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城北から 
麻機遊水池第二区工事安東川エリア ビオトープを目指して 
遊水地 井戸掘りが始まります！ 

 
6 月に、「ベーテル安東川ネットワーク」メンバーが川勝平太知

事宛てに、「治水事業とビオトープの両立」を求める投書したとこ

ろ、遊水地の底にビオトープに必要な水確保のための井戸掘りを

静岡県は許可してくれました。 

7 月 19 日に、これからのビオ

トープ実現に向け中央高校生

物部顧問の篠田聖児先生か

らの問題提起を受けて、意見

交換会が開催されました。 

 
「都市部における人と自然とのかかわりはどのように紡がれるかー

静岡市葵区麻機地域を事例に」という、研究テーマを掲げてい

る静岡大学農学部の学生さんも加わり、今後の活動が面白く

なりそうです。 
 

 

 

「樹木伐採」への SOS を受け、5 月 3 日に現地調査。15 日現地ワークショップ、6 月 2 日に緑地政策課主催の現地説明会。 

6 月 6 日、「みんなで考えよう！城北公園の会」が発足。6 月 29 日には、総括質問で取り上げました（SBS 報道あり）。この事業

は、2019 年度の都市建設委員会で議決されましたが、コロナ禍で延期となり、昨年 12 月に公募。3 月に、フジ都市開発（株）を代

表とする「つなぐ公園プロジェクト」グループが選定されました。静岡市は７月に契約予定でしたが市民・住民への説明不足を認め延

期しました。 

 城北公園は、1980 年に徒歩圏内の住民利用を想定し駐車場のない地区公園として整備され、40 年が経過し緑豊かな公園

として多くの方に親しまれています。こうした中、静岡市は、近年、施設の老朽化、子ども連れの来園など多様なニーズを踏まえ駐車

場、カフェを備えた城北公園を目指し、大浜公園と並んで民間事業者のアイディアと資金を活用する「Park-PFI 制度」の導入を計

画しました。 

概要は、公園敷地 6.1ha のうち 5000 ㎡を「つなぐ公園プロジェクト」に 20 年間貸出し、A ゾーン 3000 ㎡に全天候型有料子ども

施設とスターバックス飲食施設とドライブスルー車路と駐車場、B ゾーン 2000 ㎡に 48 台の駐車場を建設・管理をさせるものです。

「みんなで考えよう！城北公園の会」は、この事業によって、「樹齢 100 年を越える大木の“杜”が失われることに対し、城北公園の

緑は単なる緑でなく「静岡の学問の歴史」を表している大切な景観である」と訴え、署名活動を展開しています。こうした中、静岡市

は、3 点の修正案を示しました。 

① 48 台収容の駐車場建設について＝「管理事務所前広場や図書館駐車場を活用すれば 

駐車場建設は必要ないのではないか」との提案の一部を採用し、駐車場台数を減らし、樹木の伐

採数を減少させる。②子ども施設の建設面積を縮小し、樹木伐採数を減らす。③ドライブスルー24

台の駐車場にかかるケヤキは残し、建設に支障となるケヤキの根あがりに保護盤を設置する。 

この案に対して、「城北公園の会」の市民からは、説明会開催や修正案を評価しつつも、ドライブ

スルー方式は樹木の問題だけでなく、麻機街道からの出入りにより交通環境を悪化させる懸念 

もあり、ドライブスルー方式でないスタバ出店の可能性を探ることはできないか。公園管理費の捻出ということであれば、公園内樹木を

市民ファンドで管理するトラスト運動を検討することはできないかなど、様々な意見が出されています。8 月 21 日、22 日には、静岡

市による、一般説明会が開催されます。もっと多くの方々に愛される城北公園をどのように作り上げていくことができるか、市民の皆さ

ん、静岡市、議会による真剣な議論を期待しています。 
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静岡市議会議員  まつや清 
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城北公園の樹木伐採 SOS！ 「みんなで考えよう！城北公園の会」発足！ 

6 月市議会総括質問「城北公園 Park-PFI」！ 静岡市は地元説明会で修正案提示！ 

ドライブスルー方式でないスタバ出店は可能か！！ “立ち木トラスト””は！！ 

2021 年 

8 月 15 日発行 

井戸掘り講座  ※コロナ禍のため、要事前申込み 

8 月 26 日（木）18:00～19:00 頃  場所：城北公民館 

講 師：松浦好樹さん（城北町内会副会長/（株）ジーペック社長） 

申込み：地球ハウス chikyu_house@yahoo.co.jp まで 



 

 

まつや清 

 
     

