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第７回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２１年１月２７日（火） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所 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、 

片瀬（幸）委員、片瀬（正）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、石野委員、江澤委員、中山委員、磯部委員 

（草谷委員、野村委員欠席） 

        （事務局）区政課：三宅課長、中島主事 

清水区総務・防災課：田島理事、天野統括主幹、池田主査 

蒲原支所：原支所長、山崎参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）第２次基本計画登載要望事業の確認について 

 （２）その他 
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蒲原支所参事   皆さん、こんにちは。 

  定刻前ですけれども、委員の皆さんそろいましたので、ただいまから平成２０年度第

７回蒲原地域審議会を開催します。 

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。 

  ここで、あらかじめ御報告いたします。本日は、草谷委員と野村委員が欠席との報告

を受けております。 

それから、佐藤委員が尐し遅れるということで、現在１６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、まず配付資料を確認したいと思います。お手元に参考資料として、「仮称

蒲原地区市民センター完成予想図」であります。前回のものと尐し違っておりますの

で、差し替えをお願いしたいと思います。 

次に、「生涯学習交流館だより１月号」、それから「忠霊塔用地使用貸借契約書」

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、よろしくお願いします。 

会長   皆さん、お忙しい中、本当に御苦労さまです。 

今年最初の審議会ということで、また心新たに話し合っていきたいと思います。 

早いもので、第２期目の審議会の委員を委嘱されまして、もう７回目になりました。

４回、５回、６回という中で、基本計画の中に入っているけども予算がついてない事

業。あるいは、その基本計画をつくった後出てきた問題点、そういうものを皆さんで

話し合いながら、第２次基本計画の中へ載せていくかどうか、あるいは載せていく場

合には、どういう要望の内容でいくかということで話し合ってきたわけですけども、

あと、今日とそれから２月に開かれます第８回目の審議会で、年度の一忚審議会の内

容は終わるわけです。 

そこで、今日の７回目で、残りの事業についての話し合いを終わりたいと思います。

そして、８回目はどういう要望の内容で市長の方へと上げていくかということを、一

忚、皆さんのいろいろ御意見はもうまとまっているものもありますので、そういうも

のをこちらで一忚副案として出して、その要望内容でいいかどうかということを第８

回目で確認して、それで要望していくという形にしていきたいと思います。 

ですから、今日は十分な話し合いをしていただくんですけども、２時間という短い
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時間です。若干、３０分ぐらいは延長してもいいかなと思っておりますので、ぜひよ

ろしくお願いします。 

一つ、議事進行について要望があります。２時間という短い中ですので、今、検討

されている内容がどういう内容であるかということをしっかりと考えた上で、発言を

よろしくお願いしたいと思います。以上です。よろしくお願いします。 

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。 

  須藤会長、よろしくお願いします。 

会長   それでは、第６回目の審議会の内容から引き継ぎまして、残りの事業につい

ての話し合いをしていきます。 

実は、前回、「農業公園等の整備」ということで、片瀬委員が欠席していたという

ことで、それが保留になっていますので、現在の市との話し合い、それからどういう

要望を出していったらいいかということを、片瀬委員の方からそういう内容があれば

出していただいて、あと皆さんで話し合っていくということにしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

片瀬（正）委員   それでは、片瀬です。 

実はですね、平成２０年、昨年の７月１６日の第３回地域審議会でも概要を説明さ

せていただきました。概要について、経過について簡単に御説明申し上げますと、平

成７年に蒲原畑総事業が始まり、今年で 1４年目を迎えると。 

工事は、平成２１年度には大体終了して２２年度で確定測量や登記、２３年３月頃

には市に取得していただくようになるのかなというふうに思っています。 

ここは蒲原町時代よりですね、非農用地については、町が購入し畑総事業の支援を

する一方、土地の利活用については、農業公園と言ってみたり、農村公園と言ってみ

たり、ちょっとばらつきもありますけれども、一忚、農村公園やバイオマスタウンの

構想がありました。そのための資金は、蒲原町時代からですね、既に積み立てられて

静岡市の方に引き継いでおります。 

そこで、事業の終盤を迎えまして、非農用地の活用について地元の要望を市に提示

していこうということで、農協としても自然や農業のかかわりの強いものにしたいと

いう気持ちがありまして、蒲原畑総非農用地研究会を立ち上げました。 
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第１回目は、平成２０年７月１５日に行いまして、メンバーは地元と、農業関係者

ということの中で、ＪＡの役職員、あるいは市会議員、自治会、ここの地域審議会の

メンバーとか、あとＮＰＯ法人の関係者の方、それから農業法人のドリーム蒲原の役

員に土地改良役員を含んだ人達で構成をいたしました。 

３回開催しまして、その考え方を持ってですね、市の農林水産部と９月２日に蒲原

畑総の非農用地整備勉強会を行いました。 

提案した内容ですけれども、今まで練られた内容はですね、ここは静岡市の東玄関

として、風光明媚な景色と温暖な気候を生かして、自然を体感でき、市民に癒しの空

間を提供すると。農業を通じて環境や食の安全を考えるとともに、周辺農地を利用し

て自ら農業に携わることにより、ものづくりの苦労や楽しさを感じとり、農産物本来

の味を体験できる施設の導入を図るということを基本にいたしました。 

以前にもお示ししましたとおり、２地区ありまして蒲原の西地区の方につきまして

は、広葉樹の林を主体として、しいなどの実の収集やかぶと虫などの生態が観察でき

て、森林浴もできるような里山ゾーンとかですね、巨木を生かして芝生づくりなどを

ひいて多目的に使える緑の広場、あるいは市民農園の受付や、地元で採れた農産物直

販コーナーがある管理棟などを提示。 

会長   もう尐し、簡単にお願いしたいですけど、長くなりますので。 

片瀬（正）委員   東地区におきましては、農業体験オーナー園での収穫物を加工し

たり、学校教育の一環として、農業体験教室などを開ける農業体験研修棟や、できれ

ば軽食喫茶のできるオープンカフェなどをつくりたいと。 

トイレについては、バイオマストイレがいいねといったようなことを提示をさせて

いただきました。その場で、市としても魅力があって市民にとって価値のあるものを

考えていきたいと。 

また、指定管理者制度の活用も考えたいということでありました。市としても、地

元の意見を取り入れながら実施するという方向で検討していただけると思っておりま

すので、基本計画に登載することを要望いたします。 

会長   分かりました。 

  具体的にどういう要望内容で要望書を出したいのか、何か副案がありますか。 

片瀬（正）委員   片瀬です。 

副案といいますか、今話をしたとおりに最初の自然を体感できる癒しの場と、農業
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を絡めたような空間をつくりたいということで、具体的には、先ほど言いましたよう

な森林浴もできたり、あるいは自然観察もできたりというようなものを取り入れてで

すね、周りのオーナー園と絡めた公園づくりができないだろうかと。子供も大人もそ

こで集えるような場所にしたいと同時に、やはり地元産品、農産物のＰＲもできるよ

うな場にしてみたいなというふうには思っています。 

会長   今、いろいろ経過、あるいは具体的にこういう内容で要望していきたいとい

うのが出たわけですけども、何か、質問、意見ありますか。 

あるいは確認でもいいですけど。 

  時間がありませんので、何かありましたら。 

  宮田委員。 

宮田委員   宮田です。 

今、この農業公園、例えば農産物の販売とかＰＲとかということが出ましたけど、

これについてですね、事前に例えば、今言う農免道路とか、こちらからそこまで上っ

て行く道路、基盤整備とか、そういうものが（不明）しないと、そういう大きい構想

とかそういうものがね、まだできないと思うですけど、畑総自体が農免道路とかでき

たときに、それぐらいのことができるような時期とか、そういうものって考えていま

すでしょうか。 

片瀬（正）委員   片瀬です。 

冒頭申し上げましたように、大まかな工事は２１年度あたりで終わる予定です。あ

くまでも予算次第という部分もあるけれども、そのあと確定測量と登記をして、最終

的には非農用地分については、市に購入していただくということになっておりますの

で、できる限りそれに合わせたスケジュールの中で、うちの方の作業も進めてみたら

どうかということで、自主的に立ち上げたということになります。 

会長   宮田委員。 

宮田委員   宮田です。 

それについてですね、現在、農免道路へ上って行くところは、善福寺、中区、神沢

と３本ぐらいですね、あるのが。それについて、やっぱり基盤整備とか、そういうも

のを考えていく上でね、善福寺の方から上って行く所については道路が拡幅できて、

また回しもできると、そういった中で、そういうところからは上って行けるけれど、

中区とか向こうからではちょっと無理だなという感じがしますけれども、その方は片
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側通行というか、善福寺の方から上がって農業公園へ行って戻ってきて、また観光と

か、そういう場合１本の道で十分ですかね。 

片瀬（正）委員   その点につきましては、今、農免道路はですね、富士川から由比

までつながる予定になっております。これも１年ないし２年くらいで多分できるので

はないかと思っています。と同時に縦の線といいますか、それが尐し足りないという

ことで、小金の中尾羽根を通ってですね、その畑総の非農用地の脇に出るような道路

についても、今、市の農林水産部の方に要望書として、一忚上げてあります。それが

できれば、何本か道路もできて便利になるのかなというふうには思っています。 

会長   そのほかありますか。 

  石野委員。 

石野委員   石野です。 

質問ですけど、今、片瀬さんが２１年度に工事が終わる予定というのは道路のこと

ですか。 

片瀬（正）委員   片瀬です。 

基盤整備の方です。 

会長   いいですか、その他。 

  久保田委員。 

久保田委員   久保田です。 

この種の規模というか、種類というか、静岡市の中にほかに類似したような所はな

いですか。 

片瀬（正）委員   基盤整備の話ですか。 

久保田委員   いやいや、畑総のね、今構想のようなものがね、静岡市内には唯一こ

れだけ。 

片瀬（正）委員   あります、たくさん。 

久保田委員   あるの。 

片瀬（正）委員  片瀬です。 

この基盤整備につきましてはですね、旧清水管内にもたくさんあります。じゃあど

ういうふうなつくり方をしたかといいますと、うちのところは蒲原町時代には工事費

捻出のために土地を出して、非農用地にして市に買ってもらうと、それが、例えばバ

イオマスの問題であったり、農業公園であったりしたですけれども、清水の場合の一



 

 ―７― 

番大きな例はですね、やっぱりナショナルトレーニングセンター、あれは基盤整備を

やった中で、一部非農用地にしてですね、市なり県なり買い上げてもらって、工事費

に充てたと。それ以外で最近ではですね。谷津の方の基盤整備につきましては、静岡

県の柑橘試験場を、今、柑橘試験場とは言いませんけれども、果樹研究センターの移

転を、そちらの基盤整備の方に持っていくというふうに、場所場所によっていろいろ

なケースが考えられております。 

会長   いいですか、ほかにありますか。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。 

やはり、これ新しく建設計画に載せるということで、前向きにいってもらいたいで

すよ。それはなぜかというと、蒲原町時代に平成７年度に立ち上げて、もう１６年ぐ

らい経つんですか、１４年か。２３年に完成ですから、完成を目指しているという形

ですからね、これでいけば１８年ぐらい十六、七年か、かかってやっと目的を達成す

るわけですから、せっかくいい景観の土地であるということで、さっき片瀬委員が言

ったように、何といいましょうか、自然との共存とか、それに対して農業体験、ある

いは地産地消といいましょうか、そこでできたものを地元で利用するような形、そう

いうことをうたって、何とかこれを実現するという形でやっていただければありがた

いなというふうに私は思っています。 

会長   そのほかありますか。 

  戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。 

今、清水の畑総の話をしましたけどもね、あそこはもう立地条件がいいですよね。

もう蒲原のすぐ上方を開発したようなものでね、ただ蒲原の場合はちょっと奥が深過

ぎると思うですよ。興津の谷津にしても、柑橘試験場が近くにあるので、それを移転

するという条件から、もう本当これ申し分ないと思うですよ。だけど、そういうふう

なことも踏まえてやるでしたらね、やっぱり行政の方で、何かそういうふうなあれを、

情報をキャッチしてね、非農用地と何か誘致するという、そういうあれは考えてない

ですか。 

片瀬（正）委員   片瀬です。 

基本的にはですね、これは以前は町の非農用地になる予定で、今は市の非農用地に

なります。ある意味では、市の考え方が非常に優先する内容であるかなというふうに
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は思うんですけれども、そうした中で、やはりせっかく農業系で行った工事ですので、

農業に関連したようなもので生かしてもらえないだろうかということを思いまして、

実質的に、この利活用の研究会を立ち上げたというふうな経過があります。 

会長   戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   戸塚です。 

今のお言葉返すようですけどね、結局、現実が何のために開発したかというのがち

ょっと見えないですよね、今。結局、あれは何ですか、ガット・ウルグアイ・ラウン

ドの関係で、急きょこういうふうなあれになったわけでしょう。それで、尐なくとも

４０億円からの金を投資しているんですよね。最終的には４５億円ぐらいになると思

うですけどね、それに対して、できたものが結局、見えないですよね。何をどういう

ふうにしてやっていこうかということ自体が。 

会長   ちょっと戸塚善久委員、農業公園についてのお話で畑総農業自体の話じゃな

いですか。 

戸塚（善）委員   全体的なことを考えればね。結局、そういうふうなことでいくと、

今ね、非農用地を私は何かそういうふうな施設があれば、何か誘致して、そういうふ

うにして盛り上げていかなければならないじゃないかということを言っているですよ。 

 だから、農協関係でやっぱりそういうふうな何かの、合致する何かがあったらね、やっ

ぱりそういうことも踏まえて、結局、多目的に考えていった方がいいような感じがす

るですけれどもね。 

片瀬（正）委員   片瀬です。 

おっしゃることは分かりますけれども、ただ、地元の一つの意見として、要望とし

て市の方に提示をするといった意味の中で言ってきたことです。市の方針として、こ

ういうふうにしたいというものがもしあれば、地元の意見と調整を図ってもらうよう

なことに当然なるとは思いますけれども、あくまでも地元としてはこういうふうに考

えていますよという提示を市の方にさせていただいたというふうに考えています。 

会長   時間も時間ですので、このぐらいで話し合いは終わりたいと思うですけども、

そういう形の中で、審議会として２３年までということなので建設計画、第２次基本

計画の中に載せて実現に向けて、審議会としても要望していくということでいいです

か。 

（「異議なし」の声あり） 
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会長   はい。それでは内容については、今、いろいろな目的が入っていますので、

