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平成２０年度第６回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２０年１２月１８日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水市蒲原支所２階 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、佐藤委員、寺門委員、戸塚（正）委員、 

戸塚（善）委員、内藤委員、野村委員、石野委員、 

江澤委員、中山委員 

（片瀬（正）委員、草谷委員、鈴木委員、中島委員、磯部委員

欠席） 

        （関係課）生涯学習推進課：杉浦課長、萩原副参事、桜井主任主事 

        （事務局）区政課：三宅課長、久田統括主幹、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   定刻になりましたので、平成２０年度第６回静岡市蒲原地域審議会を

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、片瀬正通委員、鈴木委員、磯部委員、

草谷委員、中島委員の５名が欠席です。現在１４人の委員が出席されておりますので、

会議は成立します。 

  それでは、まず資料の確認をお願いいたします。配付いたしました資料は、資料１「静

岡市・蒲原町合併建設計画に係る要望事項」、資料２「第１次基本計画に登載されてい

ない投資的事業の整理」平成２０年１０月３１日現在のものです。資料３「蒲原駅周辺

整備事業」、資料４「仮称蒲原地区市民センター建築工事の概要」であります。お手元

にございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  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。 

（須藤会長あいさつ） 

会長   委員の皆さん、こんにちは。 

年の瀬がせまりましたお忙しい中、委員会に出席していただきましてありがとうござ

います。新しい委員が入って２期目がスタートして、はやもう半年がたちました。１期

目は市民センターの新設ということでそちらに力を注いできたですけども、２期目は建

設計画の位置づけにということで、まだ实際に予算化されていない建設計画の中の事業

を第２次の基本計画の中へどう載せていくかということ。それからもう一つは、その基

本計画がつくられたあとに出てきた問題も入れた中で、３回、４回、５回の審議会の中

でいろいろ話し合ってきました。それで要望していこうよという内容の事業が２１出て

きました。前回の審議会の中では、具体的な内容も出てきたわけですけども、とにかく

要望する事項を決めて、この６回目から年度末まで、どういう内容で要望していこうか

ということを決めていこうということで、今日からいろいろ検討に入ります。どうか忌

憚のない意見を出していただいて、よいものにしていきたいと思いますので、よろしく

御協力をお願いいたします。 

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。 

 よろしくお願いします。 
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会長   それでは、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして、皆様にお願いがございます。会議録作成のため、発言の際には

必ずマイクスタンドのスイッチを押して、氏名を述べてから発言をお願いします。また、

本日の会議はおよそ２時間の午後４時ごろの終了予定ですので、御協力をお願いします。 

  それでは、議事の№１、「第２次基本計画登載要望事項について」を議題といたします。 

このことにつきましては、８月１９日の懇談会及び第３回から第５回の地域審議会の

中で、合併建設計画関連事業及び新規事業について検討してまいりました。 

これらをまとめたものが資料ｌの第２次基本計画登載要望事項についてであります。

第２次基本計画へ登載するためには、蒲原地域審議会として要望書をまとめて市長あて

に具申しなければなりません。これまでは、各事業について登載を要望する、要望しな

いと二つに振り分けてまいりました。このあと今日を含めて３回の審議会で、１０月３

１日の第５回地域審議会で決定した第２次基本計画への登載要望の２１事業について

どのように要望していくか、一つ一つ整理していかなければならないと思いますので、

資料１の「第２次基本計画登載要望事項について」に沿って協議していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

それでは、１の合併建設計画登載事業の中の最初に№２９に当たります「生活排水対

策事業、清潔で快適な生活環境を築くため、早期に公共下水道整備事業の实施」という

ことになっています。これにつきましては、第５回の審議会の中で載せていこうという

ことになりましたけども、具体的にどういう要望で具申していくかということについて、

御意見があったら、出していただきたいと思います。ここの資料、変えてあります。２,

０００になっていますね。これが前回、下水道計画課から説明があった内容を要約して

ある内容です。この内容も考えながら、御意見を出していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。はい、江澤委員。 

江澤委員   江澤です。前回説明の中で、この点の四つ目ですか、市の進捗状況が７５％

で残っているのがあるから、これが最優先されるというお話を伺ったわけですけれども、

蒲原町の時代にも会長のお話では、かなり具体的なものがもうできていたというふうに

私はそのとき聞いたですけれども、そうするともうそんなものは全部無視されて、今ま

での静岡市のということでしょうか。それでいいのでしょうか。 

会長   その点はどうでしょう。担当課は今日はみえていません。あのときの説明では

一応そういうものがあるけれども、あれをつくった内容と今の蒲原地区の内容がかなり
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かわってきているので、もう一度見直しをしなければならないというような説明はあり

ましたけどね。 

江澤委員   もう一度見直しをするということですか。 

会長   ええそうですね。 

江澤委員   私の聞き方がちょっと違っていたのかもしれないですけど、今までの静岡

市の計画の方を最優先されて蒲原の計画は全然関係ないよというふうに聞こえたんで

すが。 

会長   それは説明の中で２,０００ha が残っているよと。それが終わらなければ、次

へ進めないよということだから、７６％できている静岡市を優先して、公共下水道ゼロ

の蒲原地区は後回しということだと思います。 

江澤委員   それでいいですか。 

会長   だから、意見出してください。 

江澤委員   私はそれじゃあ今までの蒲原町の計画が全く無になってしまって、皆さん

それでいいですかって思うわけですけど。 

会長   手を挙げてお願いします。はいどうぞ。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。当時の計画を再度わからないと思うから、結局、蒲

