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3 月 15 日、都市局長と交通担当部長は、突然の記者会見を開き上記の公文書偽造の事実

を公表し謝罪をしました。その前日、まつや本人にも経過説明と謝罪が行われました。 

2 年前から事実関係を把握しながら、年度末に記者会見するのには二つの理由がありました。第１は、今年 2 月補正予算議案

質疑で、「増大するエキパの赤字の解消をどうするのか」、「委託事業者が市からの仕様書通りの人員配置を行わず市民サービス

の低下が背景にないのか」についてまつやが質問したこと。第 2は、国会における森友学園問題での公文書改ざんが注目される

中、このケースが法律違反であるかどうか静岡市の顧問弁護士に相談したところ警察に相談すべきとのアドバイスを受けたこと

からです。 

この公文書偽造は、2016 年 6月議会のまつや清の総括質問に関係していました。質問のきっかけは、2015 年 12 月から 16 年 2

月にかけて回数券が金券ショップに出回り委託事業者職員が警察に逮捕される事件が起きたことからでした。現場の労働組合メ

ンバーからの内部告発を参考にしながら、交通政策課に資料要求をしたところ、313 頁に及ぶ書類が提出され、その中に今回問

題とされている架空帳簿（偽造された公文書）がありました。 
 
今回の問題の本質はなんでしょうか。第 1は、帳簿がないということは、直営にも関わらず委託事業者任せで状況を正確に把

握し赤字体質を改善する駐車場経営に真剣でなかったことです。第 2は、不正の有無です。架空帳簿では、回数券 3000 枚の不足

が確認されています。交通政策部は、回数券をチェックする機械の判読誤差として問題なしとしています。第 3は、二元代表制

の中で税金の使い途をチェックする議会からの資料請求に「存在しない文書」を作成し議会対応を行っていたことです。このこ

とは市民に対しても「嘘」をつくことがあるということを意味します。一方で偽造を見抜けなかった自分自身の力不足は反省し

なければなりません。 
 
今後の課題は、警察が捜査に乗り出すかどうか。また、2月まつや質問に対して赤字解消のために、「直営から指定管理者制度

に移管する」として準備を始めていますが、果たして民間任せの対応でいいのか。 
因みに駐車場の収支は、2017 年度決算では 1年間の利用収入１億 200 万弱と税金の繰り入れ 8400 万余、支出は委託費 8400 万

余、借金返済額 1億 200 万余。20年前の建設当時の借金 15 億＋利子 3億＝18 億余のうち 2024 年までの未済額は、4億円余で
す。みなさんのご意見をお待ちします。 
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市直営駅地下駐車場「エキパ」回数券のずさん管理 

2015 年 6 月議会でのまつや総括質問 

帳簿資料請求に市職員が関係者の印鑑を 

無断で使用し、架空数字の帳簿を作成 

3/15 市役所での記者会見にて 
偽造文書を提示するまつや 

 

静岡市にも公文書管理条例が必要 
2 月の総括質問で「情報発信、情報管理、情報公開」を

取り上げた理由の第１は、国会で政権を揺るがしている財

務省の森友学園、内閣府や農水省、文科省の加計学園、防

衛省の南スーダン日報問題めぐる公文書管理と同様に静岡

市でも 2年前に不適正な手続きによる森下小学校設計委託

問題で職員の電子メールの取り扱いが課題となっていまし

た。第 2は、リニア新幹線めぐる JR 東海の談合事件で田辺

市長の「おこがましい」との批判的発言の正確な発言記録

を取り寄せようとしたら、定例記者会見での記者とのやり

取りの発言議事録が公表されていないことを知りました。

静岡市を除くすべての政令市では、会見議事録は情報公開

されています。まつや質問後に、会見の LIVE 中継、記者と

のやり取り発言録は公開になりました。なお、公文書条例

制定は先送りとなりました。 

あさばた遊水地第二工区「安東川エリア」 

ベーテル村構想 
静岡県土木事務所河川改良課に 要請書提出 
 
3 月 29 日に静岡県土木事務所河川改良課に「第二工区

安東川エリア事業」についてベーテル村構想準備会の代

表のつばさ静岡施設長の山倉慎二さんはじめ城北町内会

など、城北学区や県立 

中央高校などの関係者と

一緒に要望書を提出しま

した。 

要望内容の検討を今後

1年間かけて、準備会

と静岡県や静岡市と協

議していく予定です。 
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 活動に見るまつや清の日々 

   
3/4 静岡ﾏﾗｿﾝ ちょっと
悔しい。21.9km でﾘﾀｲｱ 

3/6 3 月予算議会にて総括質問。まつ

や要望の市長記者会見 Live 中継実現 

 3/25 立憲民主党国会議員との対話
集会（呼びかけ人として参加） 

4/1 静岡まつり 市議会太鼓ｻｰｸﾙ参加
(西郷どん役の平井正樹議員とまつや) 