それをまとめてですね、この第８回の地域審議会の中で文章としてまとめて出して、

そういう要望でいいかどうかということをですね、皆さんで検討していただいて、最

終的にまとめると、今じゃあそういうことで、一忚、趣旨とか考え、要望内容は分か

りましたので、審議会として、じゃあ要望していくということでいきたいと思います。 

  じゃ次に移ります。 

  前回は、生活道路の、道路の整備の前まででしたね。 

  ですから、道路整備の主要幹線道路の整備、それから生活道路の整備、生活道路の整

備の方は石野委員の方から提案があったですけれども、連合会の稲葉委員の方からも、

それぞれのケースがあるんだろうと、だから一つにひっくるめないで、どちらかとい

うと自治会の方で、それは進めていってもいいんじゃないかというような意見があっ

たんですけれども、そういう方向でいくのか、どうですかその辺皆さんの意見は。 

  稲葉委員。 

稲葉委員   今の生活道路のところの前々回ですか、石野委員から出た新田の所の対

象になるところは、その後、市の方ともちょっと話しまして、要望書として出してく

れと、そうすれば予算との関係もあるかと思いますけれども、進めるということも言

っていますので、そういう形で進めていきたいなと、私は実は思っていますし、それ

と同じようなところは、それぞれのところで要望書を出していけば対忚してくれるの

ではないかなというふうに思います。 

会長   そうすると、自治会。 

稲葉委員   各自治会長なりを通して。 

会長   ちょっと。 

稲葉委員   もう尐しつけ加えますと、要望書はそれぞれの地区の非常に狭い範囲だ

と思いますので、そこの自治会長が、その住民の声をとりまとめて出していただくと、

そのとき必要に忚じて連合自治会という中での要望書にしても、それはいいかと思い

ます。ケースを見ながら対忚したいと思います。 

会長   それでまあ、いろいろまた問題が出るようなら、地域審議会へ相談があって、

地域審議会としてどうするかという話へ持っていくと、とにかく各自治会がまずしっ

かり検討して、その自治会長が市の方へと要望書を出すという形でとりあえずいくと

いうことでいいですか、この問題は。 
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  それでは、そういうことで、これについては、まずそちらをやってもらうということ

で、とりあえずは審議会の方は様子見ということで動かないと、いいですか。 

  それでは、主要幹線道路の整備、これは蛭沢通線について、それからガードの問題、

それから六千坪線の問題あります。これ３つひっくるめるわけにいきませんので、ま

ず、蛭沢通線について、市の方では非常に厳しい内容になっていますけれども、どう

なんでしょう、どういう形で持っていけば、市の方が動いていってくれるのか。そこ

ら提案者である片瀬委員、何かありましたら出していただきたいです。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修です。 

前回もこの話が途中まで出ていたような覚えがあるんですけど、この事業について

はですね、静岡市と蒲原町のときからの合併協議の中で、一番最重要目玉になってい

たような話と聞いておりました。もう三、四年以上前ですね。それが、未だにこのよ

うな状態で審議されているということに、ちょっと疑問を覚えているわけですけどね。

この蛭沢通線、南北の蛭沢通線を兼ねた、この道路計画についてはですね、蒲原町は

東西に長いわけですよね。それでその中心となるところ、今、市民センターの建設に

入りましたけど、当然、これ完成した後は、その周辺の整備と一緒に絡んでくること

は十分考えられるわけです。 

  それと、一忚、主要幹線道路が旧国一、南北線、山手線、バイバス、ＪＲが東西に走

っていまして、その中心となる、この蛭沢通線、緊急避難防災のためにもですね、最

重要で手をつけなければならない課題と思っておりますのが、今、こんな状態という

のはちょっと不満足な気がしますけど、そういうことを踏まえてですね、早急に登載

させていただきたいという気持ちが強いわけです。以上です。 

会長   そうすると緊急避難道路、防災用ということの内容を表へ出して、それで要

望を出していくということでしょうか。 

  例えばですね、費用対効果低いよ、あるいは街路課としては、新規路線として位置づ

けで難しいと、市の方が言っているわけですよね。それをあえて、これを載せようと

いうことで審議会として決まりましたので、どういう内容で担当者を説得するかとい

うことをですね、やっぱりこれでいこうというものを出していただきたいんですけど

ね。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。 

市からの回答はですね、２５億円という概算事業費の中で費用対効果が薄いという
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答えがかえってきておりますけど、尐なくとも行政としてはですね、１０年ぐらい先

を見た計画を立てるのが本筋じゃないかと。 

一例を申しますとですね、じゃあ静岡空港がこうやって建設されているのは何のた

めかということも考えれば、当然、これは重要な課題となるということが私は考えら

れますので、ぜひお願いします。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。 

この要望につきましては、昨年、一昨年ですかね、市の方にも自治会としての要望

というふうなことで、要望書を出したこともあるですけれども、そのとき既にほぼ絵

も書かれておりまして、盛んに費用対効果のことを言われていました。でもその費用

対効果を覆すくらいの、やはり防災というか、避難路というところで、やはり署名し

てもやらなければしょうがないじゃないかと思います。何とか理屈をつけて、薩埵峠

が壊れたときにほかの方へ逃げる道というふうなこと、それから蒲原地区内での、や

はり南から北へとかいう逃げ道という意味で、何か理屈をつけても防災とか安全とい

う避難路的なことで要望を出していくということでやっていく必要があるのではない

かと思っています。単に、費用対効果で採算が合わないからということで泣き寝入り

というわけには、今の蒲原地区の南北の道の実態からいったらいかないじゃないかな

と思います。 

会長  宮田委員。 

宮田委員   宮田です。 

いつだったか、１年ぐらい前でしたか、静岡空港ができるにあたって、静岡市、そ

れから清水区、そういった産業か何かの会議か何かで、静岡空港を利用して、どこか

清水とか、こっちの方で観光ができないかと、そういった話も聞きました。何もない

と、宿泊設備も何もないと、そういった中で山梨の方へ道路ができてしまえば、そっ

ちへ全部流れてしまうじゃないかと、観光も何もあったものじゃないと、そういう話

も聞きました。そういった中で、先ほど農免道路とか、そういった中でできてきた農

業公園とか、そういうものもね、活用できるようにするためにもですね、やっぱり中

尾羽根ですか、あそこら辺も通じる道路としても使えるし、ライフラインとしても使

えるし、現在浜通りの人と旧国道とつなぐ道路で交差できる道路というのはほとんど

ないと、堰沢の蒲原駅南北線も大型はだめだと、許可なしでは通れないと。そういっ
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た中で、蒲原を南北に通れる大型バスとか何とか乗って来るについても、何とか道路

ができなければ、費用対効果と言ったって、蒲原は小さいからそんなの費用対効果で

考えてもらいたくはないと、静岡で考えれば小さい町ですからね、そういったところ

もやっぱりここはね、将来のためにもぜひ強く押してもらって完成をさせていってい

ただきたいなと思います。以上です。 

会長   そのほかありますか。中山委員。 

中山委員   はい、中山です。 

すみません。私、今の話が全然分からなくって、申しわけないんですけれど、今、

私は中区に住んでおります。その皆さんがおっしゃっている道路が本当に必要なのか、

分からないんですよ。ごめんなさい。ちょっと理解できないという。 

正直言って、私たちの方は、わりともう新蒲原に比べたら、住む人たちも減ってき

て、工場もあんまりなくてというところなんですよ。そのところに２５億円かけて、

その道って、ちょっと私よく分からないですけれど、何かもうちょっと何か違う、や

らなければならないことがあるじゃないかなと思うですけれど、申しわけありません、

ちょっと理解できなかったので、ちょっと一言、向こうの地域に住んでいる私にした

ら、そこまでかけてそういう何か、もう静岡市になりましたよね、蒲原って。その静

岡市の中の一地区ですよね。そこにね、今おっしゃる費用対効果というね、今これか

ら蒲原がどういう形になっていくかということがね、まだ何にもないじゃないのかな

って、ただ道路をつくればというものじゃなくって、何かもうちょっと違う考えって

できないのかなって思うけど、余分なことだとしたら申しわけありません。一忚、そ

の感想だけ、すみません。 

会長   感想は感想としていいですけど、今は個々の感想を聞くと時間がかかってし

まいますので、やはり何回も言うようですけども、じゃこれを、審議会としてじゃ載

せていこうという方向性はもう決まっているわけですね。決まったわけですよ。 

  例えば９対６にしろ、これは多数決で決めたわけです。ほかのこともそうです、公共

下水道もそうだし、いろいろ不満はあると思うですよ。だけど、一忚審議会として載

せて要望していこうと決まった以上はね、やはりどういう形でじゃ要望していくかと

いうことの議論を今やっていますので、知恵を出していただきたいということで、反

対の人はね、やっぱり不満ですよ、確かに。だけど、審議会として、一忚決定した以

上はね、そういう形で、特に賛成した人は、こういうことをして要望しておこうじゃ
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ないかということをね、意見として出していただきたいな、そういうふうに思います。  

  鈴木委員。 

鈴木委員   先ほども皆さんから御指摘のあるとおり、現状ではバイパスと旧国一を

つなぐ道というのはやっぱり著しく不足していると思うんですね。現状、由比の寺尾

を過ぎますと、大型バスなり、大型トラックが旧道に進入できる道というのは、もう

ずっと蒲原の東インターの方まで来ないと恐らくないというような状況が間違いない

と思うんですよ。蒲原駅のところも大型はだめですし、先ほどもお話あったとおり、

これだけ長い間ですね、大型があの幹線道路に進入できる道がない地域というのもな

かなかないと思いますし、大型が入る、入らないは別として、南北にですね、たくさ

ん幹線道路や線路を通すあまり、分断されているのが蒲原の現状だと思いますので、

ストレスなく南北に行き来できる道というのは、絶対に今後の地域振興、地域の発展

のためには必要だと思いますし、将来のことを見据えても逆に強く整備していただき

たいと私も思います。 

  費用対効果を言われてしまうと確かに弱いと思うんですが、逆にあれだけの幹線道路

を通すために、蒲原の人間がどれだけ住環境を今まで犠牲にしてきたかということも

市の皆さんには、ぜひ御考慮いただいて、そのせっかく通した道を十分に我々が生活

に生かし切れてないという現状を理解していただいた上で、ぜひ避難路という意味も

もちろんありますし、将来のためにぜひ整備していただきたいと思います。以上です。  

会長   分かりました。いろいろ御意見が出ています。そういうものをじゃあまとめ

てですね、防災のことあり、あるいはその観光、あるいは将来的なものを見て、東中

西の真ん中にやはり一つ道をほしいと、そういうことを蒲原地区の発展のためにも道

があそこになければいけないんだというような要望の仕方で、それを出していくとい

うことでいいですか。 

  じゃ皆さんの御意見をまとめた中で、次の第８回の審議会に出させていただきます。

それを踏まえて、また検討してください。ただあんまりたくさんありますのでね、８

回目は。ですから、できるだけ皆さんの意向を酌んだ中での文書にしていきたいとい

うことで、事務局の方にも頑張っていただいて、副案をつくりますのでよろしくお願

いします。いいですか。 

  次は、ガードですけれども、これは前回も出ましたけども、やはり蒲原地区、蒲原町

の時代も、かなりいろいろ議論してきたと、そういう中でいろいろな案があったわけ
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で、これについては、こちらからの提案型で、審議会の中での提案型で、今後やって

いくということでいいですか。 

戸塚（善）委員   提案型というのはどういうこと。 

会長   例えばですね、できれば駅舎を２階建てにして歩く人は下を通るとかね。 

  あるいは、前にありましたのは、駐輪場のところにトンネルを掘れという話もありま

したよね、だから前に十分いろいろ検討していますのでね、工事をするのに、３カ月

も４カ月も、あそこを止めてしまうとか、非常に工事するのに難しいとかね、ＪＲと

の関係で。それじゃそういう代案を審議会として出してぶつけておくと、そういう実

現を目指すということでどうでしょう。 

  だから、とにかくガード拡幅じゃなくて、人と車が安全に通行できるようなものを一

体になってじゃなくて、別々に違うところで通るとかね、そういうことを審議会とし

て考えてやっていきますと、そういうことで要望として相談にのってほしいというよ

うな形でいきたいと思うですけれどね、これは。どうしてもガードを広げろといって

もなかなか難しいと思うですよ、現実は。それよりも人と車を切り離して、どうした

ら人が安全にこの南北を行き来できるか、そういう提案をしていこうと、審議会とし

て、そういう要望を出すと。 

戸塚（善）委員   合併してこれができたという、一つ町民にね、しっかりと合併し

た成果がこうなりましたというぐらいのことをね、一つ静岡でもさ、頑張ってもらわ

ないとしょうがないと思うですよ。 

会長   市民センターはできますけれどね。 

戸塚（善）委員   市民センターは、あれはただ老朽化していたからつくり直すとい

うのは蒲原町の時代でもできたんですからね。 

会長   中島委員。 

中島委員   今、委員長の方からお話がありましたけれども、提案型で駅舎を、以前

もあったと思うんですよ。要するに今、上り線下り線を下へ通って、そこを人が通れ

るような方法で、その当時ですね、議会にもそういう話も尐しあったと思うですよ。

そのときは、図面等とか、そういうものは全然なかったでしょうか。 

会長   なかったですね。トンネルはありましたよ。 

中島委員   計画書か何かなかったでしょうか。 

宮田委員   トンネルのものはありました。 
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会長   寺門委員、いいですか別に。 