原町のときは、３町で結局つくろうかということでやったでしょう。それで蒲原・由比

は公共下水道、富士川は合併浄化槽ということで、結局折り合いがつかなかったんです

よね。ですからその計画は極端な言い方するとごわさんになってしまったということに

なるんですけど、結局僕が思うには、この計画が静岡が終わらないと蒲原・由比の方ま

では手が伸びてこないということですから、その間は合併浄化槽で過ごさなければなら

ないから、合併浄化槽を設置するときに今までの蒲原の時代と同じような補助制度をこ

の前、内藤委員も言っているとおりにしてもらったらどうかなということですけどね。

だからそれについてもやっぱり下水道局からしっかりした答弁をもらわないと、こうい

うふうな初年度でこうなっているから。 

会長   前回の説明では、２年以内に合併浄化槽にするか、公共下水道にするか結論を

出しますという話は議事録の中で。私は、今日の審議会に臨むに当たって、第４回、第

５回の議事録をしっかり読んできましたけども、そういう答弁をしています。はい、も

う一度。いいですね。関連で、はい。 

江澤委員   済みません、江澤です。そうすると蒲原町の時代の計画というのは、もう
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挫折していたというふうに考えていいですか。 

会長   いろいろのとり方がありますので。挫折したというのか、あるいはそういう案

はやろうと思えば、そういうことでできる、特に、由比と蒲原が、今度は静岡へ行きま

したので、あのときは由比、蒲原は、庵原高校のところに終末処理場をつくってそこへ

もっていってやろうよという案だったんですから、そういうものは、挫折したとは、私

は考えないと思っていますけど、皆さんはどうかわかりません。いいですか。はい、石

野委員。 

石野委員   石野です。黒ぽつの二つ目に、公共下水道か合併浄化槽か現在検討中と書

いてあって、それからその下の市の進捗率は７５％とありますよね、この市の進捗率７

５％というのは、公共下水道だというふうに私は思うんですけど、質問と意見ですけど、

公共下水道がもう進捗率が７５％いっているという解釈でいいですか。 

会長   そう言っています。 

石野委員   それならば、私は蒲原・由比も含めて、公共下水道でやっていただくのが

当然だと思うですけど、私の意見です。 

会長   意見はいいんですけども、どういう、だから形で要望をしていくかということ

を、意見として出していただきたいです。 

石野委員   どういう形。 

会長   例えば、蒲原町ゼロ％じゃないかと。だから、合併したんだから、もう少し蒲

原町の蒲原地域に力を入れて、早急に調査し、しっかりした方向性を早くという形でい

くのか、そういうその具体的な内容を出していただかないと、意見だけ言われても实際

に具申していくわけですから要望の具体的な内容を意見として出していただきたい。は

い、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。三番目の黒ぽつに住民意向調査を平成２１年度以降に实施予定

とありますが、これは蒲原地区の人に公共下水道がいいのか、合併浄化槽がいいのか、

どんな形でこの公共下水道を進めていったらいいのかという、それを問うという調査な

んでしょうか。 

会長   前回、前々回ですか、第４回で十分説明を受けた中で、そういうことがわから

なければ、そのときに質問してもらいたかったんですけど、今日担当課の方がみえてい

ませんので、質問しても实際に答えられません。 

内藤委員   ですから、そういう地域住民の意向というのも大事に考えてここだけのメ
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ンバーで結論を出すということ以外にもそういうふうな地域住民の声というのも聞く

必要があるんじゃないかなと私は思います。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。黒ぽつの２番目が２２年度までに方式を決めたいという形にな

りますね、それから２１年度以降に住民の意向調査を实施すると。これ１年ずれがある

わけですから、２１年度以降ですから、２２年になるのか、２３年になるのかわかりま

せんけど、これはこれとして、この辺を統一した方がよろしいんじゃないかなというふ

うに思います。それから、３町で、公共下水道の設置を検討してきた経緯が先ほど会長

の方からもお話があった、この間もあったわけですけれども、要するに一番安い事業費

でできる方法が蒲原のあそこは日の出町ですか、庵原高校の東側という形で当時決まっ

たわけですけど、由比は海岸方式、富士川はトンネル方式という形で事業費がやっぱり

相当かさむんです。そういうなかで適した終末処理場ができる場所があるという中で、

そういう方式、蒲原の方がいいじゃないかということで当初決まったわけですけど、そ

ういうなかで、静岡が７５％という進捗状況があるわけですけど、これを清水へ直接つ

なげることも、この間の話だとまだ多少余裕があるような話をしていましたけど、新た

に現在の庵原高校の隣へ終末処理場をつくるという方式を考えの中に一つ入れてもら

って、事業費としてはどの方が安くあがるのかということも一つ研究課題として入れて

もらいたいなというふうに考えるわけですけど、私としてはやはり公共下水道は、過去

の経緯からいっても住民が望んでいるという形の方があったわけですから、そういう形

の中でこの事業の計画が生まれてきたわけですから、ぜひその辺を１０年スパンの中で

やるんじゃなくて、それを前倒しで事業費を積算してみて、どういう方式が一番いいの

かということを考えていただくよう要望を出して、实現に向けて進んでいった方がよろ

しいかなというふうに私は思います。 

以上です。 

会長   そのほかありますか。佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。下水道計画課の考え方の中に、丸ぽつの二つ目のところに、下

