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静岡市だけでなく全国自治体の最大の課題の一つが公共施設

の老朽化への対応＝アセットマネジメントです。3月議会で

「市民文化会館の大規模改修かアリーナ併設立替か」を取り上

げました。6 月議会は「新炉建設でなく大規模改修」を選択し

た沼上清掃工場について総括質問 

をしました。(費用比較は 2013 年度) 

また「海洋プラスチック憲章」に 

伴い「マイクロプラスチックによる 

海洋汚染」など総合規制は大きな課題 

となっています。静岡市ではプラス 

チックごみの割合が年々増加しています。 
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23 年目の建替え時期 沼上清掃工場 

新炉建設（152 億）でなく大規模改修（89 億）の選択をした静岡市 

海洋プラスチック憲章に署名をしない日本政府 

巴川・長尾川・あさばた遊水地 
他人事でない倉敷市真備町の被害 

 
7 月 15 日、小田川の決壊により被災地となった倉敷市

真備町を訪問。異常気象による西日本での大豪雨、土砂

崩れ・堤防の決壊そして「新しい災害」ともいえる猛

暑。7月 28 日には台風 12 号による全市的に避難勧告が出

され、土砂崩れに備え乳飲み子を抱えた母子と祖母、高

齢者世帯など 3世帯が城北小学 

校に避難した。2014 年の台風

18号では 80mm/h の降雨により

長尾川・巴川・あさばた遊水地

周辺地域は多大な被害を受け

た。100mm/h という異常気象が

例年化する時代に倉敷市真備町

の豪雨被害は他人事では済まさ

れません。 
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まつや：新炉建設でなく現焼却施設の大規模改修を決定したが、計画策定をどのように進めるのか。 

環境局長：今年度は、長寿命化総合計画の作成（改修対象設備の選定やスケジュール）及び大規模改修工事の仕様書等の作成を行う。 

まつや：沼上清掃工場の 200 トン炉は、20 年前のごみ質に合わせ建設されている。現在のごみ質の変化に対応できるのか。 

環境局長：竣工時と比べ、プラスチック類の増加などでごみ質が変化し、ごみ発熱量が高くなっているが十分対応できる。今後の大

規模改修でも同等の性能を確保していく。（プラスチックのごみ類はビニール・ゴム類等で分析されている） 

まつや：環境省は、施設の長寿命化計画に対する財政的支援を打ち出しているが、市はどのように活用していくのか。 

環境局長：長寿命化と CO2 削減事業に対する交付金制度を最大限活用していく。SDGs で掲げる温室効果ガスの削減を図る。 
 

まつや：消費生活センターは、内部事務評価における生活用品活用バンク事業（年間 1000 件の利用者）廃止決定に「民間事業には

ない「もの」の大切さを伝える働きがあるとの判断」をしながら、2年の猶予があったにも関わらず廃止したのはなぜか。 

市民局長：事業の引き継ぎ先として「しずおか市消費者協会」が最適だと判断するも、2017 年 10 月に「協会独自の事業として不可

能」、「バンク事業は役割を終えている」との見解が示された。協会以外の掘り起こしが出来なかった。   
 

沼上清掃工場のごみ発熱量 
年度比較   (kcal/kg) 

年 度 1989 年 2017 年 
ごみ 
発熱量 

1.706 2.486 

   
ﾋﾞﾆｰﾙ・ｺﾞﾑ類の占める割合（％） 

年 度 1989 年 2017 年 

沼上清掃工場 20.7 28.9 

 

総括質問 県内初「いじめ再調査委員会設置」 

千代田小学校のいじめ 
 

2017 年 11 月 30 日、保護者から学校への「いじめ相談」があ
った。いじめが確認され、12月 20 日には保護者会が開催され
た。経過説明や加害児童からの被害児童への謝罪があり一件落
着となるが、その後、被害児童の「自殺をほのめかす手紙」が
発見された。当時、児童は不登校となっていた。これは、重大
事態案件とされ特別調査委員会が設立された。しかし、学校・
教育委員会に対する、被害児保護者の不信感が解消されず、2
月 13 日、保護者は特別調査委員会の中止と市長による再調査委
員会の開始を求める要望書が提出した。4月 10 日静岡新聞のス
クープ報道が市民に衝撃を与えた、現在、再調査委員会で詳細
について再調査中。総括質問では事実経過については触れず
①、被害児・保護者からのいじめアンケートなど個人情報公開
請求に対して全部非開示としたこと、②2017 年文部科学省の重
大事態ガイドラインに沿った被害児･保護者への調査方針の説明
がなされたのか、について質問した。 

廃棄物処理 LCC（社会的割引率考慮後） 

        (千円) 延命化する場合 施設変更する場

点検補修費 7,209,887 4,926,957 

事業費 0 15,212,390 

延命化工事費 8,917,486  0 

小計 16,127,373 0 

残存価値 0 1,280,723 

合計（残存価値控除額 16,127,373 18,858,624 

LCC 差額（残存価値控除後） （施設更新―延命化）  2,731,251 

 

真備避難所にて 
斎藤武次郎倉敷市議と 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 活動に見るまつや清の日々 

    
6/2 まつや清を応援する会 

総会記念講演会「安倍政権の

実態と日本社会の課題」 

講師はｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ高野孟さん 

6/9 
 城北学区での J ﾌｪｽﾀ夏祭り。 

大会実行委員相顧問として挨拶。

「座・鼓竜」ﾒﾝﾊﾞーと太鼓演奏。 

 7/30 
 自治体議員立憲ﾈｯﾄﾜｰｸ総会の記
念講演「北東ｱｼﾞｱの非核化と自治
体議員外交」川崎哲（ICAN）vs
李起豪ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ。まつや司会。 