それちょっと図面がなかったと記憶しております。 

宮田委員   穴掘ったら幾らとか。 

会長   ありましたよ。 

宮田委員   ありましたよね、確かありましたね。そういう図面はありました。 

戸塚（善）委員   ２０億円ぐらいかかるという話でしたね。 

宮田委員   そうそう、２０億から３０億円のね。 

会長   それでは、そういうことで、一忚、審議会の方から、そういうことを踏まえ

て今後、要望していきますよという要望書を出すと、何か変な感じですけど。 

  それから、富士見六千坪線、これ今まで議会で富士見六千坪についていろいろ議論し

てきたわけですけれども、寺門委員、富士見六千坪を議論した内容は、道路をつくれ

という議論じゃなかったですよね。人口を増やそうと、あそこは区画整理して、そし

て蒲原町の人口減に歯止めをかけようよと、そのためにあそこを区画整理しようよと、

ついでにあそこは道が止まっているから、下まで通したらいいじゃないかということ

の何か、最近これはね、富士見六千坪線ありきなんですよね。そっちがメーンになっ

てしまっているですけれど。 

  私は前から蒲原町で議論した内容は、ちょっと違うんじゃないかなという気がするで

すけど、どうなんでしょう。特に議員を経験された皆さんにちょっと意見を出してい

ただきたいですけれど。 

  そうするとですね。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。 

今、会長が言うとおりね、当時は人口減尐に歯止めという形の中でやっていけば、

ついでに川幅も、橋も広げられるよという話しになっていて、そういうなかでやって

きたんですけど、昔、この土地を持っていた人が何かすごくいやな思いをしたらしく

て、そこからとんざしたような形になってしまって、ずっと通って説得していた時期

があったじゃないですか。そういうなかで、ここをだから、これ地権者が５１人です

か、これ。組合員ということで。この人達にこれ住宅のような形に、土地を利用でき

るような形にしていけば、その人達にも活用は出てくるし、畑をやるときは畑もでき

るわけですから、そういう形でね、あそこをまた一つのエリアとして、新しい区域が

出来上がるということでね、この地域の、東部の本当に入り口に一つの新しい地域が
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出来上がるということは、バイパスから見てもね、すごくやはり活発化、活性化して

いるなという形が見えるような気もするですよ。ですから、この組合員の方達に、こ

れはもう同意は得ているですか。その辺どうですか。 

会長   まだ一部の。 

寺門委員   まだ全然ですね。 

会長   ここに書いてあります、設立準備に向けて現在調整中と。 

寺門委員   調整中と、そうですよね。だからまだ結論は出てないわけですよね。 

会長   そうですね。 

寺門委員   だから、そういう人達の意向も聞きながらね、ぜひこの地域をですね、

エリアを一つの新しい活性化のある地域にしていくような形をとっていただければい

いんじゃないかというふうに思うわけですけど。 

戸塚（善）委員   この六千坪のね、どうする、こうするというよりも、やっぱり地

主の人達が主体になってああしてほしいこうしてほしいという方が先じゃないですか

ね。 

 こちらがね、石を投げて波紋を待っているというのも一つの方法かもしれないけど、こ

れ以前に、ここに農協が斎場をつくるか何かという計画じゃなかったですか。 

会長   ない、ない。 

戸塚（善）委員   その前、それじゃ星野造花店かな。いやそういうふうなあれがあ

った、あの六千坪であったでしょう。 

会長   あれは違う、六千坪じゃないです。 

戸塚（善）委員   六千坪のところでしょ。 

会長   あれは新栄段ボールの所です。 

  ちょっといいですか、私が言いたいのは、前は人口に歯止めをかけようということで、

あそこを開発しようということで、何とか特に私はあそこの地元の議員だったので、

声を上げてやってきたわけですね。 

  ただ、あそこ道が止まってしまっているから、じゃその区画整理のときに、その道も

向こうの下の橋へとぶつけるような形でいったらいいなということでやってきたもの

ですからね。だから、どちらかというと区画整理をとにかく進めてもらうというふう

なことをメーンに。だけどこれ調整中で動いているのは動いているですよ、実際。 

  そういう形でバックアップしていくのか、あるいはどうしても六千坪線を通せという
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ことでいくのか。 

寺門委員   会長いいですか。 

会長   はい、どうぞ。 

寺門委員   今、これ現在調整中ということですから、この辺どういうふうな話し合

いをしているのか、情報収集がね、できるものならばしていただいて、そうすればあ

る程度方向性が見えてくるわけですね。ですから、その辺を大変ですけど何とか調査

といいますか、それ知ることできませんか。 

会長   それはどうですか、できますか。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野ですけれども、所管課の市街地整備課

に聞いたところここに概略で、まとめたものがこれですから、区画整理事業について

は、現在、動いていると。でも設立準備に向けて、まだ地権者と調整が整っていない

状況であるというのが調査の結果なんです。 

  そこにも書いてありますけれども、富士見六千坪の道路の絵というのは、今の進めて

いる区画整理の絵の中には入っていないということですので、会長がおっしゃること

は、区画整理事業が進んでいるから、そっちを審議会として忚援していくのか、それ

ともどうしても道路を区画整理事業の中に入れてほしいよということであれば、また

それなりに要望をしなければならないですけれど、その場合は区画整理事業の進捗に

影響が出る可能性もあるということをちょっと会長おっしゃりたかったじゃないかと

私は思うんですけども、以上です。 

寺門委員   要するに、今道路がこの計画の中に入ってないよという形のことをいう

わけですけど、バイパスのトンネルをくぐって道が止まっているわけですよ。ですか

ら、これを南へつなげて、一つ、またバイパスへ出られるような形の道路ができ上が

るわけですよね、通れば。そうすると、使い勝手もいいじゃないかということも一つ

あるわけですよ。ですけど、この地権者に、その道路を通すと、なくなる土地がある

わけですよね。 

会長   当然、そうですよね。 

寺門委員   だから、その辺の調整ができるのか、できないのか。変な土地が残って

しまうという場合もあるでしょうから、そういうことも当局としては考えているのか

な。その辺が難しいですか、調整が。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課天野です。 
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  その辺も前回、市街地整備課に確認したところ、今から道路をあえて入れるとなると

やっぱり減歩の率とか、そういった関係があるものですから、一からまた調整しなけ

ればならないので、大変困難であるという回答は得ております。 

会長   片瀬委員、何かありますか。 

片瀬（正）委員   片瀬です。 

同じ内容ですけれども、この事業については、地権者が仮同意等の手続きもしてあ

った中で、ここの組合の役員も大体もう決まっているようです。そういうふうに動い

ている事業でありますので、審議会としてはそれを忚援していくという形の方が整合

性は取れるのかなというふうには思いますけど。 

会長   具体的には、どういう忚援の仕方があるでしょうか。 

片瀬（正）委員   この事業を市の事業として予算化をしていただくと。 

会長   予算化をしていただくということは。 

片瀬（正）委員   例えば、今、六番向道下の工事を行っていまして、事業も大分進

んでいます。大変スムーズにいっているように私も思っていますけれども、あれと同

じような形の中で、六千坪の方も旧蒲原町時代には道路を１本つくる分の予算の支援

をしていただきまして、あの事業が進んだような経過もありますので、多尐ですね、

地元の地権者だけでなくて、市の道路計画に沿った部分については市で多尐、予算を

持ってもらうというような形の中での事業化できないかなというふうには思うですけ

ど。 

会長   どうでしょう。建設計画の中に富士見六千坪について、市街地整備課の考え

方ということになっているですけれど、それを結局、そういう区画整理についてのバ

ックアップをするということの要望と。私ばかりしゃべるじゃなくて、皆さんどうで

すか。 

寺門委員   ですから、片瀬委員が言ったように、そういう形の組合の中である程度

準備が進んでいるし、話し合いも行われているということですから、審議会としては、

これはこれで載せておいて、この地権者の推移を見ながら、それに対して協力はして

いくよという形、同じ路線といいましょうか、方向性で両方が進んでいって、お互い

に話し合いをしていれば、こっちでも要望するという形にしてやればね。力が強くな

らないのかなと今感じたんですけどね。 

前向きな形で進んでいくというような形を、どうですか。 
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会長   建設計画の６１番にあるですよ。主要幹線道路の整備事業ということで、富

士見六千坪線とあるですよ。ということは、建設計画の中ではやはり道路ですよ、こ

れ。 

宮田委員   区画整理事業というのはないですよね。区画整理事業。 

会長   区画整理事業はあるですよ。 

宮田委員   計画とかないでしょう。 

会長   あるです。どこかにありますよ。６２番にあります。東部地区区画整理事業

というのがあるんです。この中に六千坪の区画整理も入っているですよね。 

寺門委員   会長ね、６２番でいくと、これは六千坪線なんですよね。富士見六千坪

線という形で。 

会長   ６１番ですね。 

寺門委員   道路計画の計画課が所管という形の中でいきますから、これはやっぱり

道路になってしまうわけですよね、これでいくと。 

会長   そうです、はい。 

寺門委員   そうですよね。 

  そうすると、やっぱり地権者の同意も必要だろうし、どういうふうな方向性でいくの

かという地権者の皆さんの考えを聞いていかないと、勝手にこっちで、他人の土地の

中に通してしまうわけですからね。ですから、その辺を整合性をちゃんとして打ち合

わせをしていかないと、こっちはこっちで計画に載っているわけですから、六千坪線

という形の中で計画を進めていって、こっちは組合の方で整備地域事業を行うという

形の中でやっていけば、おのずと道路が必要という形になってくるような気がしない

でもないんですけれど。その辺、やっぱり打ち合わせをしていかないと、ちょっと難

しいかな。 

会長   戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。 

これも昔の話になりますけれど、都市計画道路ありますよね。あれが西町から堀川

の間、勝手に絵を書いてあるんですよね。未だに生きているでしょう、あれ。各、家

のところへとみんな分筆してありますよね。道路がしっかりと。そういうふうなこと

で、家を新築するについて、その地主の所は３階の家が建たないわけですよね。２階

までは許可するけど。そういうふうなあれがずっともう残ってしまうですよ。だから、
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やっぱりこれだけはね、地主としっかりと協議してね、それで了解を得ての話でない

となかなか難しいと思いますよ。 

  お宅の方に行ったでしょう宮城島さん、あそこの家がそうなんですよ。都市計画のあ

れに入っていて、３階の建物が建たないですよ。 

会長   分かりました。意見としては、これを第２次基本計画へ載せていこうという

ことで、一忚、同意は得たですけれども、いろいろ検討した結果、これは保留という

形でいいですか。もう尐し様子を見て、特に区画整理の中で道路が通っていないとい

う話ですから、またこれ強引に通すということになるといろいろ問題出てきますね。

ですから、尐し載せるということで結論を出したですけれども、検討した結果、保留

という形で様子を見ようということで、いいですか。 

（「はい。」の声あり） 

はい、分かりました。 

  これは変えます。保留ということに。 

  以上で、合併建設計画登載事業の中で、予算のついていない事業、それを今度の第２

次基本計画と載せていこうという検討はこれで終わります。 

  次に、そうですね、尐し早いですけども、５分ばかり休みますか。 

  この後は、今度は新しく出てきた内容をやりますので、じゃあ３時まで休みます。 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時００分 

会長   会議を再開します。 

  ２の合併建設計画関連事業、これは、先ほど言いましたように、建設計画が策定した

後に蒲原地区の中で出てきた内容を、第２次基本計画の中に載せていくよう要望して

いくということで決まったですけれど、まず１の文化学習で「教職員住宅、はるみ荘

跡地の利用」と、ここに書いてあるように、「蒲原図書館横の教職員住宅跡地は、売

却することなく、蒲原市民センターの駐車場などの地域振興のために活用していただ

きたい」こういう要望でどうです、いいですか。 

  いいですね、これは。具体的に駐車場という内容が入っていますので、駐車場などで

すからいいですか。 

  それでは、２の生活環境、「蒲原支所の跡地利用」「蒲原支所の跡地は売却すること

なく、地域振興のために活用していただきたい。」 
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  じゃあ地域振興としてどういうものを考えているんだと。地域審議会としては、どう

いうものを考えているですかと言われときに、こういうものとか、こういうものがあ

りますと。 

  宮田委員。 

宮田委員   宮田です。 

  この間も、支所へ消防団のホースの乾燥塔をつけていただいたですけれど、ここの支

所跡地ということで、かなりの広さがあると思うですよ。私、ちょっと考えるのに、

ここら辺で介護予防施設とか、前にね、やっぱり議会でもとんざしているものもある

し、介護予防施設等という考え方を持っていただければなと私は思いますけど、意見

です。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。 

  私は、以前から蒲原支所跡地の利用としては、介護予防施設がいいんじゃないか、も

う３年ほど前のタウンミーティングでもそんな話を、中の予定地を支所跡に持ってき

たらどうかというのも出ておりますし、ちょうどここに幼稚園というのもあるし、お

年寄りと子供という、そういう事業といいますか、含めて、ぜひそういう介護予防と

いう意味での施設、それを市がやるか、どこがやるかというのはまた別のいろいろな

やり方があるかと思いますけれども、それはともかく目的としては、そういう方向で

活用していきたいな、いっていただきたいなというふうに思います。 

会長   そのほかどうですか。 

  石野委員。 

石野委員   一つに絞らなくてもいいですね。一つに絞ろうというわけじゃないです

ね。 

会長   ただ、皆さんの意見を聞いて。 

石野委員   いろいろ出していいわけですね。 

会長   例えば、地域振興ってどういうことだということを聞かれますので、じゃ具

体的にね。 

石野委員   私は、ここ相当広いですね。そういう老人の施設もいいと思いますけど、

老人と同時に子供達、将来の子供達にも有効にね、使えるようなところにしてもらい

たいんです。 
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  というのは、今、子供外で遊ばないですね。みんな家の中でテレビ見たり、ゲームを