水道方式か、あるいは合併浄化槽方式が現在検討中ですということで、平成２２年度ま

でに方針を決めたいということを言われているわけですよね。そうであれば、そこの２

２年度ということではなくて、そこの方式をどちらかにするというふうなところを、早

期に決めていただきたいというふうな、持っていき方もできるじゃないないのかなとい
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うふうにも思っています。それで、この文章のとらえ方、これは意見というか感想です

けれども、今までずっと静岡市として進めてきたこういう公共下水道の進捗率があって、

たまたま合併した蒲原があって、そうすると一番蒲原最後についているというような印

象を受けてしまうですよ。それは皆さんも気持ちは一緒だと思うけれども、それをいか

に最後につけるじゃなくて、何とか中段から先頭の方にというふうなことを考えると、

２２年度までに決めたいよと言うのであれば そうじゃなくてそこを来年は２１年度

ですか。１年度でも早く決めていただいて、そうすれば１年早くなるわけですよね、２

２年が２１年になるというようなことで、早くそちらの方針を決定をしていただきたい

という言い方もできるじゃないかと思います。 

会長   そのほか御意見はありますか。 

寺門委員   いいですか。ちょっと考え方聞きたいですが、市の進捗率が７５％という

形になっているわけですけど、これが由比と蒲原が入った場合にこの進捗率が７２にな

るのか、７３になるのか、７０になるのか、そういう数字がどういう変化をするのかと

いうふうに、僕、今、思ったですけれどね。その辺もまた分かりましたら教えてみてく

ださい。 

会長   どうですか、蒲原地域は何 ha ぐらいあるんですか、面積が。いや、だけどね、

２,０００ha は、まだやってなくて、だから２,０００ha やってないということは２５％

だということでしょう。そうすれば蒲原の面積がどれくらいかということによって分か

るわけですよ。 

天野統括主幹   総務防災課の天野ですけれども、この進捗率の考え方は計画、公共下

水道をしますと計画決定された中で７５％がなっているということで、まだこの辺の地

区は計画決定されていないものですから。 

寺門委員   そういうことか。 

総務・防災課統括主幹   その前段階ということなので、由比がどうこうということじ

ゃないと私は思うですけど、私も所管課じゃないもので、よくわからないですけど、多

分そうじゃないかと。 

宮田委員   そういうやり方するわけですね。はい、ありがとう。 

会長   前々回の委員会で市の方の考え方は分かりました。いろいろ説明してもらいま

した。あと、審議会としてこの公共下水道について、どういう要望をしていくかという

ことの意見を出していただきたい。先ほど私もちょっと口を滑らせましたけど、市の箇
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所は７５％もできているじゃないかと、蒲原ゼロじゃないかという押し方をするのか、

それは皆さんの考えを出していただきたいですけど。はい、どうぞ。 

寺門委員   寺門です。やはり、事業計画の中に含められるわけですから、これを１年

でも早くできる方向へ持っていくような努力をしてもらいたいという形で、实現に向け

て何ていいましょうか、事業決定をしてもらいたいという形がいいじゃないかと私自身

は思います。  

会長   はい、宮田委員。 

宮田委員   宮田です。この進捗率というのは、静岡市の中で工事がしやすいところで

やってもらって７５％なのか、それとも山間地も含めた中で７５％なのか、そこら辺、

ちょっと分からないですが、蒲原の場合、公共下水道を工事、調査して工事を始めると

か早期に始めたいという気持ちも分かるですけど、そこら辺については、工事をやりや

すい方の地域ですかね。 

会長   何といっても担当者がいませんので、あまり質問をしても。 

宮田委員   してもしょうがない。 

会長   答弁できないですよ。 

宮田委員   そうですね。 

会長   それよりも先ほどから私が言っているように、どういうふうな内容で。内藤委

員、はいどうぞ。 

内藤委員   内藤です。私は以前から合併浄化槽を、と言っているんですけども、やは

りこの市の考え方の一番最後、この事業については、１０年ぐらいのスパンでは無理と

はっきりと市の方もこういう答えを出しています。本当に蒲原、由比、海を守らなけれ

ば、桜エビとかシラスとか地場産品の今日草谷委員がいないですけども、本当に大事な

お宝を抱えていますから、そのお宝を守る意味でも本当に１０年２０年なんて、いつで

きるかわからないものをやってくれ、やってくれとわあわあ言うよりも私は合併浄化槽、

蒲原並みぐらいの補助金をつけてそれこそ１００％合併浄化槽が行きわたるぐらいの

方式でつないでいった方がより实現性が高いじゃないかなと私はいつも思っています。

そういう形で。 

会長   内藤委員、前回、前々回、もう審議会で、これ要望していこうという話をして

いるですよ。それについての具体的な内容を出していただきたいと言っているときに、

合併浄化槽がいいという話をしていくと話が前に進まないですよ。そういうことを考え
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て発言をしていただきたいです。内藤委員の合併浄化槽に対する思いというのは、この

