっと、大き過ぎるんですよね、このまちづく

りということになってしまうと。ここの表題をもうちょっと変えて。合併建設計画に

より、どういういいことが蒲原地区にもたらされたのかというような内容が盛り込ま

れれば、これは、夢物語でもないし、本当にこういうことが建物だってできたわけだ

しということで、そういうものが、盛り込めるんじゃないですかね。 

会長   はい、ありがとうございます。今、坂本委員から、そのような御提案があり

ました。何回も繰り返しますけれども、この36、37ページというのは、私どもでこれ

からつくっていくというところですので、表題の「まちづくりを振り返って」という

表題がそぐわなければ、また考えればいいことではないか思います。たたき台なので

差は出ますが、公のコメントとして、蒲原住民の代表としての皆さんのコメントが掲

載されます。もちろん、この報告書を出さないという選択肢もあります。 
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坂本委員   この報告書というものは、他の地域審議会でも出ているんですか。報告

書を出すことに何か、必要性はあるんでしょうか。 

地域総務課主査   平成の大合併でいくつもの地域審議会が設置されましたが、その

ほとんどの審議会で報告書は出されていません。これは、それぞれの地域で出すか出

さないかを決め、書面に残したいという思いがあって報告書を作成しているものです。

この報告書案は事務局の方で作成したものなので、皆さんの考えと違うのは当たり前

だと思います。ですから、もしこの蒲原審議会で報告書が要らないのなら、作成しな

いという選択肢もあります。それは皆さんが決めることで、この報告書案については

一回持ち帰って考えていただいた方がいいかと思います。 

会長   報告書は形として残るものです。最終的に蒲原のあるべき姿についてまとめ

たらいいと考えています。この報告書については、一度審議会を終わらせてから、こ

のままこの場所をお借りして懇談会として話し合うのはどうでしょうか。 

では次に、議事（３）「その他」に移ります。委員の皆様から、全体的に何かご意

見、ご質問等はありませんか。事務局からは、何かありますか。 

地域総務課主査   はい、事務局から次回の審議会の開催日時について、ご連絡させ

ていただきます。次回の審議会は、11月13日（金）です。午後の２時から本日と同じ

この会場で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

会長   そのほか、何かありますか。特にないようなので、本日の議事はこれで終了

とさせていただきます。なお、本日の会議録の署名は杉浦委員にお願いします。 

以上をもちまして、第５期第９回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。お疲れ

様でした。 

 

（午後 ３時３９分 閉会） 

 

 

会  長 

署名委員 