やったりして遊ぶ、だから自然を忘れてしまっている、今の子供は。中尾羽根公園あ

りますけど、ちょっと離れているものですから、私たちやっていますけれど、あまり

来ません。こういうところにあれば、密集地の中に広場があれば、子供たちは自由に

遊べると思います。 

来年４月から、私たちちょっと地域推進委員会で子供の居場所をつくろうというこ

とで考えていますけれど、一つは、公民館を月の中で１回か２回開放してね、子供が

自由に公民館で 1 日生活できるようにしたいなと思います。だけど、こういう広場、

土の感覚を知りません、今の子供は。靴ばっかり履いています。はだしで飛び跳ねた

りすることによって、健康が増進されますよね。そうすれば食欲も出るし、とにかく

運動することによって人間は意欲が出るし、勉強したり、家の中にじっとしていたっ

て意欲は出ません。そういうことです。 

会長   具体的に、何がということで、はい。 

石野委員   子供のためにも、そういう広場を、全部じゃなくてもいいですよ、一角

にほしいなというふうに思います。 

会長   例えば、公園みたいなものをここにほしいということや、子供たちが遊べる、

あるいは公園っていろいろ器具を使わないで、芝生だけの広場をつくるとか。 

石野委員   何もつくらなくてもいいです。 

会長   そういうことですか、はい、分かりました。 

  中山委員。 

中山委員   すみません、中山です。 

蒲原に東木戸から西木戸ってありますよね。たくさんの方がいらしてくださってい

るですけれど、何か中途半端にあそこで終わってしまうみたいなところがあって、こ

この場所がね、来た方達に何かここで蒲原を感じてもらえるものがあったらどうかな

って。これだけの土地で何ができるかちょっと分からないですけれど、せっかく蒲原

に来てくれた方が、ただあそこを通っただけで終わってしまうのは、ちょっと何か残

念だなって、もうちょっと蒲原というものを感じていただけるような何か、また行こ

うかとか、そういうふうになるものが、何か本当寂しい。この間も何かのときに皆さ

んおっしゃっていたですけれど、富士川には楽座があって、由比には本陣があるけど、

蒲原には何もないって、でもあるじゃないですか、ここの旧の街道が。やっぱりここ
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何か生かすものが何かできたらどうかなという気持ちがあります。 

会長   そんな気持ちの中でどうですか、ここそういうところにするということで、

具体的に何か、だれかありますか。 

  内藤委員、あります。 

内藤委員   すみません、マスクしたままで。 

会長   いいですよ。 

内藤委員   私も、おおよそ中山委員と同じような考え方で、結局、ここは建物って

考えたんですけども、何かすごく水がここは集まるということを昔から聞いていまし

て、この下にも何かすごい大きなタンクが埋まっていて、建物を建てるのはすごく不

的確じゃないかという話をほかの人から聞いたことがあるんですよ。私は、ここを石

野委員もおっしゃったとおり、公園、まずは公園にして芝生でもしいて、それこそ三

世代交流じゃないけども、ここでひなたぼっこしながら、お年寄りから子供からみん

なで遊べて、そういうふうな場所も提供できるし、中山委員が先ほど言いました、こ

の旧街道がわりかしもう本当にテレビや、メディアでも取り上げられて、いろいろな

人が土日に来るようになってきましたよね。そういう人達に蒲原を感じてもらえる。

例えば、アンテナショップみたいな、ここに来て蒲原の何かお土産を買えるとか、桜

えび焼きそばがいつでも食べられるとか、そういうふうな蒲原の地場産品、朝取りの

土のついた野菜がそこで買えるとか、そういうふうな、蒲原がもっと活性化できるよ

うな、そういうふうな形でここの跡地、それからあとはきれいなトイレを造る。 

会長   トイレは造りますからね。 

内藤委員   来たお客さんがね、本当に御飯食べるところもないとか、お土産買う場

所もないとかって、そういう声も聞きますので、蒲原が元気になるような、活性化す

るようなものを、ここを利用してもらいたいな、常々思っております。 

会長   佐藤委員。 

佐藤委員   具体的にというのを、会長から言われるとちょっと弱いところがあるで

すけど、例えば予防施設というのは、まさにここの住民の方に貢献するもの。あるい

は、石野委員が言われたように、ここの子供たちに貢献できるようなもの。というで

すけど、もう一つの考え方としては、逆に集客力を、集客力というのかな、他の人た

ちとの住民とか、ほかの地域からここに内藤委員なり言われたように、来たときに本

当に何かアピールする、できるものがないんだろうか。そういう観点からもちょっと
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検討してもいいのかなと。 

  それじゃ、具体的に何ですかと言われるとちょっとそこは弱いんですけれど、何かち

ょっと蒲原を、せっかく西木戸から東木戸まで来てくれて、ほとんどが他の地域の人

だから、その人達によりアピールできるような、何か呼べるような施設とは言いませ

んけども、何かそういう発想でやったらどうかなと、ちょっと思います。具体的には

弱いんですけど。 

会長   戸塚委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。 

私は、一忚、つぶした後は第一に公園です。その下に遊水池、貯水池、雤水の、そ

れをつくってもらうと。そして、今のポンプ場と連結して、連動して向田川に流して

もらうと、それでその一角に東屋、今、東木戸から西木戸まで歩いても、休憩するよ

うなところがないですよね。五十嵐邸へ入ったりすればいいですけどね、やっぱりた

だ歩いて来て休憩して、よくよく今来た道をいろいろ考えるのも一つの方法だと思う

ですよ。トイレの休憩かねがね、そういうふうなあれをつくってもらってね、これか

ら、後から話がまた提案出してありますけどね、その一角に忠霊塔を移転してもらう

と、そういうふうな私は考えでいるですけれど。 

会長   この跡地の中へと忠霊塔を建ててほしいと。 

戸塚（善）委員   一角へね。 

会長   一角へね。 

  何かそういう発想もあるのかなと思っていました。 

  久保田委員。 

久保田委員   具体的に申し上げますとね、先ほど言ったように公園がメーン、僕は

ね、子供はプールで泳いでいるですよ、今。水遊びというかな、川で泳ぐというよう

な、そういうレイアウトをつくっていくというのも、一つレイアウトですよ。 

  それから、もう一つはね、さっきだれかが言ったように、地産地消の市場がいつでも

開けるような、そういうシステムをつくって、何となくいつも公園にぎやかというか

な、田舎のよさというか、そういうイメージをね、やったら非常によくなると思うで

す。この前も触れましたけどね、湧き水が多いんですよ、この山は。そういう水を有

効に使って、防災、防火にもなりますよね。水洗便所も多いですから、今。私は新潟

地震を経験していますけれどね、流れている水がほしいんですよ、水洗便所に、まず
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は。そういうことを含めて多角的に使えるようにね、子供の水遊びとか流しそうめん

をやるとか、そんなことを一つぜひ構想的に考えると非常におもしろくなってくると

いうように思っています。具体的な話としては。 

会長   いろいろ出て、審議会としてまとめにくいですね。 

例えば、介護予防施設のようなものを造れと、あるいは公園だ、あるいは貯水槽だ、

あるいは水遊びのようなところ、いろいろ発想が出ていまして。地域振興のためとい

うことで、こんなこと考えていますというのはいいですけれど、ただ、具体的にね、

審議会として訴えていく、あるいは蒲原のシンボルをここへ大きくして、そこへ人を

呼ぶとか、極端なことを言えば東京タワーみたいなタワーを造り、その上から見ると

かね、タワーってそんな大きくなくてもいいですけど、そういうものをつくるとかね、

いろいろあると思うんですよね。 

  どうです、この地域振興ということで出します。具体的に聞かれたら、こんな意見も

こんな意見もありますと。いずれは提案しますと、審議会としてまとめて。 

戸塚（善）委員   はい、会長。さっき介護予防施設って言いましたけどね、あれは、

図書館のところ、だめなの。 

稲葉委員   稲葉です。 

先ほど、はるみ荘の跡地のところ、全然議論なかったんでオーケーということにし

たんですけど、私、あそこはやはり広場として、今予定している駐車場プラスはるみ

荘の跡地を駐車場というか、広場として残しておいて、そして、例えば災害のための、

例えば広域避難所というふうな意味合いも含めて、より広くとっておいた方がいいん

じゃないかな。 

  そして、ただ先々ですね、体育館だとか、あそこのプールの建て替えとかいう話がい

ずれはくると思うですよね。何年か先、１０年先。そのときに今度、それを例えばそ

の一角にして、今あるところは逆に駐車場にするとか、そういうスペースをあそこ確

保しておかないともったいないと思います。広い市民センターを中心にしたエリアは

ね。ですから、あそこへほかのものを建てて入り込むということは考えないで、私は

もしかしたら場合によっては、ここは公園ならば、例えば介護予防というのは、例え

ば庵原高校のね、あそこの活用という策の中にね、例えば合わせて考えるとか、いろ

いろまた道は、逃げ道はあるかなとは思いますけど。 

会長   それじゃまとめます。 
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  いろいろな意見に対して、意見を言うときりがありませんので、一忚、この点につい

ては、地域振興のために活用していただきたいということで要望します。 

  例えば、具体的に審議会どう考えているですかといったら、こういう意見もこういう

意見も出ましたと、具体的な内容については、また地域審議会で検討して、ある程度

考え方をまとめて提案しますということでいいですか。 

  いいですか。本当はもう尐し具体的な内容で一つにまとめたかったんですが、どうも

まとめられそうもありませんので。 

  それでは、次に移ります。 

  「富士川河川敷バイパス北側の整備」、バイパス北側の河川敷の有効利用を検討して

いただきたい。 

  どういう利用をするのかという話になりますね、有効利用と。 

  戸塚善久委員が出したようにテント村をつくるとか、あるいはその道の駅構想とかあ

るわけですけども、そういう内容で提案していきます。 

  ちょっとボタン押して発言してください。 

戸塚（善）委員   戸塚善久ですけど。 

あそこの所に、北側にグラウンドがあると言いましたけど、あれサッカーのグラウ

ンドですよね、サッカーですよね。サッカーのグラウンドが何面もあるんですよね、

正直な話。その上が清水の方で管理しているグラウンドでしょう、あれ。その中間ぐ

らいはね、やっぱり蒲原町独自のね、あれでね、活用するのが一つの方法だと思うで

すけれどね。その中で、何かいろいろいいものが出てくればという話ですけどね。 

会長   具体的に一本何か絞って、これをどうしてもあそこへとつくって有効活用し

たいという、この前の提案はいろいろありましたよね。その中で戸塚善久委員として

は、これだというものがありますか。 

戸塚（善）委員   私は、やっぱり何か道の駅構想じゃないですけど、当然、河原の

中ですから、しっかりした道の駅はできないですけど、駐車場ぐらいはできると思い

ます。ですから、取り外しがすぐできるようなテント村あたりを、国交省から許可を

何とかもらって、そして、あそこへとにかく他県、よそから来た人達に、まずあそこ

へ下りてもらって、まず第一に富士山をゆっくりと見てもらうというふうなあれから

発想でね、あそこには野鳥等いろいろいますからね、そういうものにも合わせて、観

測できるようなところを一つつくってみたいなというのが僕の夢なんですけどね。 
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  だから、今、盛んにごみのポイ捨てがね、どうしても多いですからね。バイパスの下

も閉鎖されているですけれど、それでもまだまだバーベキューやったり何かしてやっ

ていますからね、夏になると。バイパスの下は本当に涼しくていいですよ。 

会長   もう尐し絞ってください。涼しいのは分かっています。 

戸塚（善）委員   だから、そういうふうな面で、私は道の駅という大げさなことや

らないにしても、ある程度そういうふうなあれで集客力を集めるような、人を集める

ような何か方法を考えたらいいなと思うですけれどね。 

会長   常設でやるんですか。 

戸塚（善）委員   常設じゃちょっと無理じゃないかと思うですけれど。 

会長   例えば、由比の河川敷でよく農協の人たちがテントを出して物産売りますよ

ね。あれ河川敷じゃなかったですか。由比のあの川のところ。あれはその都度届けを

出してテントを建ててつくっているんですか。常設じゃないけれど。そういう使い方。 

戸塚（善）委員   それは出す人によってですけど、やっぱり一忚どこかがそうなる

と、商工会、漁協、農協あたりのみんなが協力し合って、一忚そういうあれを設定し

てもらうということになると思いますけどね。 

  なんだか蒲原というのは何もないのかというふうに思われるじゃないかと思うですよ。

わりに素通りされるというあれがありますからね。さっと来て、由比の港へ行ってし

まうという、そういうふうなあれもありますからね、何とかそういうふうなのでＰＲ

をお願いしたいと思います。 

会長   この下にバイパス北側の今後の整備方針のため調査資料２１年度予算で要求

したと、要求して通ったかどうか分かりませんけれども、そうしますと、そういう形

の中でこういう使い方を入れてほしいという要望になるわけですか。どうでしょうか、

皆さんの意見。 

  質問ですか、はい、はい。 

石野委員   今、あそこの河川敷に駐車場というのはあるですか。ときどき私も鳥を

見に行きますけど、車がまとまって置いてあるというような所ないですけれど、片瀬

さんに聞きたいんですけど、えび干し場にありますか、駐車場って。 

片瀬（幸）委員   今、スポーツ広場で使っているところと干し場の間に道路があり

ますけど、あれはグライダーとか滑空協会の搬入道路になっているんですよね、グラ

イダー。そこから南側の河川敷には、基本的には一般の車は入れないことになってい
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ます。 