前も十分聞いています。ただ、審議会の方で。 

内藤委員   それはわかりますけど、ただ、その１０年のスパンでは無理ってはっきり

言われていますので、１０年、２０年、先が分からない状態の中でやっぱり地場産品の

海を大事にしていくというのは、本当に蒲原の死活問題にも関わることなので、そのつ

なぎの意味でもそういうのも並行して出していけたらと思います。 

会長   それはまた、私語はちょっと。言うなら、発言してください。はい、戸塚善久

委員。 

戸塚（善）委員   一応私の考えとしましては、スパンが１０年だ、２０年だ、３０年

だと、３０年ぐらいのスパンになると思いますよ。ですから、結局蒲原・由比は清水と

別に考えて、もともと庵原三町で計画したああいうふうなあれを、一応出していったら

どんなものかなと思うです。あれは大体のデータがあるでしょう、まだ。廃棄してない

と思いますからね。そういうものを出していった方が。あそこのところ清水へつなげる

といっても、こっちへ造るほどかかりますよ、あれ。だからそういうことで、もともと

のデータを参考にして一応考えた方がいいと思いますけれど。 

会長   分かりました、意見として。この下水道計画課の考え方の中の一番上に、一番

上。現在は蒲原・由比との広域処理案が有力であると書いてありますので。 ですから、

皆さんがこういう形で、蒲原・由比ということ、という一つのスパンの中で、公共下水

道を有力に進めてほしいという要望を、それもこの地域はまだ公共下水道がゼロだから、

何とか早急に实現を図ってほしいという要望を出していくということでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 じゃあそういうことで、要望書を出すということでいいですね。はい。 

蒲原支所参事   済みません。 

会長   はいどうぞ。 

蒲原支所参事   先ほどの戸塚委員の件ですけれども、所管課には蒲原町で策定した、

多分これだと思うですけど、平成１４年度に静岡県が策定した静岡県生活排水長期計画、

これらの数値を使用して、この前、これは下水道計画課の参事がおっしゃっていること

なんですけども、既存の処理区、清水への接続、これらのことを考えながら、総合的に

検証した結果、由比町との広域処理の案が有位となっているというようなことです。 

会長   实際にもう図面までできていたんですよね。どこでポンプアップしてまた流し
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て、ここでポンプアップしてなどという、そういうものまで。ところが、三町でできな

いということで無効になったということです。 

じゃあ、次にいきます。№３５、３７、３８、４０の「上水道事業について」ここに

説明してありますとおり、第１浄水場改良工事、第１水系排水池改良工事は、今後の建

設計画の中では、２１年から２３年、２２年から２３年ということで、もう計画の中に

入っていると。ただ、第２次水系沈殿池改修工事等、新規水源確保対策事業については、

この中に入っていないと。こういうことですけども、それで、今のその件については、

平成２３年度以降の総合計画・財政計画の中で検討すると、こういう説明になっていま

す。こういう説明を基にどういう要望をしていくか、あるいはこういうふうに既にこの

内容については、担当課が考えてくれているので今回は登載を要望しないということな

のか、皆さんの意見を出してください。はい。戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   これは一応登載してありますからいいですけど、４０番の水源確保

の新規事業ですよね。これだけは、やっぱり水がたくさんあってこしたことはないから、

一応要望していくということで。前にも話をしたと思うんですけど、由比の寺尾のとこ

ろに噴いているですよね、だから今度由比と合併したから、そっちからあの水が、どの

程度飲めるかどうかちょっと分からないですけど、あの水も有効利用できればしないか

なと思うです。 

会長   噴いているってどこに噴いているんですか。 

戸塚（善）委員   寺尾の隧道の中に、日量６００トンといったかな。そのぐらいの水

が沸き出ているんですよ。聞いてない。６０トンだったかな。何だか知らないけど、規

模的には大きなあれがね、出ているっていうんですよ。青木町長が言ったんですけどね。

だから蒲原と合併したら、「おいらのところから水やるよ」とかって冗談まじりに聞い

た話があるものですから、そこも一応調査してもらうということをつけ加えてもらった

ら、どんなものかなと思います。 

会長   はい、分かりました。 

 由比はあれだよね、水が足りなくて困っているよね。そいで、工業用水を引っ張って、

一時的にそれを飲料水にしたという計画もあるんですよね。 

戸塚（善）委員   山の上の整備が終わっているでしょう、もう。 

会長   そういう意見が出ましたけど、そのほかどうですか。何かありますか。時間も

限られていますので、意見があれば出してください。２３年度以降の総合計画・財政計
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画の見直しの中で検討、これでいいですか。 