5 月 25 日 ●企業消防委員会所管調
査・視察 消防局ヘリで空から静岡市を
俯瞰する 

6 月 11 日 ●福島の子どもたちへの募金
活動 静岡駅北口コンコースで募金の呼びか

け。（年４回）41,504 円のご寄付に感謝 
 

6 月 27 日 ●城北町内会側溝掃除で 
の出会い ドラムミュージシャンの方が我が
町内にいるなんて？！ 

7 月 8 日●自衛隊への名簿提供に係
る要望書提出 共通番号制度を考える
会・中部地区労 

7 月 23 日●南アルプス国立公園拡
大の要望 アルピニスト服部隆さんの
自然への想いに共感 

8 月 1 日 ●ミャンマー軍事クーデターへの
抗議活動 在静岡ミャンマーの青年たちに
連帯！ 

  

２月議会 リニア建設問題に係る質疑応答 
 

県知事選挙圧勝を受けて     
川勝知事 ルートの変更か工事の中止を表明   

 
6 月 20 日投開票の県知事選挙は、川勝氏 95 万票に対して岩井氏

62 万票と圧勝。川勝知事は、6 月 22 日の記者会見で自民党公認の岩

井氏が 5 月 25 日の公開討論会で「ルートの変更か工事の中止も選択 

肢」発言を「実質的な公約」として、時 

期が来れば「自民党と協力してルートの

変更か工事の中止を JR 東海に申し

入れる」ことを表明しました。7 月 14 日

には、「南アルプスを未来につなぐ会」

（代表 山極寿一）が発足しました。 
 

南アルプス リニアトンネル新たな段階に突入 
 リニア問題の新たな段階への突入に「南アルプスとリニアを考える市民ネッ

トワークしずおか」（まつや清も共同代表の一人）は、7 月 26 日、南アルプ

ス国立公園をユネスコエコパークに指定されている緩衝地域・移行地域（リ

ニアトンネル工事区域を含め）まで拡大することを静岡県に要望しました。

県自然保護課長からは、「この要望書は環境省にも伝え県としての対応

についても協議する」発言がありました。 

 尚、2021 年 3 月の市議会定例会において、以下３点について質疑しま

した。①静岡市は、今後、生物多様性について議論する国土交通省の

有識者会議に関わって行く考えはあるのか。（答弁）市としては、関心を持

っているが現段階でどのような体制となるか明らかになっていない。②この会

議の一般公開を国土交通省に求める考えはないのか。（答弁）明らかにな

った段階で適切に対応していく。③「静岡市リニア中央新幹線開業後のま

ちづくり研究会」の 2021 年度の進め方はどのようか。（答弁）人の移動の

変化予測、その変化を活かすための本市の強み、弱みの整理、対応策に

ついて議論する。その際に、国土交通省が進めているスーパー・メガリージョ

ンに関する議論も行う。 

南アルプス・ リニアトンネル工事に向き合って 7 年、静岡市から中止に

向けた市民・議員活動を継続していきます。 

６月議会 総括質疑 

介護現場から「公平なワクチン休暇等を求める」議会陳情 
優先接種するも副反応が強く仕事に大きな支障！  
清水病院の副反応アンケートでも同様 38 人が接種後に休暇 
公務員だけなく、介護職員や非正規雇用の方々にもワクチン休暇制度を！ 
 