  一忚、桜えびの専用干場ということで、国、県を通じて借用して、毎年届けを出して

いる状態ですので、駐車場はありません。 

会長   いいですか。 

片瀬（幸）委員   という状態ですので、駐車場というのは非常に難しいじゃないか

なと思いますけど、じゃあどういうものをつくるかという、何もね。固定的なものは

置かないで。 

会長   駐車場といっても、例えばそういう。 

片瀬（幸）委員   広場にしておくとか。 

会長   テントを仮設したら、一時的に泊まる。 

  お客さんが、ずっと１日中泊まるというんじゃなくて、そういう泊まり方なら別に河

川敷も問題ないじゃないかなと気がしますけど。 

片瀬（幸）委員   原っぱにしておくならいいと思うですけれどね。 

稲葉委員   この活用方法として、先ほどから戸塚委員が言われるような気持ちは分

かるですが、いずれにしても常設とかいうものは、絶対河川敷には許されないと思い

ますので、現状を見ますと、バイパスのすぐ北側の所は、今グラウンドみたいなもの

がありますけど、あそこでグラウンドゴルフもできないくらいの荒れたグラウンドで

すし、その周辺の道もでこぼこで、１５本ほど桜も植えたんですけども、もう全部雑

草が生えてしまって立ち入れないような環境に今ある。ですから、尐なくともそこに

何を建てるじゃなくて、しっかり車を停めるスペースをつくるとか、ある程度区画を

整備して、その車でずっと奥までぐるっと回れるとか、行き来できるような区画整理

というんですかね、まずそういう整備をして、そして平らな芝生なり、グラウンドな

りの平らな形に整備するというところまででいいんじゃないのかなと、そこを折々に

テント村をつくってイベントをやるとかって有効に使っていく。 

会長   稲葉委員、あそこに降りてみました。 

稲葉委員   いつもあそこは。 

会長   サッカー場、降りてみました。 

稲葉委員   サッカー場、北側ですね。 

会長   あそこ芝生がないんですよ。 

  今日行ってきたんです。そしたらね、ソフトボール場みたいなのを今つくっているん
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ですよ。新しく。 

  ちょうど、バイパスから見えるんです、下。ちょうどね、ソフトボール場みたいにね、

ユンボできれいに整理していますよ。そこで調べてもらったんです、ちょっと。 

蒲原支所参事   スポーツ振興課の方にちょっと電話を入れてみました。担当者がい

なかったんですけれども、一忚、今まではバイパス北側のすぐ上の一つのグラウンド、

蒲原町のときのグラウンドですね。それは資材置き場として使っていたと、今はもう

資材置き場はないものですから、サッカー場として今使える状態にあるということな

んですけれども、前はソフトボール関係も使えたということで、現在、ソフトボール

ができるような状態にバックネットとか、そういうものについて工事を行っていると。

これはこの３月までに完成予定ということらしいです。 

会長   ということはですね、一忚、あそこはスポーツ関係として使っていこうとい

う考えが強いじゃないかと思います。そういうなかで今言ったようにテント村のよう

なものをあそこでやっていきたいということですよね。 

 ちょっとまとめてもらいたいんですよ。時間がありませんので。宮田委員。 

宮田委員   宮田です。 

  具体的にというと、どういうものか分からないんですけどね、現在、旧の富士川町の、

あそこ新幹線から向こう、あそこ河川敷を利用してダンプ道路、昔のダンプ道路と中

へ入って広い道路があって、スポーツ広場があると。ああいう形に蒲原の方もつなげ

て、同じようにやったらずっとつながって大きいスポーツなどもできると思うですけ

どね。道路もかなりでこぼこしていることはしているけど、つながればね、結構大き

な、例えば駅伝でもそうなんですけど、そういうものもできるようになると思うです

けど、旧富士川町の道路と同じような格好でね、整備していったらかなりきれいにな

るんじゃないかと思うですけれど、意見です。 

会長   戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦ですけど、あとで出てくる庵原高校の跡地、これにもち

ょっとね、同じ大体東部地域のところですので、先ほど、戸塚善久委員が言ったイベ

ント会場とか、道の駅構想、だから一つ現実的に考えた場合に、河川敷で、そういう

ものはちょっと無理だ、大変だと思うですよ。ですから、あとで出てくる庵原高校の

跡地の問題ですけど、そちらの方を現実的に重点的に要望していったらいいと思うで

すけど、はい、こちらの方はちょっと要望を抑えて、以上です。 
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会長   佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。 

この間、地域審議会の中でも、地図を配ってもらって、先ほど、蒲原支所の方から

も今、工事やっているので、その報告もありましたけども、現実的に、須藤さん、見

に行ったということ、私も毎週土日はいますので見るですけれど、サッカーもできる

状態じゃないです。今までサッカー場として、あるいは、ソフトボール場として、使

用していたというのは市の見解の間違いです。あそこは許可もしてないし、サッカー

ができる状態じゃない。しかし、許可をとらなくて多分やっていたと思うんですけど。 

  稲葉委員が言われたように、今の状態を見ると、その考え方として、まずは整備をし

ないと、その西側の要するに上流と下流を結ぶ道路、道路っていえないんですね、あ

れ。そういうところの整備をしないと、それからあと、そのグラウンドに行くアクセ

スの砂利道、そういうところは非常にもう悪路ですね。 

  で、グラウンドがあるその富士川寄りというか、東側については空き地がある。でも

その空き地はもう本当に荒れた土地ということになっているので、まずはそこの整備

を優先してもらうというふうな考え方でいかないと、なかなか前には進まないじゃな

いかというふうに思っています。したがって、そこの整備をまずはやると、そのあと

その次のステップとして、じゃどういうもので使っていくかいうふうな形に持ってい

った方がより現実ではないかというふうに思っています。 

会長   ということは、宮田委員の方から出ていましたけど、富士川は周りにきれい

な道路がありますよね。富士川の方のソフトボール場とか、ああいうところは。ああ

いうふうにちゃんとこう整備をしないとまずい。中もちゃんと整備しないというのが

要望だと、まず最初の、そういうことでいいですか。それの次に有効活用として、こ

ういうものをやっていきたいという要望を出していくということで、とりあえず、こ

のバイパス北側については、有効活用と書いてありますけども、とにかく整備、使え

るような整備をしてほしいという要望を出しておくと、それでいいですか。審議会と

して。 

  じゃ、そういう要望でいきます。 

４ページ目にいきます。 

  産業・経済、「神沢農道整備事業、農道の拡幅」、これは提案者はどなたでしたか。

農道の拡幅、神沢の方。だれでしょうか。 



 

 ―３１― 

  ここに書いてあるですけど、入り口付近が急峻であって。 

内藤委員   宮田さんじゃない。 

宮田委員   私じゃないですよ。 

内藤委員   宮田さんが言ったと思いますよ。 

宮田委員   私、神沢の農道のところでしょう。言いません、言いません。 

内藤委員   観光バスがどうのこうのと言っていましたよね。 

宮田委員   それじゃない、それじゃないです。私は言いません。 

  神沢農道でしょう。入り口、東名の下から上がって行くところでしょう。あそこは私

はそういう能力はないです。あそこは無理です。 

会長   じゃあだれも提案していないのに、何でここに載っているんですか。 

宮田委員   神沢からの、私、あそこは２回ぐらいしか通ったことないです。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。 

これについてはですね、直接、建設計画に記述はないですが、例の配布事業の中、

関連事業の中で、何番でしたかね、土地改良事業ということで、ちょっと待ってくだ

さい。 

  ごめんなさい、４９番であったものですから、関連事業の中に入れたですが、これど

っちつかずという、果たしてこれが土地改良事業かどうかもちょっと分からないもの

ですからね、一忚、関連の方に入れさせていただいたんですが、ここに載っていると

いう認識でお話し合いしていただければと思うんですけれど。 

会長   土地改良事業として、４９番に出ているですよね。 

宮田委員   幅員が狭いということですね。 

会長   そこで、ここにコメントが載っているんですけど、入り口付近が中心であっ

て、拡幅工事が困難、そもそも多額の工事費で拡幅する必要性があるのか疑問。 

  それで、実際に行ってみると、建物が入り口のとこに建っているんですよね。 

宮田委員   家がどいてくれればいいけれどね。何軒ぐらいあるの、五、六軒ぐらい。 

戸塚（善）委員   上がって行って、ぐるっと回っていくまでに１０軒ぐらいあるの

かな。 

宮田委員   １０軒ないね。 

戸塚（善）委員  五、六軒ですね。 

会長   これは、皆さん出しましょうということで同意しているんですけどね。 
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  どうですか。 

  寺門委員。 

寺門委員   代替用地を要求されるんでしょうね。 

会長   もちろんですよ。 

寺門委員   もちろんね。 

会長   まだ、新しい家ありますからね。 

寺門委員   構想的には、何とか畑総までつながるにはそっちから行けば、また一つ

の道として入ることできるだろうけど。あそこどうですか、ちょっと難しいですか。

南北で１０軒ぐらいあるんですか。 

宮田委員   １０軒ないですね。六、七軒ぐらい。 

寺門委員   ７軒ぐらいか。 

会長   県の方も物理的に無理だと言っています。 

  ただ、地域審議会の方ではこれを載せて要望していこうという話になりましたのでね。 

稲葉委員   この話は、要は畑総があれだけ整備されたときに、大型バスか大きなバ

スでそこに行ける、その道がどれだけあるだろうか。今、工事中だけど、善福寺から

上がった道が新田工区につながれば、そこから大型バスでも行けるなと。 

  それで、もう一本抜ける道とすると、由比へ抜ける、それもできるだろうから、大型

バスは由比から入って善福寺のところ、それでよしとするならばそれでもいいわけで

すよね。あとは神沢の線、それから堰沢の線、それから中の線、それで３本ですね。

ですから、そのときにここに書いてある不可能だというか、非常に困難だというふう

な話がまだ出てこないときに、でもやっぱり１本つくれればいいなということで言っ

たと思うですけれども、物理的に非常に困難ということであれば、考え方としては大

型バスは善福寺から上がるのと、由比から上がるのということで、もう仕方ないなと、

それでできればそこに１本、別の中尾羽根から大型バスでないにしても、畑総の方へ

上がる道が１本、農道ができれば非常に便利になるかなと思います。 

  ですから、ここだけ困難であるならば断念せざるを得ないですかなという話です。 

会長   片瀬委員。 

片瀬（正）委員   片瀬正通です。 

農道ということで、前回、もう大分前この話が出たときに、私は整備のお願いをし

たような経緯があります。そのときに、今皆さんがおっしゃっているとおり、大変道
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が狭くて、じゃあそれを拡幅することはどうだといったら、困難ということですけれ

ども、正直あそこの道を上って行きますと、途中も入れ替わるというか、車の待避所

もあまりないような状態ですので、そういった意味では、整備のお願いができるかな

というふうには思います。 

  車の行き来といいますか、避難所みたいな部分もきちっとつくってくださいよという

部分ではお願いができるかなというふうには思います。 

  それから稲葉委員が言いましたように、中尾羽根から畑総に上がる道については、や

はり要望としては市の方に、農協としても上げてあります。以上です。 

会長   いろいろ南北、それから東西の道がだんだん整備されてきていますよね。こ

こでこの道を、非常に難しい道を審議会として、要望していくかどうか。どうですか。 

  できるだけ、意見をしっかり言ってください。 

宮田委員   実はこれ前にも聞いたですけれどね、拡幅するか、どこか途中ですれ違

えるのか、実際はこの間、山火事がありましたよね。あのときに消防車あそこまで上

っていけなかったですよね。結局ヘリコプターで来て、水をぽんとやったと、そうい

った状況もありますからね、何せ消防車も小さくなっているですけれどね、そういう

ライフラインと言ってはおかしいけど、そういうところがね、やっぱりないとまずい

なと思ったんですけどね。現在、上っていくことはできるんですよね、消防車１台ぐ

らいは。だから、そこら辺はすれ違うぐらいの生活道路でできればと思いますけど。 

会長   そうすると、農道の拡幅じゃなくて、そういうすれ違えるような場所の設置

をという要望にしていく。どっち。皆さんの意見は。 

  上の方をそういう整備をしてほしいというのか、いやこれはもうやめようよというの

か、あえてやろうよというのか、はい、出してください。時間もありませんので。 

  どうですか。 

寺門委員   寺門です。今、宮田委員が言っていましたとおり、山火事もあるという

形の中で、消防車もあそこまで行けないということもあるわけですよね。この１０軒

ない家ですけれど、この辺、説得するのはなかなか難しい問題もあるでしょう。です

から、この道があるから利用できるわけですから、待避所を設けてすれ違いができる

よ。という形の一つの方法を考えていったらいいじゃないかというふうに私は思いま

す。 

会長   分かりました。そういうふうに変えていっていいですか。 
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  農道の拡幅じゃなくて、道路、道が非常に狭いと、実際問題としてすれ違いが難しい