稲葉委員   第２水系。 

会長   そうですね、はい。ただ、検討ですから。 

戸塚（善）委員   検討というか、やってもらいたいという要望じゃないですか。 

稲葉委員   検討のための予算を。 

会長   いや、これは担当課の説明ですから、審議会がどうするかという話です。 

戸塚（善）委員   これは関係なしに。 

会長   ちょっとボタンを押してください。はい、寺門委員。 

寺門委員   ここへ合併するときの条件という中で、こういう計画が今实際に实施され

てきているわけですよね。それで、着实にこういう計画を進めていただくということは

ありがたいことですが、今、会長が言ったように第２水系の沈殿池改良工事、あるいは

新規、先ほど戸塚善久委員が言ったように新規水量確保、これをやはり２３年度以降の

総合計画または財政計画の中で決定していくというような形にやっていただいた方が

インパクトが強いじゃないかと思いますけど。实現をしていただくという形に持ってい

ったらどうですか、私はそう感じます。 

会長   はい、分かりました。はい、久保田委員。 

久保田委員   久保田です。かねてから私は思っているですけれども、蒲原の山、それ

から由比とね、水が出てこないはずがないと。だから、基本的には僕は今、コンセプト

ということで、自治会でもやっているですが、水の出るマップ、まず、それをつくって

もらって、自分のところの水が、（不明）でもいいですけど、そういうものを入れ込ん

だ上でのこの水の確保というか、そういう手順もあるじゃないかと思っているんです。 

そうすれば、これは二つあって、一つは防災にも役立つんです、防災に。それから住

民がそういうことを知っているということも大事なことですよ。そういうものを公表し

て、そしてできる、ここから水がたくさんあるよという順番を持ってきてもらっても構

わないんだけれども、そういうことも意見として、意見というか。そういう具体的に、

そういうマップ、刷ってちょうだいと。それで水の確保ですけど、防災のためにも使い

ますよと。前から言っているように蛇口つける、つけないで、１００t タンクがある、

それはそれでいいから。せっかくある天然の資源を、有効に使うことも考えてみましょ

う。そうした上での水の確保ができれば、なおいいじゃないですか。そういうような意

味のことがうまく何ていうか、書いてもらえれば、ありがたいなと思っているんですが。 
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会長   うまく考えてもらいたいというじゃなく、久保田委員が、うまく考えてこうい

う内容を要望していただきたいという話をしてもらいたいです。 

久保田委員   費用対効果という部分じゃあ、費用がそんなにかからないんだよね。湧

き水なんだから。 

会長   私も蒲原にいますので、よく分かりますけど。 

戸塚（善）委員   ただ、大丸山山系っていうのは、わりに水持ちのいい山らしいです

ね。聞いた話で、あれですけど。ですから、やはりそういう面で。 

会長   地域水源確保の話ですね。 

戸塚（善）委員   そうです、そうです。ですから、やっぱりそういうふうな話で、余

ってこしたことはないから何とか要望していくということでお願いしたいと思います。 

会長   实際に今、久保田委員が住んでいるところ、あそこの地下は水がすごかったで

すよね。 

久保田委員   私語になりますが、発言、許してもらえれば、中部電力の変電所がね、

すばらしい水が出ているんです。その水を僕は公表しろと、そしてオープンにする方法

を考えてみてくれと。掘れば水があふれているんだから、今、お話があったように。 

会長   それでは、分かりました。この２３年度以降の総合計画・財政計画の見直しの

中で検討じゃなくて、見直しをしてどうしても入れてほしいと、見直しの中に。そうい

う要望をしていくということでいいですか。あとの二つについては、２３年度までで、

工事をやるということですから、いいですね。 

それでは次の新しい事業の№７、「富士川河口に野鳥を観察できる場所を設置」する

と。これは石野委員の方から出た内容ですけれども、具体的には看板をつくってほしい

とか案内板をつくってほしいとかそういう話だったですけど、もう一度こういう要望を

してほしいという考え方がまとまっていれば出してください。 

石野委員   観察できる場所は護岸工事をちゃんとされているから、場所はできている

んです。道も広いし、その観察する場所。川も水が出ても、もう大丈夫なようになって

います。その前も鳥がたくさん来るような広く水がたまっているところがあるわけです。

場所はもう確保されているけど、そこにそういうところがあるということ、情報が全然

分からないわけです。だから、そういう情報を流すような看板だとか、パンフレットだ

とか、そういうものを公民館だとかそういう大勢、人が、学校だとかそういうところへ

配布すると、そういうことですけど。 
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会長   はい、分かりました。これはもう皆さん既にお分かりだと思うんですけども、

予算が５,０００万円以上の事業について、ある程度基本計画に載せていくということ

ですので、例えば、今の要望で５,０００万円かからないと思うですよね。だから、附

帯事項として、こういうこともぜひ实現してほしいという形の中で要望していくと。こ

れは載せなくても、そういう形で实現できるじゃないかなと気がするですけど、それで

提案者、いいかどうか。いいですか。 

石野委員   まあ。 

会長   いいですか、石野委員。 

石野委員   ５,０００万円以下でできるじゃないかと思いますけど、そういう情報と

いうのは常に続けて流していかなければならない、１年で終わってしまうということじ

ゃないと思うので、そういうことを考えると、５,０００万円以上かかるのかなとも、

そこの辺は、全然試算してないから分からないですけど。 

会長   江澤委員。 

江澤委員   はい、江澤です。あわせてですけれども、そういう場所を知らないという

こともあると思うですけれども、あの近辺でジェットスキーというんですか、そういう

ものが結構来て、そういうのが来ると鳥が飛んでいってしまうとかっていうのがあるも

のですから、あわせてそういうものの規制みたいなものも考えていかないと看板つくっ

たのはいいけど、そんなのぼんぼん来て、鳥が見られないとか。 

会長   今度は場所が分かるから、大勢来過ぎていろいろ問題が出る。 

江澤委員   そういうことがあるかもしれませんが、現状では、結構ジェットスキーと

いうんですか、そんなのが、河口で練習しているのか、遊んでいるのかよく分かりませ

んが、というようなことがあるので、そういう形で看板立ててするのなら、そういった

規制も何か考えていかなければいけないんじゃないかというふうに考えます。 

以上です。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今、この公園の整備で野鳥観察というとこだけの話になってい

るんですけども。 

会長   一つ一つやっていきたいと思うですよ。そうしないと三つ一緒というと、話が

あちこちにとんでしまいますから。そのとき出てきた内容をやっていかないと。 

稲葉委員   私の意見としては、前回話し合ったときに、その内容からしてその「河川
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敶を緑地として整備」という事業とか、「富士川河口に野鳥観察場所の設置」とか、「富