 
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 

【6 月 19 日～7 月 10 日 22 日間】 
6/27・6/28・6/29 総括質問 
7/3 総務委員会・企業消防委員会・市民環境教育委員会 
7/4 厚生委員会・観光文化経済委員会・都市建設委員会 

 ■ 公共施設を考える会 5/19（土）14:00～16:00 
「市民文化会館のリノベーション」会費：500 円 
会場：パルシェ７階 第一会議室 

＜ﾊﾟﾈﾗｰ＞鳥居久保氏（針谷建築事務所 理事長・一級建築士） 
      甲賀雅章氏（ｸﾘｴｰﾀｰ 大阪府江之子島文化芸術創造ｾﾝﾀｰ館長） 

■ まつや清を応援する会 総会・講演会 6/2（日） 
会場：静岡市民文化会館 第一会議室 
第一部 総会  13:30～14:45 
第二部 講演会 15:00～16:30 会費 500 円 

講師 高野孟氏（ﾌﾘｰｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ） 
問合先：054-209-5677（地球ハウス） 

 

  
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） 

 

 

静岡市民文化会館 建替えか保存改修か？ 
建て建替え+アリーナ併設? or リノベーション＋公共的空間創設? 

針谷建築事務所 建物の骨格を残すリノベーション案を提案 
 

静岡市は、建設 40 年を迎えた市民文化会館再整備について、2018 年度新たに検討委員会を７月に設立し、以下 4案の中から選
び、2019 年～22 年 3 次総合後期計画に反映するとしています。①中ホール・大ホールと 5000 席アリーナ、②中ホール・大ホールと
7000 席アリーナ、③中ホールと大ホール・7000 席アリーナ複合案、④大規模改修。 

田辺市長は、3月予算議会で「アリーナとホールの複合化方針」を示して「公共投資が地域経済の呼び水」を強調しました。「成
長・拡大から成熟・持続可能」という時代認識を力説していた市長が、「ハコモノ」公共投資、成長拡大路線に路線変更するかのよ
うです。 

建設費確定の公共施設は、歴史文化施設 52 億、清水庁舎 74 億、沼上清掃工場大規模改修 86 億 6 千万、総額 212 億です。建設未
定のアリーナ・ホール 82 億～174 億、海洋文化施設 50 億、天守台 60 億、天守閣はコンクリート 40億、木造 140 億、東静岡の市立
大学構想は未定、2020 年代中期に推定でも総額 500 億を越えます。3 月議会でまつやは人口減少・税収減、高齢化社会・税支出増、
借金財政を危惧する立場から質問しました。 

 

歴史文化拠点としての役割 「駿府城公園」 
駿府城公園の敷地内では、駿府城・天守台発掘作業が行われています。これは、駿府城築城から 400 年の時を経て、歴史文化拠点

としての新しい価値もたらす試みです。また、今年度から、青葉小学校跡地には歴史文化施設の建設がはじまり、それは平和外交を

進めた徳川・江戸時代が基調となります。しかし、駿府城・天守台を取壊したのは、日清戦争後の富国強兵を進めた明治政府と陸軍

第 34 連隊誘致決議を上げた静岡市議会、そして動員された 2万人の市民でした。この駿府城公園には、江戸から明治への近代の歴

史、そして、戦争時代の出征拠点を経て、市制 90 年に建設された昭和の歴史遺産「市民文化会館」が同居しています。今なお市民

の憩いの場でもある駿府城公園は、静岡（駿府）の歴史文化拠点なのです。単なる古い建物ではなく、40年の生きた歴史を持つ市民

文化会館がアリーナ・複合施設での大型イベントへの集客のために取り壊されていいのか、市民の中に徹底議論を巻き起こさないと

いけません。 
 

まつや質問：アセットマネジメント観点から 65 年の耐用年数に、25 年残すこの施設の長寿命化の選択の可能性についてどのように

検討されているのか。 
 
公共施設統括官：ホールとアリーナを念頭に検討するが大規模改修も選択肢の一つとして検討する。 
 
まつや質問：針谷建築事務所「古い建物としての市民文化会館の保存・改修」案は、そして会議室部分を取り壊し道路空間とし、北

街道とを結ぶ回廊性の確保をどう評価するか。 
 
公共施設統括官：検討材料とする予定はない。周辺との動線については引き続き検討する。 
 
まつや質問：「ないものねだりよりあるもの探し」グランシップやツインメッセとの連携は。 
 
公共施設統括官：本市が目指すアリーナは、大規模コンサートやプロスポーツで役割が違う。 
 
まつや質問：財政の不安はないのか。 
 
財政局長：「財政の中期見通し」では、新清水庁舎や沼上清掃工場の大規模改修建築費は想定しているが、市民文化会館再整備建設
費他施設は今後検討する。市債残高の増加は財政を圧迫するが様々な手法で財源確保と市債残高の適正管理に努める。 
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