から待避所等設け、上の方まで整備してほしいということでいいですか。 

  それじゃ、次に都市基盤の方で、ＪＲ蒲原駅前の整備、駅前ロータリーの整備、これ

も具体的ですよね。ロータリーをつくってほしいと、要望で何かあります。 

  それでね、ちょっと待ってください。 

  資料３をもらいましたよね。その中に「今後、どのような整備ができるのか、地元の

皆さんの合意形成を図るとともに、ＪＲとの協議、調整を進めた上で検討していきた

い」と一忚言っているわけですけども。 

稲葉委員   稲葉です。ここでの要望は、まさに駅前ロータリーの整備ということに

絞って要望を出した方がいいんじゃないかなと思います。 

  ここに資料３で、前回配られました周辺整備事業ということで、バリアフリー法だと

か、乗降客とか、何ですか、駅舎、上の駅舎の改造とか出ていますけれども、今、こ

れだけの乗降客数ですか、幾らバリアフリー法を持ち出しても、とてもとてもできる

ような状況じゃないと思うですね。駅舎を替えるとかというのは、状況は。それより

は、それはある時代になってくれば、またそういう日も来るかと思うんですけども、

とりあえずは、ここ５年とか１０年とかというレーンで見るならば、もう駅舎を地上

にするとかどうとかじゃなくて、駅前のロータリー、広場を整備すると、環境整備の

ような、そういうことに絞って要望を出していけばいいんじゃないかな。 

  資料３は、あまりにもバリアフリー法でエレベーターをつけろとか、そんなことも掲

げているので、非常に困難だというふうになっていますけど、それとは切り離して広

場の整備ということに絞った方がいいんじゃないかなというふうに思います。以上で

す。 

会長   内藤委員。 

内藤委員   内藤です。私も、蒲原駅の近くに住んでいるですけれども、蒲原駅、本

当に夜になるとね、本当に暗いんですよ。駅前のところにもお店もないですしね、本

当に物騒な。数年前には、外のトイレのところで事件もありましたしね、それからは

もう外からトイレが使えないような形に改造されたですけれども、本当に子供たちが

夜遅くにね、帰ってきても本当に物騒なところ、本当に蒲原の駅前の顔にしては、み

すぼらしい限りなんです。ですから、本当にあそこを整備していただいて、本当に明

るい街灯をつけて、防犯の上からでも、そういうふうな配慮をぜひ強く要望したいと
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思います。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。今、内藤委員が言ったとおり、半世紀変わらないんだよね、

蒲原駅は。５０年、何も変わってない。今、ここへ来て、自動車の中古車センターみ

たいのものが一つできて、今度、道路があきますよね、ある程度、あそこへ今度は街

灯もついてきれい、明るくなる。しかし、蒲原駅降りて真っ暗というのは本当なんで

すよ。ですから、まず明るくするということ、明るくして、そうすると景観が変わり

ますから、そしたらこれからどういうふうにしていこうという、また案が出てくると

思うんですよ。ですから、そういうところをまずロータリー化してやっていくという

方向でやっていった方がよろしいじゃないかと思います。 

会長   じゃロータリー化して、そのロータリーのところに街灯を何本かつけてもら

って明るくするという具体的な内容でいいですか、いいですか。 

  それじゃ、ＪＲ蒲原駅前の整備は、そういう要望をしていく、とにかく駅の前は明る

くしようと。 

  では、それで２の「合併建設計画関連事業について」は終わります。 

  ３の「その他」として、庵原高校校舎等の活用。 

  廃校後の校舎・体育館・グラウンドを売却することなく、研修センターなどの施設と

して活用するよう県に要請していただきたい。いいですか。具体的に出ていますので。 

  じゃあこれはこういう要望で。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦ですけど。県に要望というか、あれは県有地ですよね、

もちろん。ですから、静岡市の市有地として払下げできないか、それが第一だと思う

ですけど、お金もちょっとかかってくることだと思うですけど、その点、ちょっと要

望。 

会長   市有地とできないかね。 

戸塚（正）委員   要望として上げてもらいたいと思いますけど。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   庵原高校の方向は同じなんですけども、いろいろなところから聞いてい

ますと、この要望出すという、建設計画の要望を出していくというのもしながらです

ね、最近、もう時期が２５年ですので、そんなに期間がないということで、例えば自

治会が中心になってとかですね、例えば、例として地域審議会が中心になるとか、い
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ずれにしても、ある組織というか、蒲原地域の中でみんなで、この庵原高校の跡地を

こういうふうに活用したいよという、その同じ方向を向いた、きちっと組織化という

のかな、して署名なり、そういう考え方をまとめて、そしてどんどん市の方に要望を

出して、そして市から県に払い下げを要望していかないと、もうどんどん時間が過ぎ

るので、もう既に具体的な行動といいますか、やった方がいいよという話を、ちょっ

と県の方、ちらちらそういうアドバイスが入ってくるんですね。ですから、じゃ具体

的に要望といっても、もちろん地域審議会で第２次基本計画に登載をするように要望

を出していきつつも、もう既に具体的な何かの行動に移らないと時間、間に合わなく

なってしまうのかなという心配もありますので、ちょっと思っただけの意見ですけれ

ども。 

会長   佐藤委員。 

佐藤委員   この持ち物自体は、今言われたように県ですよね。県の持ち物を、例え

ばこの地域審議会で審議して、例えば静岡市にこういう要望をしたいんですよとした

ときに、静岡市としては、どういう動きになってくるのかなというのが、ちょっとよ

くイメージがわかないですね。これが静岡市の持ち物で静岡市の何というのかな、土

地で建物だったらいいんだけど、県と静岡市との、どういったらいいでしょう、上げ

た後ですね、静岡市としてはどういうふうな受け止め方をして、あるいは県の方に働

きをしていただけるものかどうなのかというの、ちょっと分からないものですから分

かる範囲でちょっと教えていただければと思うんですけど。 

  というのは、ここで上げて意味はないということになってしまうと、別の方法を考え

ないといけないじゃないかなと思うですよね。素人ですけど、静岡市も困るわけです

よね。静岡市も県のものにこういうふうに言われたから頼むよという言い方というの

は、なかなか行政同士というのは難しいので、どういうふうに扱いがされるのかなと

いうのはちょっと気になるところですから、現時点で結構ですので、どういう静岡市

としての動きになっていくのかというのが分かれば教えていただきたいんですが。 

会長   ちょっと待ってください。 

  どうなんですか、地域審議会として、静岡市の方へと、蒲原地区の住民は、あそこを

こういうふうに利用したいから、ぜひ県の方へ要望してほしいという話があったとき、

その中にもう一つは静岡市に買ってもらって、静岡市のものとして、例えば、そうい

うものの活用をお願いしたいという要望が一つ入るんですけど、そうしたときに、こ
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ういう要望が、地域審議会としての要望が空回りしてしまって、そんなこと静岡市に

言われたって困るよということで、県の方との話し合いが、進んでいかなければ実際

には何もならないんですけど、こういう地域審議会として要望したいんですけど、そ

の点はどうなんでしょう。 

  お願いします。 

区政課長   区政課の三宅です。今のお話ですが、確かに、当事者が県ということで

すから、この地域審議会、ご存じのとおり、いわゆる市長の諮問に対する答申とか、

あと市長に意見を述べるとかという形での、そういう機関ですので、当然、市長の権

限に属する範囲外のことについてはですね、受けた市の方もちょっとその取り扱いに

苦慮するというか部分もあります。ですから、そういう意味では、確かにほかにも河

川敷の関係、市の管轄内の部分もあるのかもしれないですが、ただ関連があるもので

すから、そこら辺は対忚が可能かと思うんですが、完全に県立高校の跡地利用という

部分ですから難しくて、もし仮にこれ要望されても、市の教育委員会から県の教育委

員会に話がいくかどうかちょっとその辺もはっきり言えないんですけれど、ただそう

いう意味では、先ほど稲葉委員さんがおっしゃったように、かなり遠回りの部分もあ

るのかなと、それであれば直接ですね、時期も時期ですから、直接ですね、地元ない

し地域審議会としてか、ちょっとそこら辺が何とも言えないんですけれど、直接です

ね、意見、要望を出すという方法の方がよろしいのかもしれません。ちょっとそこら

辺、はっきり申しわけないんですが、ただ、地域審議会として市長の方ですね、これ

要望されてもなかなかちょっと難しい部分もあろうかと思います。はい、以上です。 

宮田委員   ちょっとお伺いしたいんですけれど、清水市立商業は静岡市立ですよね、

市立ですよね。庵原高校は県立ですよね。それで静岡市が県立高校を吸収するんです

か、吸収させろなんですか。その辺がちょっと分からないですけれど。だから、そう

するとやっぱり静岡市が庵原高校を受けてあるんだから、そこのあいたところの庵原

高校の土地は、何とか地元なりに使わせてやってとか、そういう算段というのはでき

ないですかね。 

  静岡市が庵原高校を受けるという形になったときにね、無理ですかね、もともとあそ

この土地は坪６万円ぐらいでね、静岡県が買ったんだからね、払い下げにもそのくら

いの値で何とかしてもらえるような話しをしたらどうなんですか。もっと安い、多分

５万円ぐらいだと思うんですよ。 
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稲葉委員   稲葉です。私さっき。 

会長   ちょっと待ってください。 

稲葉委員   いいですか、稲葉です。 

私、先ほど言ったのは、いずれにしても蒲原の地区の人間が、住人が、あの跡地は

こういうふうにしたいんだという総意というか、まずそれがあって、それをしっかり

静岡市のしかるべき部署に訴えていって理解してもらって、ということは市長に分か

ってもらって、そしてそれを県に言っていくと、こういうふうな具体的な使い方を蒲

原の市民はしたいと考えているので、県に対して静岡市がものをいって、あっそれな

らば静岡市に払い下げようというストーリーになっていくだろうと、そのときには、

県の関係者もサポートするよというふうなことを言ってくれている。いずれにしても、

ここの蒲原地域の人間が。 

会長   だからね、具体的にね、具体的に。 

稲葉委員   だから、具体的にもう一つの意見をまとめて行動に移さないと進まない

よというアドバイスをされていますので。 

会長   だからね、具体的に蒲原地区の人達がっていうと、やっぱり連合自治会です

よ。 

稲葉委員   分かります。 

会長   各自治会がね、みんなで相談して、市民全員それでいいというふうな。 

稲葉委員   ですから、それはどういうふうな組織にするか分かりませんけれども、

自治会、またはね。 

会長   地域審議会とはまたちょっと違うかなと、もしくはそういう考えじゃない。 

稲葉委員   そうですね、ですから、私は自治会なり、または庵原高校の、例えばＯ

Ｂ会だとか、教育関係者だとか、いろいろな関係してきているところがあると思いま

すのでね、どういう組織になったらいいか分かりませんけども、いずれにしても、そ

ういうものを結成して、声を一つにして、具体的な方向性を固めて、それで打ち出し

ていかなければ何も進まないよというふうに思います。 

会長   ただ、ここの地域審議会も市長に意見を言うことができるということなので、

やっぱり地域審議会として庵原高校を住民のために、市民のために残してほしいと、

それで市民のために使ってほしいという要望を。 

  そういう意味でね、地域審議会が出すということも必要だなと思っているですけれど
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ね。 

佐藤委員   佐藤です。今、会長が言われる意味合いもよく分かりますよ。 

  所有者である県が、一つの考え方を出してしまったら、静岡市だって、飲まなければ

ならないし、我々だって飲まなければならないというふうな形になってしまうと思う

んですね。だから、県の方針を決まる前に、稲葉さんはそれをすごく心配しているん

だけれども、じゃその前にいかに動くかという一つの、一つの方法として地域審議会

があるんだねと、逆に直接、消費者はだれ、県の方に、これ審議会とちょっと別もし

れませんけど、何らかのやっぱりアクセスとっていかないとまずいんじゃないのかな。 

一つの方法として、地域審議会が、そのできる範疇で静岡市の中のエリアにある一

つの県の土地に対して、静岡市にもの申すと、要望をするというふうなスタンスでい

くというふうな形にしないと、だから地域審議会でいったから、それが、すべてが通

るとはもちろん思っていませんけれども、届かないんじゃないかという心配があるね、

県に。だから、一つの方法は地域審議会、でも別の方法でやっぱり直接県に行くルー

トを見つけていくことも大事じゃないのかというふうに思いました。 

寺門委員   寺門です。 

あのね、佐藤君と一緒なんですよ。要するに静岡市オンリーでいってしまうと、今

度は県へ何も言って行かないと越権行為になるという感覚を持つと思うんですよ、向

こうは。何で先に言ってこないのかという感覚をね。だから、同時進行でいくのかど

うなのかよく分かりませんけど、まず、県にもそういう話を持っていかないと、どう

いうルートを通じていくか、どういう組織でいくかということはこれからまたね、み

んなで考えていただければいいわけですけれども、審議会でまとめて県にもお話しし

て、市にもお話してという形にしていかないとね、一方通行になってしまうと、多分

県の方は何という、へそ曲げるという言い方おかしいけど、何で先に言ってこないの

かという話になるような気がしてしょうがないんですよ。佐藤君と一緒なんですよ。

やっぱり筋道を立てていかないと、うまくいかなくなってしまうと思うんです。 

中島委員   先ほど来、皆さんがですね、要望とか自治会とか、そういう要望書もあ

ると思うですけれども、一つ当局側の方に聞きたいんですけどね、清商と庵原高校が

統合した、そうすると県では清商の方へ、こういう校舎をつくって運営していくと。

県は、庵原高校は今後どうするという案もあったと思うんですよ。だから、そういう

点がね、当局側が把握しているか、できるか、そういう範囲内の、分かっていればね、
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こうこうこうなっているよと言えば、もうそれでそういうこともできないと思うんで