士川緑地公園を道の駅的構想をし、イベント広場等の設置」この三つはいろんな意見が

出たけれども、それはやはり一つとしてどういう絵がいいのかということにこの中で調

整して、そしてやはり一つのもので出した方がいいじゃないのかなと。そして、その中

の具体的例として、野鳥というところ、また野鳥だけではなくて、ほかの施設も含めて、

あそこどこいっても道が分からないとか表示がもう全然ないと。ですから、全体を緑地

とかで整備をしながら、かつ表示もしっかりと野鳥だけのことだけじゃなくて、いろん

なことについての表示もきちっと整備する中であそこを再整備していくという要望に

していけば、看板だけでも５,０００万円じゃできなくなるというか、もっともっと必

要になってくるかもわからないし、という意味で、一つにした方がいいんじゃないかと。 

会長   一つにすると、非常に抽象的になってしまうですよ。緑地公園の環境整備とか

ね。 

稲葉委員   なるほど。 

会長   そうすると、それぞれ担当課が違うということになると、説得力がなくなって

しまうですよ。だから、それぞれの担当課へと要望するわけですから、例えば、そうい

う野鳥のための看板をつくるという課と、あるいは、その後出ている道の駅構想であそ

こにテント村をつくってという構想は多分担当が違うと思うんですね。 

稲葉委員   了解。別で。 

会長   はい。それでいいですか。それでは、この前具体的なという話がありましたか

ら、具体的な内容で話をしていかないと担当課の方もなかなか大変だと思うので、そう

いう形で一つ一つやっていこうと。それでは、看板を立てたり、あるいはＰＲしていく

と、知らない人もいるから。そういう活動をしてほしいという要望ですね。どうですか、

そういう形で出ていますけど、いいですか。はい、宮田委員。 

宮田委員  石野委員、道路整備なんかは要らないですかね、あそこまで行くための道路

とか。 

石野委員   私も实際に行ってみたけど、もう道は相当整備されているので、改めてそ

んな物すごいお金をかけてやることはないと思いますけど。 

会長  宮田委員。 

宮田委員   宮田です。道路というと、滑走路の向こう側の道路をずっと下の方へいく

道と、エビ干し場のところをずっと下がっていって左へ行く道路と。その２点だけです
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よね。そこのエビ干し場から行く道路については、そんなに整備されていないじゃない

ですか。あの道路、石がじゃらじゃらしていて。 

石野委員   エビ干し場の一番南端までは補装されていて、あそこに小池川が回ってい

ますよね、そこへぶつかる、そこから左へちょっと２００メートルぐらいは石がぼこぼ

こしていますけど。 

宮田委員   そこは整備しなくていいですかね。 

石野委員   そんな。 

宮田委員   エビ干し場のあの場所については、もうやってありますよね。そこから、

入っていくについて、あれどこからも車が入れないですよね。 

石野委員   あそこは車は入れない。 

宮田委員   入れないにしても、歩いて行くのにちょっと葦があったり、すごいですよ、

あそこ。 

石野委員   葦はないです、もう。石がごろごろしているだけです。 

宮田委員   いいですか。余分なことを言って申しわけございません。 

会長   はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。今の関連の話ですけど、先ほどエビ干し場のところは舗

装されていると言っていましたけど、あそこは車の通行は禁止になっているですよ、一

般の車は。それで、エビを干すための車だけが通ることになっていて、そのための舗装

で、あれ、業者が一応、お金を出して舗装してあって、あそこは一般の通行は禁止され

ているわけです。それで、従来は、あそこは車が通れないことになっているですけれど

ね、干し場の人の車だけが通れることになっているところですから、通路的には、別の

ルートを考えないと無理じゃないかと思うですよ。 

だから、場所的には、皆さんのために問題ないですけど、そこへいくルートはまた別ル

ートを計画しなければならないということで、そのものについては、賛成ですけど、通

路についてはもう一度練る必要があると思います。 

宮田委員   鍵もかってあるでしょう、滑走路の向こう側は。 

会長   車止めがあります。 

宮田委員   鍵がかかっているんです。 

石野委員   滑走路の川側の方をずっと行くと、確か車止めのあるところがありますけ

ど、それはエビ干し場の一番、何というか滑走路の真ん中辺までは道がずっといってい
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るんですよ。車止めがあるから、そこから歩いていければ、場所へちゃんと行ける道幅