8/4 
 福島の子どもたちの保養ツア
ー（親子 27名 来静）。今夏で 
9 回目。清沢・黒俣川で清沢小
の子どもたちと川遊び。 
  

静岡市議会 6月定例会会議日程   イベント・インフォメーション 

【9 月 14 日～10 月 15 日 32 日間】 
9/26・9/27・9/28 総括質問 
10/4・10/5 総務委員会・企業消防委員会・市民環境教育委員会 
10/2・10/3 厚生委員会・観光文化経済委員会・都市建設委員会 

 ■ 地球ハウス学校 各日(金)19:00～21:00  

9/28 有機農業をめざす若者の夢 田村雅生さん 
10/19 死刑制度について考える  （交渉中） 
11/30 SNS 時代の新聞の役割   高瀬直樹さん 
1/25 マイナンバー制度と税制   山崎秀和さん 
場所：地球ハウス 葵区鷹匠 3-3-1 井口ビル 2F 
問合先：℡：054-209-5676（地球ハウス） 

■ 第 27 回ゴミゼロフェスタ もったいない市 
10/7（日）9:30～11:00 持込み 12:00～14:00 持帰り 
場所：沼上清掃工場（葵区南沼上 1224） 
問合先：℡：054-209-8555（エコハウスしずおか）  

 

  
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（3期） 

 

 

6 月補正予算議会から 11 月決算議会へ 
政令市議 9年間は、厚生委員会所属でしたが、今年は 10 年目

にして、市民環境教育委員会に移動しました。委員会では以下の
審査を行いました。①環境局案件“沼上・西ヶ谷清掃工場に「ご
み発電」のおける電力売電先の新電力「日本ロジテック協同組
合」の 3年前の倒産に伴う 4億 1600 万の債権に対する 23.8％の
9900 万余の歳入予算」”②市民局案件“静岡県弁護士会提出の
「地方消費者行政に対する財政措置（交付金等）の継続・拡充に
関する陳情」、及び他の委員会の全議案に賛成しました。 

静岡市民文化会館 建替えか保存改修か？ 建て 
リニア新幹線「井川トンネル建設費 JR 東海全額負担」と大井川の水の減量、 

360 万㎥の残土、自然環境問題と「切り離し」対処すべきだ! 
南アルプスエコパーク林道管理条例・通過許可は県の結論が出るまでだすな! 

 
JR 東海は 8月 7日、井川地域の説明会で「8月末に工事関係者の宿舎建設開始、9月に林道整備工事開

始、2020 年に井川トンネル工事着工」を公表しました。一方、静岡県は 8月 8日「南アルプス自然環境
有識者会議」（生物多様性部会と地質構造・水資源部会）を発足させ、3月までに 3回程の会合を持ち、
リニア新幹線の南アルプスへの影響について検討を始めます。 
 
「南アルプスとリニアを考える市民ネットワーク静岡」は、このままでは林道整備が始まってしまうこ

とに危機感を感じ、8月 13 日、まつやも同席し静岡市長に「静岡市リニア中央新幹線建設工事影響評価
協議会及び静岡県の有識者会議の結論が出るまでは林道の通行許可を出すべきではない等」7 項目の要求
を提出しました。申し入れ書を受け取った松永秀明局長は、「議会での答弁は重い。条例を順守し適正に
対処をしたい」と述べました。というのも、2017 年 9月議会のまつや清質問「JR 東海から林道通行許可
の申請があった際に、林道条例をどのように適用するのか」に、静岡市は「工事により、森林の水源涵養
機能の低下や希少野生動植物など自然環境の保全に支障を及ぼす恐れがないことが前提」との答弁をして
いるからです。 
 

 これに先立った 6月 20 日、JR 東海と静岡市は、井川トンネル工事のみならず「南アルプストンネル工
事に必要な許認可等に速やかに対応する」という突然の基本合意を発表しました。同ネットワークは、 
6 月 25 日に基本合意書の撤回など 6点に亘る要望書を提出しました。静岡市は、「機会を逃せぬ交渉 
事」、「実利」の成果を強調しています。しかし、別の側面からいえば、2014 年 2月議会の市議会決議やリニアに関わる 1都 6県の
中で唯一、「南アルプス環境調査を実施してきた静岡市の業績、また「建設事業影響評価協議会」の存在をないがしろにするもので
静岡市の誇るべき民主主義的質の高さを葬り去らせしめたといえます。しかも、静岡県中部地域のリーダー市としての信頼や政令市
としての尊厳を貶めました。 
まつや清は 8月 2日「立憲民主党国会議員（初鹿明博・大河原雅子・日吉雄太衆議院議員）南アルプス調査団」に同行しました。

南アルプスの自然環境の豊かさ、大井川源流の水のすばらしさを実感していただきました。9 月議会では南アルプスとリニアについ
て質問する予定です。 
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街頭演説中 学校のエアコン導入の陳情 
「セノバ前の定例街頭演説」（毎週火朝）中に、若いお母様か
ら、「猛暑の夏、エアコンのない教室で勉強する子どもたちの
過酷な環境を理解ください。導入に力を貸してください」と
いう切なる願い。「暑さが災害となる時代」、熱中症患者の続
出。西日本豪雨災害では避難所となる体育館には、エアコン
が緊急設置されました。エアコン導入率は全国平均 5割、静
岡県では１割。8 月 10 日、田辺静岡市長は、平成 2021 年度
までに全小中の普通教室への導入を明らかにしました。 

8/2 南アルプス調査団 

8/13 静岡市へ要望書提出 
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