すが、その辺りは市は分かりますかね。 

  合併したときの庵原高校をどうしようというのは絶対あると思うんですよ。当然、計

画していくですから、どこの家だってね、家をつぶしてここへ建てるとか、ここから

ここまで売るとか何とかと、そういう計画があると思うんですからね、その辺りは分

かっていますか。 

会長   その点はどうですか。そういう情報入ってないでしょう、 

総務・防災課統括主幹   入ってないです。 

会長   入ってないね。 

中島委員   そういう点をまた調査できるんだったらしていってもらいたい。 

会長   ただ、地域審議会としては、あそこの校舎跡地については、できれば売却し

ないで蒲原地域の皆さんのために、こういう使い方をしてほしいという要望はね、出

せると思うんですよね。ただ、今言ったようにもう使い道が決まってしまっていると

いっても、やっぱり何とかしてほしいという要望は出せるとは思うですけど。ただ、

問題は何で直接来ないかという話があるのかね。中山委員。 

中山委員   中山です。 

地域審議会として出すのは必要だと思います。あと一番肝心なのは、だからそこを、

もしスポーツ関係で利用したいとかそういうものがあったら、そういう人達の声とい

うのがすごい大事じゃないのかなと思いますし、それはやっぱり持ち主の県の方に皆

さんでお願いに行くとか、だって幾らあった方がいい、造りたいと言っても、そこを

使うべき人達が、それが必要と思わなければという、だから、やっぱりそういう人達

に声をかけて、皆さんで、持ち主の県の方にこういう声があるんですということが大

事じゃないのかなと思いますけど。 

会長   どうします。 

宮田委員   県に市の方から聞いてもらうしかないですね。 

会長   それで、じゃあ保留しましょうか、これは。次のときに第８回目、県の方に

聞いてもらって、その情報を得るということも必要ですから、とにかく要望としては、

こういう要望を出したいと、地域審議会としては、だけどそれが空回りにならないた

めにも、きちっと今の話、中島委員の話の確認をちょっととっていただきたいなと、

聞いていただきたいなと思うんですけど、どうですか。いいですか。 
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  じゃあこの問題については、ちょっと保留にします。ただ、次はある程度、もう案を

決めてしまいたいと思いますので、地域審議会としては、こういう案で要望を出すな

ら出すということでいいですね、一忚、まだ決まってないということなら。ただ、問

題は、あとは県がどう思うかというのがあるですけども、いいですね、そういうこと

で、確認の意味で。じゃあそれで終わります。 

  一忚、４時５分になりましたけど、もう尐しやりましょう。 

  実は、この前の、その他で戸塚善久委員の方から和歌宮神社の中にある忠霊塔を市の

土地の方へと移してほしいと、そういう要望を地域審議会として出してほしいという、

入れてほしいという要望があったんですけれども、何か質問、御意見ありますか。 

宮田委員。 

宮田委員   これは、忠霊塔関係者の総意として通るんですか、これ。 

会長   戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   蒲原地区遺族会会長以下、地区役員１１人かな、その同意を得ま

して、会長からそのような申し出がありましたから、じゃあ地域審議会に諮りますと

いうことで、私が責任を持って提案しました。 

宮田委員   こういう問題は、地域審議会へ提出する、できる問題なんですか、私は

分からないので聞きます。 

会長   この問題ちょっと当局と打ち合わせをした時に、地域審議会として取り上げ

られる問題かどうかというのがありまして、例えば、遺族会の総意、あるいはここの、

この貸借契約書にありますように、既に１０月、２０年３月３１日に終わっています、

契約が。但し、甲、乙、いずれからもそれぞれの相手方に対して契約解除の申し出が

ないときは、この件はさらに３年間延長するということで、これはあれですね、何総

代っていいましたっけ。 

宮田委員   氏子総代。 

会長   氏子、この人、和歌宮神社氏子総代、総代が変わっていると思うんですけど。 

戸塚（善）委員   今、私です。 

会長   既にあれでしょう。３年間延長。 

戸塚（善）委員   もう過ぎたです。 

会長   なっていますよね。 

戸塚（善）委員   だから、結局、この書類が、見なかったですよ、正直な話。です
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から、時期が、私はもうそろそろ期限が来るな、来るなということでいたですけれど、

確認とったら、下に一筆が入っているから、これはとにかく削除してくれという申し

出をこれからしていこうかなと思うんですよ。 

会長   そうですか。 

戸塚（善）委員   ということは、３年、３年やっぱり区切りをつけてね、だらだら

だらだらやっていないで、３年、３年でね、区切りをつけた方がいいと思うんですよ。  

会長   これは、私ばっかりしゃべって、じゃあ寺門委員。 

寺門委員   戸塚善久委員にちょっとお伺いしたいんですが、この契約をする、忠霊

塔を建てるときのいきさつというものも歴史の中にあるかと思うですけれどね。 

戸塚（善）委員   はい、あります。 

寺門委員   ですから、そういう中で、ここの和歌宮神社の境内の中に建立をしたと

いう形があるわけですからね、その辺の経緯もどういうものかなというふうに一つ思

うわけですけど、この和歌宮神社の総代会と、この遺族会との話し合いがね、お互い

にもたれて合意の中で、建立してある忠霊塔を移転した方がいいよという話し合いが

まとまっているのかどうなのか。そして果たして、この問題が、この地域審議会とい

う会の中でね、なじむかどうかということも一つあると思うんですよ。 

  そして、そうじゃなくて、お互いに遺族会と和歌宮神社総代会で市の当局の方へ話を

持っていって、それから話し合いをして結論を出してもらうという方の方向性の方が、

ここ一つ間入れるじゃなくて、なじまない問題をここへ持ち込まないようにしてもら

って、そして解決の早い方法を持っていった方が、私は理想的な形ができるんじゃな

いかなというふうに感じたわけですけどね、その辺いかがでしょう。 

会長   戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   今、寺門委員の言っていることを聞きますと、ちょっと私、納得

できないです。この建物がどこのものかということなんですよ、忠霊塔自体が。静岡

市のものですよ。だから、当然、借地契約を結んでいるわけなんですよ。だけど、結

局いろいろの観点から見ますと、忠霊塔というのが今、後ろの方になってしまってい

るものですから、旧蒲原町の町民にしても、忠霊塔が蒲原にあるのか、ないのかと、

あればどこにあるのか、そういうことがね、多分に多いですよ。だけど、由比の忠霊

塔を見てみれば分かりますよね、北田のあそこのところに行ったら、どんとどんつき

のところに、陣笠山の下に小さいながらも立派な忠霊塔があります。だからね、尐な
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くともね、何のための忠霊塔で、どういう人がどうなっているかということぐらいは、

やっぱりしっかりとしたね、あれに、後世に伝えなければならないと思うんですよ。

なもんですから、私はね、結局、遺族会もこの間、遺族会長も憤慨していました。静

岡の慰霊祭に行ったと、招待状くれたといったけど、さあその他大勢、その他大勢で

お参りしてきただけだというんですよ、招待してくれたら献花一つも、静岡市は出さ

なかったと、県会議員、市会議員出したって、あの人達は何だったんだ、そういうふ

うにして怒っているんですよ。蒲原は蒲原でしっかりやるしかないじゃないかという

ことなんですよ。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   簡単に言いますよ。私も戸塚委員と同じで遺族、孤児ですから遺族会へ

入っています。いうことは分かるんですよ、分かるけど、ここの会でその話し合いを

してあげるより、遺族会と総代会で要望して、何とかいい解決を求めてもらっていっ

た方がより早く解決するような気がするんですけどね。私はそういうとき呼ばれれば

協力はさせていただきますけど、そういうことです。 

会長   いいですよ、簡単に言ってください、もう時間もありませんので。 

戸塚（善）委員   新規事業として取り上げてもらって、一忚、こういうことが蒲原

でも今、考えていますよということを、ただ伝えてもらうだけでもいいですよ。その

かわり遺族会は遺族会で、また何らかの方法で、また陳情なり何なりするということ

は会長以下、みんなその覚悟でおりますからね、だから、とにかくきっかけを何かつ

くりたいなということで、こういうふうな形にしたんです。 

会長   どうですか、ほかの人の意見。 

宮田委員   こういう忠霊塔とかそういうものは新しく、例えば名前だけ刻んで新し

くまとめてぽんとつくって、こっちはつぶすというわけにはいかないんですか。 

会長   戸塚善久さん。 

戸塚（善）委員   戸塚です。市の方の方針、やり方なんですよ。そしたらね、結局、

この間、石野委員からも言われましたけどね、ちょっとね、説明文をつけてもらいた

いなと、子供達に説明するについてもどういうふうなあれがあるかという、そういう

こともあわせて一忚お願いしたいなと思うんですよ。 

  これ昭和３５年に３５０万円でつくっているんです。ですからね、そのときに蒲原町

に地所が余りなかったので、和歌宮神社へつくったということで聞いていますけど。
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ですから、これだけいろいろの事情が出てきた今では、そういうふうなことを一つお

願いしたいなということで提案しました。 

会長   一つ確認したいですけれど、和歌宮神社では、あそこにあることに対して出

て行ってほしいとか、どこかへ造ってほしいとかという意見はあるんですか。 

戸塚（善）委員   あるような、ないような。結局、あそこをどかしてもらえればそ

れなりの活用ができるということは。 

会長   それはいいんですけど、今、とにかく出ていってほしいという内容はないで

すね。 

戸塚（善）委員   今はないですけど、だけど遺族会としては今がそういうふうなき

っかけじゃないかということなんですよ。 

  会長がそういうふうな気持ちになった以上はね。 

会長   会長はあなた。 

戸塚（善）委員   久保田豊治さんです。そういうふうないろいろの、僕が最初に言

ったときには、いや戸塚さん、金がかかるから絶対だめだよということを言っていま

した。だけど自分が現実に、そう言って招待して行ったときに味わったことを考える

と、やっぱりだめだということになったんです。だから、やっぱり何かきっかけがな

いとできないものですからちょうどいいきっかけじゃないかと思いまして、よろしく

お願いします。 

会長   先ほど、ちらっと出ていましたけど、ここの土地がちょうど空くので、ここ

の一角へという話があったんですけどね。 

  どうなんでしょうね、地域審議会として取り上げる問題なのか、今言ったように遺族

会とか氏子総代あたりがまとめて、直接、市の方へと上げて直接話をした方がいいの

か、その辺どうなんでしょうね。 

  佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。 

今、契約書を見させていただいて甲、乙、特に申し出がなければ、２０年３月３１

日で一忚切れた後、３年の更新があって、今その期間に入っているわけじゃないです

か。その中で今、問題が起きているわけでもないので、やっぱりそういう契約自体も

そのままいっているんであればね、戸塚さんから言わせれば、そういうこと自体が面

倒くさいと、区切りをつけてやるということは面倒くさいと言っているんだけど、当
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初、やっぱりそういう契約を結んでいるんで、それならその状態を私は見守っていく

のが現実じゃないのかなというふうに思います。 

会長   そのほかあります。久保田委員。 

久保田委員   戸塚さんね、あなたに聞くんだけど、要するにあそこに造ったのはね、

お宅の方の氏子会と市との間の甲、乙の契約なんでしょう。 

戸塚（善）委員   そうです。 

  蒲原町のときに。 

久保田委員   蒲原町が入ったんですか。 

戸塚（善）委員   蒲原町が市に合併する前なんです。 

久保田委員   蒲原町がそこに仲介しているわけですね。 

戸塚（善）委員   蒲原町の持ち物です。 

  合併すると、わけが分からなくなってしまうからということで、今分かるうちに議事

録を全部調べて、昭和３５年です。そのときに確かに３５０万円出して蒲原町が造り

ましたよということが分かったものですから、それに対して石川町長のときに、この

契約書をつくって、この建物が蒲原町の所有物であるという確認の契約なんですよ、

これは。 

久保田委員   だから、もう一回質問すると、蒲原町の所有物であるということは、

市の所有物になったということですね。 

戸塚（善）委員   はい、そうです、そうです。 

久保田委員   そういうことですよね。 

戸塚（善）委員   そうです。 

久保田委員   そうすると、氏子会とお宅との話し合いでそうなったわけ。氏子会、

お宅の氏子会と、石川さんとの間でそういうふうに決めたわけ、町議会とか何とかじ

やなくて。 

戸塚（善）委員   町議会は関係ないです。ただ、この持ち物がどこのものかという

ことをはっきりしたいと。 

久保田委員   それだけ。 

戸塚（善）委員   それだけです。 

  当時の家賃は、２万円ですけれどね、そしたら、ああでもない、こうでもないという

話ししたでしょう。そんなことだったら、地代要らないから持っていけという話にな
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ったんです。だからね、なにしろ市の方からいうとお荷物。 

久保田委員   そんな感じ。 

戸塚（善）委員   そんな感じです。 

久保田委員   困ったことだね。 

戸塚（善）委員   静岡市には市として忠霊塔はないですから。そういう冷たい市な

んです。だって、静岡は戦災にも遭っているでしょう。有志で持っている忠霊塔とい

うのはあるんだけど、静岡市にはないです。 

会長   戸塚委員、今から静岡市に何とかお願いしようというときに、静岡市は冷た

いからだめだと言うのは、まずいやっぱり、何とかお願いしようというときに。 

戸塚（善）委員   感じた話なんですね。 

久保田委員   だから、もう一回確認するとね、有志とね、市との話し合いの方がい

いね。 

会長   だから、ちょっともう意見は意見として。 

戸塚（善）委員   だから、一忚それはそれで取り上げていただいて、それでまた新

たに、またそういうふうな、動かしますのでね。 

会長   じゃあ時間も長くかかるようですので、これを地域審議会として取り上げて

市へ要望するか。あるいは今言ったように、遺族会とかそういうところと直接、市と

話をした方がいいじゃないかというのか、二つあると思うですけど、地域審議会です

から、地域審議会として市の方へと、この問題を、そういうことをやってほしいとい

うことを要望するかどうか。賛成の方、手を挙げてください。 

  何ですか。 

江沢委員   江沢です。 

今、要望するというのは、何を要望するのかちょっとはっきりしていないと思うで

すけれども。 

会長   和歌宮神社にある忠霊塔を、市の土地へと移してくれと。 

江沢委員   単にそれだけなんですか。 

会長   そういうことでしょう。 

  公のところへと移してほしいという要望ですね。 

江沢委員   今のお話だと、市で冷たいというようなことで、もっとみんなにアピー

ルするようなという意図があるのかなと思ったものですからね。ただ移せということ
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をここで要望するということですか。 