も広いし、しっかりしているんです、そこは、はい。 

会長   分かりました。 

石野委員   だから、アクセスは心配ないと思います。歩いていけばいいんです。自然

観察だから、車で行く必要ないです。 

会長   分かりました。そういうことで、ただ５,０００万円かかるかどうかという問

題はありますので、ことによったら、そのＰＲとか看板立てるぐらいなら、５,０００

万円以下でもできるではないかという話になったら、これは附帯要望ということで出し

ていくと。 

石野委員   一年だけでいいんでしょうかね。 

会長   それでは、次のページにいきます。産業・経済の「海洋深層水利用の可能性調

査」、これについてはどうでしょう。どういうふうな内容で出していきますか。片瀬委

員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。この海洋深層水利用可能性調査は私が多分提案したと思

いますけど、今、焼津、この地区では焼津でくみ上げているわけですけど、１日２,０

００t ぐらいの取水量ですか。もう完成してやっているわけですけど、２８億円ぐらい

のお金がかかっているわけですけど、別にそこまでお金を投入しなくてもいいと思って

いるんですけど、場所的にはこの駿河湾は国内でも有数な深海性の資源に天然に恵まれ

ていた場所ですから、それを有効活用しない手はないということで、場所的にはこの沖

合、すぐ深みが１,０００メートル級のところがありますし、由比の漁港の沖合にもち

ょっと西に行くと興津川の延長のところが深みがあります。そこら辺からくみ上げるの

が一番理想かなと思うですけれど、場所的には今、由比港を整備していますけど、由比

港の整備の中の西側がかなりの空き地がありますので、そこら辺に計画したらどうかな

という意見で、一応提案したわけです。 

会長   分かりました。提案はそういうことですけども、そうしますと要望としては、

まず实現可能かどうかの調査、調査費をまずあげてほしいと。そのために基本計画の中

へ入れておいて、調査をしてその結果だということでいいですか。今度、由比も蒲原も

静岡市になりましたから、そういう。 

戸塚（善）委員   業者がやる分にはいいけどね、住民含んでこんなことやることない

と思う。 
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稲葉委員   私語は慎んで。 

会長   ちょっと、それじゃあ、意見を言ってくださいよ。自分勝手に話さないで手を

挙げて意見を言ってください。はい、戸塚委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久ですけどね。こういう自然の恵みを無理やりに引っ張り出

してくるのもいいですけど、やっぱりこれは市民全体のことを考えると、ごく一部の業

者のあれになると思うですよね。利用者というのが。ですから、これはちょっと僕は賛

成できないですけどね。 

会長   もう既にこれをあげていこうよ、要求していこうよという結論になっているで

すけど。 

戸塚（善）委員   なっているから、その中でもやっぱり私はおかしいなというクエス

チョンマークをつけるということです。 

会長   今は、どういう要望をしていくかということで、結論、話し合っていますので、

否定的な話は控えていただきたいと思います。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。要するに調査をした上で検討するということが大事だと

思いますから、まず調査費用をつけて、可能性調査をしてもらいたいということです。

それを、お願いするということで提案してここに載せてあると思いますけど、ただ、こ

れ一般的に知らない人が多いです。どういうふうに利用できるということを。それは、

知っている人は焼津の方ではかなり一般の人がポリタンクを持ってくみにいっている

わけです。費用的にもかなり安い１０円ぐらいですから、１リットル当たり。そんな費

用でくんでいるような状態ですので、これをうまく利用すれば一般家庭でもおいしい水

がくめる、そういう点を考えると必要じゃないかなという、これからのことを考えます

と。そういう点を切に思っているわけですけど、業務用で使う分には、かなり天然水と

匹敵するようなものですから、それを利用した塩づくりとか蒲原でもやっていますし、

由比でもそういう動きもありますし、有効利用する価値はあると思います。そういう点

で一応進めていただきたいという気持ちは強いです。 

以上。 

会長   それでは、そういう要望をしていくということでいいですね。 

では、次に移ります。「農業公園等の整備」、これについては、もう一人の片瀬委員の

方でいろいろ静岡と話し合って進めているということで、その内容を聞いた後でやって

いこうということだったですけれども、今日も仕事の都合で欠席しておりますので、こ
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の問題については、次回に回します。何か、メッセージを稲葉委員が、受けておるよう

ですので、出してください。 

稲葉委員   稲葉です。昨日、片瀬委員からどうしても明日欠席なんでということで、

やはりここの項目、彼自身心配していまして、じゃあ何か書いておいていけよというこ

とで話しましたら、このように数行ですけど、ありました。 

この件につきましては、ＪＡとして、静岡市経済局農林水産部とも農業公園を基本に

勉強会等を重ねているところです。市としても中核的な事業として实施する方向で検討

するということですので、地域審議会としては第２次基本計画に登載を要望する事業と

して、整理していただきたい、というメッセージを寄せてありました。 

この後は私の意見ですが、こういうことで片瀬委員が、出たときに今、研究会も開い

ておりまして、私もその一メンバーですけれども、私の一存でそれをいうわけにもいか

ないので、次回話してくれるかと思うですけれども、その具体的に今、農林水産部とも

調整している、いろいろな構想、ある程度固めたものがありますので、それを次回、き

ちっと聞いて、それを皆さんがそういう農業公園でいいじゃないかという同意をいただ

ければ、それで意見をいただいて、要望していくと、具体的な要望になるかと思います

ので、つけ加えておきます。 

会長   それでは、これは次回に送るということで。始めてから１時間たちました。３

回でやるわけですから、じっくりやっていけばいいわけですけども、ただ、今日は資料

３の「蒲原駅周辺整備事業について」と、それから資料４の「仮称蒲原地区市民センタ

ー建築工事の概要」ということで、担当課の方が来て説明してくれるということでおり

ますので、とりあえず、この１、２については、おいておき、まずそちらの説明を聞い

て、理解をしていただいて、それが終わった後で時間があったら、またこちらに戻ると

いうことでやっていきたいと思います。それでいいですか。 

では、３時１０分まで休憩します。 

休憩 午後 ３時０２分 

再開 午後 ３時１０分 

会長   片瀬幸修委員の方から出た資料ですけれども、駿河湾深層水についての動向と

いうことで皆さん、これを読んで勉強しておいてください。よろしくお願いします。 

先ほど、ちょっと私の説明が悪かったですけれど、今日担当課が見えているのは資料

４の「仮称蒲原地区市民センター建築工事の概要について」の説明ということで見えて
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おりますので、その説明をまずお願いします。 