 静岡市では 6 月からコロナワクチン接種が始まり様々な混乱がありながらも 8 月に予

約・接種の再開となりました。こうした中で 6 月段階の高齢者介護施設での優先接種の

際に強い副反応が続発し、驚いた現場の方を代表とする「みんなで乗り越えよう！新型

コロナ＠しずおか」市民グループから「公平なワクチン休暇等を求める」陳情が議会に提

出されました。 

 こうした声を何とか実現したいと 6 月 29 日の総括質問で議会陳情に関することや新型

コロナウイルス感染対策について質問しました。 

公務員にだけワクチン休暇制度が作られていることが不十分であることは認識するも、

静岡市には民間への休暇制度への権限がなく、民間への社会保険労務士派遣などに

よる相談体制を作ることや市の広報などでの周知に努めるとのことでした。市長記者会

見においてワクチン休暇制度の必要性について広く呼び掛けることを要望しました。 

 総括質問終了後の 7 月 1 日、2 日と市民グループから総務委員会、厚生委員会で

意見陳述が行われました。陳述意見は、日常の生活や福祉現場の実情をきちんと把握

した貴重な内容でした。そして、静岡市がその陳情項目の多くを実施できる旨の答弁が

なされました。ところが、議会は「市が実施できる状況であるなら陳情の取り下げてはいか

がか」などの質問がなされ二つの委員会では不採択の扱いとなりました。陳情者からする

とまだ陳情項目が全面的に受け入れられているという状況でないことから議会として応

援、賛成してもらえると考えていたようですが、とても残念な結果になりました。 

 そこで、9 月初旬に市民グループと関係課との話し合いの準備を進めているところです。 

◎オリ・パラ組織委員会元会長森氏の女性蔑視発言 
コロナ禍での開催 「検証」が求められる！ 
 
緊急事態下で開催された無観客開催の東京オリンピックパラリンピ

ック、多くの感動を呼び起こしながらも、東京都で 5000 人を超える感

染者数となり、医療体制のひっ迫状況が続きます。「復興五輪」、「コ

ロナに打ち勝った証五輪」のスローガンは空しく、五輪前の世論調査

（毎日新聞）で、中止か再延期が 62％。「分裂」した世論は、五輪

後にどうなっていくのでしょうか。閉会後の「コロナ禍のオリ・パラ開催」の

「検証」が求められます。 

３月議会では、元オリンピック組織委員会会長の森喜朗氏の女性

差別発言をとりあげ、固定的性別役割意識の解消に向けた男女共

同参画の取り組みや選択的夫婦別性制度について質問。 

 

 

市職員の旧姓使用人数 (人) 

2016 年度 82 

2019 年度 126 

2020 年度（～1 月）  138 

※2020 年度 女性 133 男性 5  

２月議会 総括質疑 

◎がん患者、支援関係者の方々から   
マンモグラフィ検査に代わるドゥイヴス検査の採用は？ 
 

2019 年 2 月議会で議員発議による「がん対策推進条例」が成

立。今年 3 月の基本計画へのパブリックコメント（304 件）を踏まえ、が

ん患者や患者支援に関わる方々と「わいわいミーティング」（松谷主宰 

市民と質問を作る会）で質問を作成しました。マンモグラフィ検査は、

痛みや恥ずかしさがあり、改善を求める意見がありました。 

焼津市で実施されている衣服を着たままの「ドゥイヴス検査」の採用

の検討を質問。答弁は、がん検診は、国の「がん検診実施のための

指針」に基づき実施しており、国はマンモグラフィのみを推奨している。 

更に、がん患者支援における現在の助成・補助制度の評価、支援

策の拡大についてどのように考えているか。答弁として、ウイッグなどの

補整具助成は、見込みを大きく上回り必要性が高い支援策について

は、静岡市がん対策推進協議会など意見を聞き研究していく。 

がん患者の皆さんの切実な思いに、耳を傾けていきたいと思います。 

答弁は、市民の皆さんの声に耳を

傾けながら、SDGs に掲げるジェンダー

平等の実現に向けた取組を着実に進

めていくとのことでした。関連して静岡

市職員の「旧姓使用の実態について

も質問しました。（回答は右表） 

静岡市立清水病院 ワクチン接種後の副反応調査結果 

接種者 内訳 
※女性は 2 回目Ⅰ5９人減少 

 2 回目の接種翌日の副反応 
 (母数 761 人に対する割合 ％) 

 男性 女性 合計  痛み 倦怠 頭痛 発熱 

1 回目 ２３２ ７２６ ９５８  78.5 68.1 50.3 42.6 

2 回目 １９４ ５６７ ７６１      

※接種の副反応によって、休暇取得をした者 38 人 



 

 

  

ひとり親当事者に寄り添ってくれるありがたい存在 まつや清さん 

私はシングルマザーです。自身の離婚前後の苦い経験から
「ひとり親でも安心して暮らせる社会へ」というビジョンのもと、シ
ングルペアレント 101（ワンオーワン）という市民団体を 7 年前
に立ち上げました。「支援者」、「当事者」、「未来の当事者」
と支援対象者別に事業を分け、支援者向けにひとり親の現
状と支援策を伝える講座を実施したり、食べ物にお困りの当
事者に食料支援を行ったり、未来の当事者向けに高校や大
学でキャリア教育プログラムを実施しています。また、政策レベ
ルでしか解決できない課題も救いあげ、「シングルマザーサポー
ト団体全国協議会」というひとり親支援団体の全国組織に所
属し、政策提言も行っています。まつやさんのお名前は、11 年
前に静岡市に戻ってきた頃からよく耳にしていましたが、お話さ
せて頂くようになったのはここ半年ほどで、「チャンネルまつや」
（No.29）に出演させて頂いたのがきっかけでした。 

当団体は、「家族単位ではなく、個人

単位を基本にし、ひとりひとりが生きやすい

社会の実現」を目指しているのですが、ま

つやさんの夫婦別姓を選択されたところと

根底が同じ気がしています。ひとり親の現

状と課題について大変関心をもってくださ

り、活動に理解して下さるまつやさんは、

大変心強い存在です。臨時特別給付

金の必要性や共同親権導入は、慎重

にとご発言して頂いたり、議会ではひとり

親当事者に寄り添った発言をして頂き、

本当に嬉しくありがたく思っています。 

 