会長   そうです、そうです。 

戸塚（善）委員   ただね、結局。 

会長   ちょっと、ここ審議会ですから、ちゃんと手を挙げて話ししてください。 

  戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員  ただ、去年の慰霊祭のときに、市長もはっきりと言っているんです

よね。ここに文面があるけど、私たちは悲惨な戦争の教訓を風化させることなく、次

世代に継承するとともに、平和の尊さを訴え続けていかなければなりませんと結んで

あるんですよ。ですから、やっぱり忠霊塔というのは、粗末にはできないものなんで

すよ。我々が現在こうしているのも、やっぱりそういうふうなあれがありますからね。

だから、私はこれは、自分が代読したものですから、しっかりと残しておいてあるん

です。 

会長   それじゃあ、もう一度いいですね。要するに今、和歌宮神社の中にある忠霊

塔を市の土地へと移してということを要望していくかどうか。賛成の方、手を挙げて

ください。 

宮田委員   要望だけ。 

戸塚（善）委員   要望だけだからいいんじゃないの。 

宮田委員   審議するわけですか。審議はもうしないでしょう。 

戸塚（善）委員   審議しなくてもいいんだよ。 

宮田委員   審議会で要望するの。 

会長   地域審議会で要望だよ。 

  いやいや別に、個人的要望じゃないですよ。地域審議会の名前で。 

戸塚（善）委員   ほかでもやるからね、バックアップしてもらいたいということで

す。 

会長   地域審議会の名前で要望ですよ。 

内藤委員   あっちからも、こっちからも要望出した方が強く伝わる。 

会長   だから、意見を言って、もう大体、出尽くしたから、だから、地域審議会の

名前で、要するに当局へ要望を出すかどうかということで、賛成の方は手を挙げてく

ださいと言っているだけですよ。 

内藤委員   で、手を挙げました。 



 

 ―４８― 

宮田委員   審議はしないんでしょ。審議なんかしないんでしょう。 

会長   審議って。 

宮田委員   要望書だけでしょ。 

戸塚（善）委員   市のものだったら当然ね、そうして、公の場合でしょ。 

宮田委員   審議会で要望書出すわけじゃないんでしょ。 

会長   審議会で要望書を出すですよ。審議会で。 

  戸塚委員が、要するに遺族会として静岡へ出すことを、いいですよというんじゃない

んですよ。地域審議会の名前で、あそこの和歌宮神社にある忠霊塔が、あんな中にあ

っちゃまずいからという、今、要望があったでしょう。それについて、確かにそのと

おりだとね、だから市の方へとちゃんと移せと、地域審議会の名前で市長に要望する

と、はっきりしてくださいよ。 

会長   はい、じゃ賛成の方、手を挙げてください。 

  それじゃあ１０人の方は賛成ですから、地域審議会として和歌宮神社にある忠霊塔は

市のものだから、公の市の土地へと移してほしいという要望をするということでいい

ですね。 

  はい、じゃあ分かりました。 

戸塚（善）委員   はい、ありがとうございました。 

会長   その他、何かありますか。当局の方からありますか。 

蒲原支所長   蒲原支所の原ですけど、前回の中で、その後の経過が変わったら教え

てほしいという御要望をいただいておりますので、例の年金相談の件ですけれども、

この関係をお話しさせてもらいたいと思います。 

  前回は、１２月１８日に審議会があったわけですけれども、その後ね、１９日になり

まして、清水の保険事務所長から新出さんという方ですけれども、この方から電話を

いただきまして、今、善処をするという形でいろいろ組み立てていますというお話を

いただきました。 

  それでその後ですね、３日ほど後の１２月２２日になりましてですね、やはり新出所

長から電話がありまして、清水の事務所の体制の中では、精いっぱい頑張って、毎月

第４の木曜日の月１回、これは由比と蒲原セットだそうですけれども、由比と蒲原を

一つにしておいて１カ所というから、結局４月以後ですね、今年の１２月までの間は

９回予定するよと、そうすると蒲原が、例えば５回、由比が４回、またはその逆かも
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しれません。そういうような回数しかできないよと、こういうような報告がありまし

た。 

  私の方としては、この関係だと今まで月２回ずつ、しかも由比も蒲原も別々にやって

いたという、これ激減ですよねと。ちょっとまた御相談させてくださいという形で、

今月の１５日に今度は清水の本庁の方で、区役所の保険年金課長を一緒に行ってもら

いましてですね、やはり新出所長と今度は事務所の方でお会いしました。いろいろ御

事情等は伺ったんですけれども、前回お示しした内容が精いっぱいですと、こういう

ことの繰り返しのお返事しか結果としてはいただけませんでした。 

  ただ、状況としてはですね、どういう体制でやるかというと、今度、退職された方を

雇ってですね、やっていただくという形で今まではやっているんですけども、これが

もう不可能なものですから、正規の職員、社会保険庁のですね、今の清水の事務所の

正規の職員にですね、この９回をやってもらうと、こういう体制のスクラムを組んだ

と、今、なかなかできないというのはですね、今年の１月になって、清水の社会保険

事務所の方では、職員を３人減らされたと。 

それから年金、昨年、特別便というのがあったんですが、今回、いよいよ今度は年

金定期便というのが４月以後ですね、出るという形で、この準備に入ると、そうする

とネコの手も借りたいと。 

それともう一つは、例の５，０００万件のですね、再裁定の関係で国民の方でです

ね、幾つの年金にまたがっていて、実はお一人でも複数の番号を持ってしまっている

と、こういう方たちのですね、整理をしなければいけないということで東京へ呼び出

しをくっているということ、東京の方へ忚援に行くという形でも人を割かれると、こ

の状況からいくと、実にもうこの９回が正規の職員を出してやるとすれば精いっぱい

であると、こういう状況のようでございます。 

それで、私の方でも食い下がって、何とかする方法は、ほかにないんでしょうかと、

こういう形でお願いしたら、現在、３月まで勤めてくださるような退職ＯＢですね、

こういう方が新たに見つかれば、こういう人の雇い入れの予算は引き続き確保してい

るので、２１年度も。何とかそうすればできるけれども、実はいろいろ目をこらして、

いろいろ人を探しているんだけれども見つからないとこういう状況ですと、そういう

形で４月に突入せねばならないと、こういう言い方でございました。 

私の方から、逆提案ですね、じゃこの際、マンパワーの活用という形で、社会保険
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労務士を活用できないのかと、過去にはほかのところでもそういう例があったじゃな

いかと、専門職。こういう方たちの状況でお願いできないかということで言いました

ところ、実はそういう方がいらっしゃれば、ぜひお願いするのも方法ですと、それは

今度は清水の事務所だけじゃなくてですね、静岡の事務所の方、そちらとも相談は、

今の御提案は今後また尐しそういうことも踏まえた形で内部協議をさせていただきま

すと、こういう形の中でこの１月の１５日は帰ってまいったと、こういうことでござ

います。現時点にはおいては９回、今後９回ですね、４月から１２月まで。来年の１

月から機構に移ってしまうものですから、今度社会保険庁廃止という形で機構に移っ

てしまうものですから、そこまでは責任は持って、それ以後は責任は持てないけれど

も、今の体制とすればここまで案としてお示ししたと、こういうことです。 

一忚、以上でございます。 

会長   そのほかありませんか。 

蒲原支所参事   蒲原支所の山崎です。 

  前回の地域審議会の中で、幾つか委員の方から御質問をいただきましたので、それに

お答えしたいと思います。 

  まず、最初に生活排水対策事業の中で、内藤委員から「住民移行調査の内容はどんな

ものがあるんだ」というような御質問がありました。 

  下水道計画課の方に聞きましたところ、現在まだ内容については未定だと、内容が決

定したら、この地域審議会の中に報告するということを言っていただきましたので、

決定次第、また下水道計画課の方がこちらに来て報告されるということになると思い

ます。 

  次に、「由比町が加入したら進捗率はどうなるか」という宮田委員の質問ですけれど

も、これは天野統括主幹の方から報告します。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。 

  前回ですね、進捗率について、私の方から発言しましたけども、ちょっと訂正させて

ください。 

  資料の中のですね、現在の進捗率７５％というのは確認しましたところ、行政人口分

の利用可能人口、要するに分母が行政人口で分子が下水道ですね、利用可能人口とい

うことで、これが平成１９年度末の数字だそうです。 

  したがいまして、これには蒲原地区を含んでいると、当然まだ由比町は合併していま
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せんので、由比地区は含んでないということですので、その点、訂正させていただき

ます。以上です。 

蒲原支所参事  そのほかに市民センター関係で、稲葉委員から自治会の執務スペース

を交流館事務所の一角に設置を希望というようなお話がありましたけども、これは生

涯学習課の萩原副参事の方から回答いただきましたけれども、事務所内の設置はでき

ないと、但し、３階の団体活動室を自由に使用していただきたいと。ここの団体活動

室にはですね、自治会用の棚なども設置する予定であるということでした。 

  それから、中山委員から文化センターのピアノが調律してもどうしても音がくるって

しまうので、取り替えてほしいというような要望だったんですけども、これは図書館

のピアノを譲り受けることにしたということです。 

  それから、内藤委員から「市民センターの平面図や鳥瞰図を分かり易い大きさで蒲原

地区市民に周知してほしい」というお話でしたけれども、お手元の方にピンクの生涯

学習交流館だより１月号があると思います。その中に一忚、市民センターの鳥瞰図、

それから平面図が載っています。これをもう全戸配布したということです。 

  それから、最後に江沢委員から会議室でもインターネットが使用できるよう端子を取

りつけてほしいということですけども、現在、検討中なので次回の第８回のときに報

告するということです。 

  以上です。 

会長   いいですか、前回いろいろ質問等出ましたけども、今、報告がありました。 

  内藤委員。 

内藤委員  私も、この蒲原の生涯学習発行の交流館だよりを見て、正直言って、見に

くくて、この１階、２階、３階の平面図の字が全然読めなくて、私たちはいろんな資

料で、この市民センターのことを聞かされていますので、この資料を見て大体のこと

は分かった、分かるんですけども、一般の市民の方、蒲原町の地域の人達がこれを見

て、果たしてどのくらい分かったかとすごく期待していた部分、これを見てちょっと

がっかりしました。 

  もう尐し、大きくて分かり易いものを出してもらいたかったなと思います。 

会長   感想ですね。 

内藤委員   はい。 

会長   そのほか、何かございますか。 
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  何の質問ですか。その他ね。いいですよ。 

石野委員   静岡市にこの歴史を探訪するというか、静岡市になって蒲原、由比に、

宿場にね、２峠ある、静岡市内に、宇津ノ谷と、峠がね、宿が６つあるんですよ。２

峠６宿の会というのがサポートネットというところで活動を始めたんですけど、この

前、蒲原宿、興津宿は歩く会になっている、それに参加したんですけど、新蒲原駅か

ら放水路の方へ向かって行って、あの下をくぐって、東木戸の方へ出たんですけど、

あの下くぐる、あの道は日本軽金属の道なのか、そういう一般の人がね、通っていい

のか、これから、その会が活動すると、蒲原へたくさん来ると思うですよ。だからあ

そこに何か看板が出ていますけど、こちらへ行くと東木戸に行きますよというのがね、

白い看板が。あれを立てたということは、その道を、日本軽金属の道を通るというこ

と許可されていると私は解釈したんですけど、果たしてそうなのかどうか。 

会長   どうですか。これ蒲原町のときに立てたんでしょう、違うんですか。 

稲葉委員   合併してからです。 

会長   合併してから。平成１９年。 

   あれは日軽の土地ですよね、下だから。だけど話し合って建てたんですか、

分かりませんよ、分からなければいいです。次までに確認してください、いいですね。 

  そのほかありますか。 

  じゃあ次の審議会。 

蒲原支所参事   蒲原支所山崎です。 

  次回の地域審議会の日程ですけれども、一忚予定で２月２６、２７日ぐらいで決めた

いと思うんですけども、どうでしょうか。 

２６日が木曜日、２７日が金曜日ですけれども。 

会長   さあどうでしょう、２６日か２７日という話が出ています。 

２５、２６、２７で、一忚、いろいろの予定を外した中で、この日がいいだろうっ

て打ち合わせで決めましたので、この３日間の中で決めてもらいたいです。 

中島委員   ２７日なら、時間をずらしていただければ。 

蒲原支所参事   時間をずらすということは。 

久保田委員   １時から３時まで。 

会長   午後１時からですか。 

  ２７日２時からどうでしょう。 
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蒲原支所参事   １時半だったら、結構だそうです。 

会長   大丈夫。じゃ１時半。 

蒲原支所参事   ２７日の１時半でよろしいですか。 

会長   いいですか。 

それでは、一忚、これで終わりますけども、２１年度の地域審議会あと１回です。だ

から、地域審議会では要望事項の文章の確認を行います。ぜひ皆さん出席していただき

たいと思います。 

それでは、これで本日の議事はすべて終了します。なお本日の会議録の署名は名簿

順に片瀬正通委員にお願いします。 

じゃあこれで終わります。どうも御苦労さまでした。 

（午後４時４３分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