 
8/8～8/31 コロナ「蔓延防止等重点措置」 

静岡市に適用 
6 月補正予算 コロナ対策に賛成だが, 

桜ケ丘病院移転事業費に反対討論 
 

 
まつや清 政令市議 4 期目に挑戦 

葵区 4,410 票 (第 7 位)で当選  

ご支援・ご協力ありがとうございました  
 

 
アスリートの奮闘に熱狂したオリンピック終了と同時に静岡市・浜松

市・県東部にコロナ「蔓延防止等重点措置」が適用され、不要不急

の外出の自粛、飲食店の 20 時までの営業制限、酒類の提供禁止、

それに対する協力金支給など経済支援、一方でワクチン・検査・医療

体制の充実など、市民の声が届く静岡市を目指します。 

そうした中、山本昌輝市議（自民党会派）の「議員報酬差し押さ

え」問題が明らかとなり多くの市民から厳しい批判をいただいておりま

す。まずは市議としての説明責任、市議会全体としての政治倫理の

確立に努めてまいります。 

さて、7 月 9 日終了した市議会では、合計 53 億円余のコロナ感染

対策費が提案されました。➀コロナワクチンの接種体制拡充などに 40

億 9900 円万余、②低所得の子育て世帯生活支援費 4 億 5000 円

万余、③小売・飲食・サービス業など約 7200 店舗対象のポイント還

元キャンペーン実施など経済支援として 6 億 8000 万円余。 

この提案には、全面的に賛成ですが、清水駅東口公園・東口広場

の測量費、モニュメント・樹木等の撤去費、土地利用検討調査費な

ど桜が丘病院の移転に関わる予算 8740 万円が含まれているためや

むなく反対しました。桜ケ丘病院の移転事業については、清水区の 4

団体から反対請願が出され、4 会派は紹介議員として賛成の立場で

したが、自民党、志政会、公明党の反対で不採択となりました。 

 
10 回目の選挙は、コロナ禍

にあって、個人演説会をすべて

中止するという、とても苦しい展

開になりました。 

しかし、4,410 票という前回並

みの得票は多くの皆様の応援が

あったからこその結果です。今後も初心を忘れず奮闘をしてま

いりますので、ご指導ご鞭撻宜しくお願い申し上げます。 

今年度は企業消防委員会、清掃対策審議会、総合交通

対策特別委員会に所属します。議会の会派構成は、自民党

22 名。創生静岡 8 名、志政会 6 名、公明党 6 名、共産党

4 名、街づくり研究会 1 名、緑の党 1 名（まつや所属）です。 

4 月臨時議会では、議長に鈴木和彦議員、副議長に山

根田鶴子議員が選出されました。昨年の清水庁舎住民投

票条例運動の影響で自民議員団は過半数を割りました。議

長・副議長選挙では、創生静岡・共産党・街づくり・緑の党の

4 会派が一致して、議長に白鳥実議員、副議長に安竹信

男議員に投票しました。この新しい動きに呼応して市民の力

で、議会を変えましょう。 

静岡市議会 ９月定例会会議日程 イベント・インフォメーション 

9 月 15 日～10 月 14 日 （30 日間） 
9/15 本会議 
9/27～9/29 本会議（総括質問） 
10/1・10/4 厚生委員会・観光文化経済委員会・都市建設委員会 
10/5/10/6 総務委員会・企業消防委員会・市民環境委員会  
10/14 本会議         （まつや所属）           

 
● 気候危機ストップ全国アクション 

 9/24 日(金) 12:30～13:00 市役所前  
● 地球ハウス学校 zoom 勉強会 
   9/28 日(火) 19:00  

テ ー マ：営農型ソーラー発電と県内中小企業の 
脱炭素について 

講 師：塩原太一郎さん（(株)スマート―ブルー社長） 
10/26(火) 19:00   

テ ー マ：『計算する声明』 
(森田昌生著 新潮社)をテキストに使用 

講 師：山田邦彦さん（静岡サレジオ高校教諭） 
 

※ 申込み メールにて chikyu_house @yahoo.co.jp 
追って、アクセス先をご連絡いたします。 

まつや清プロフィール 

1951 年 新潟県柏崎市生れ 静岡大学工学部中退 

1987 年 静岡市議会議員（3 期）、静岡県議会議員（1 期）、 

国会議員政策秘書を経て、2009 年より静岡市議会議員（４期） 
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シングルペアレント 1O1  
代表 
一般社団法人 1×1 
     （ﾜﾝ・ﾊﾞｲ・ﾜﾝ） 
理事  田中志保さん 
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