生涯学習推進課副参事  生涯学習推進課の萩原です。よろしくお願いします。資料４を

ごらんください。仮称蒲原地区市民センター建築工事の概要ということで、大まかな施

設の内容が書いてあります。工事の名称は、平成２０年度、市区文生子子支、これはそ

れぞれの課の頭文字みたいなものをつなげたもので長くなっているですけれども、第１

号仮称蒲原地区市民センター建築工事、あくまでも建築工事であって、建物の建築と外

構だけです。それから建設場所は現在のこれまで文化センターのあった蒲原新田１丁目

地内。工事種別は、建築一式工事ということで、施設の建築及び外構の整備ということ

です。４番の施設の概要として構造と規模ですが、鉄骨づくり３階建てで、建築面積が

２,４４６.５３平方メートル、延床面積３,８８１.９０平方メートルということで、こ

れは屋外階段とかデッキなどを含んでおりますので、確認申請に出す数字とはちょっと

違うようです。それから屋根が塩ビ系のシート防水、外壁は押出成型セメント板塗装品

ということです。部屋の関係では、まず１階が生涯学習施設と蒲原支所、それから子育

て支援施設があります。生涯学習施設については、４００席のホールのうちの１階部分

の実席、それから舞台、それからリハーサルができるスタジオ大、それから展示ホール、

これは入ってすぐのエントランスの部分のホールです。それから事務室と更衣室、書庫、

トイレなどがあります。 

蒲原支所の分については、支所の執務スペースと相談室、宿直室、倉庫、トイレなど

があります 

子育て支援施設については、子育て交流サロンですとか、相談室、授乳室、スタッフ

ルーム、倉庫、親子トイレ等があります。 

２階にいきますと、２階は生涯学習施設と蒲原支所になります。生涯学習施設の分に

つきましては、多目的ホールの実席のうち、２階の部分、それからパソコン室、和室、

小さい方のスタジオ、それから工作室、それから機械室、倉庫、トイレなどがあります。  

蒲原支所の方では、支所の執務スペースと災害対策本部室、無線機室、会議室、更衣

室、倉庫、トイレなどがあります。 

３階は、すべて生涯学習施設でして、会議室が４つ、和室が二部屋、調理实習室、交

流スペース、印刷室、倉庫、トイレなどがあります。大まかな所管ごとの面積比率とし

ては、生涯学習施設が約７０％、蒲原庁舎というか、支所の分が２５％、子育て支援施

設の関係が約５％という按分になります。 
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それから倉庫、別棟の現在のプールの横の方に倉庫を別棟としてつくるですけども、

これも鉄骨づくりで平家建て、建築面積は１５０平方メートル、延床面積は１４３.８

０平方メートルということになっています。この倉庫のところにプールを使ったときな

どに恐らく使われると思うんですけど、外のトイレが入ります。 

それから外構部分は駐車場として１２４台。アスファルト舗装で、現在とほぼ同じだ

けの車が止められます。それから自転車置き場、歩行者通路、コンクリート平板舗装、

それから児童遊園と子育て支援部分の前に幼児公園、それから植栽やメッシュフェンス

等が設けられます。完成期限は２月２６日まで。ほぼ平成２２年の２月末までが工事、

その後、３月の中旬に引き渡しを受けて備品などを搬入してオープンできるのが４月。

１日にできるかどうかわからないですけど、４月中にはオープンができるかなと思って

います。 

契約金額は、８億７,６７５万円設計（不明）に対する請負率が８９.５２％と。この

契約はこの１１月１３日に入札を行いまして、平井工業という会社がとりました。３社

入札があって、ほかの会社と金額が同じで二つ並んだんですけれども総合評価競争入札

という方式でやりまして、値段だけではなくて、これまでの工事成績ですとか表彰の経

歴とか技術者の技術などを勘案した結果、平井工業さんの方がとったということです。 

それから先ほど言いましたけれども、これはあくまでも建築工事で８億７,８７５万

円であって、これのほかに電気工事、それから衛生工事、空調工事、昇降機の工事、そ

れから合併処理施設の工事などが別途工事として今年１２月２４日から２６日の間に

入札が行われる予定となっています。 

それから、次のページをごらんください。これが北側の立面図、それから西側の立面

図になっています。北側部分には窓のところに黒か茶色になると思うんですけど、縦型

の格子が外から取りつけられます。蒲原の古い町並みのイメージということで、こだわ

りを持ったところであります。それから次のページが南側から見たところと東側から見

たところです。上から見たところですけど、次のページ、３階が先にきてしまっていま

すけども、１階からの方が見やすいですかね、一番後ろのところにカラーでパースとい

うか鳥瞰図のようなものが載っています。これが県道側の上空から見た図面です。左下

の方に向田川が見えますけども、そこの橋を渡って電話ボックスのあたりから、ちょっ

と車が入れるスペースがあって、支所にちょっと来た方はここから入ってとめて利用す

ることも可能です。それから大きな駐車場としては、この新しい建物の前を通り過ぎま
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して、今と同じように図書館の方に入るところ、それから入って図書館に現在もある北

側の駐車場はそのまま残します。それから線路の方へ真っすぐ行きまして現在のプール

の横の部分になりますけども、そちらにも駐車場をつくって、この２カ所が駐車場とい

うことになります。これを今度つくる建物と体育館、プール、図書館が共同で使うとい

うことになります 

建物としましては、建物の真ん中あたりの地面が茶色いブロックのように書かれてい

ますけれども、ここは車が入れないところです。利用者のみが歩いて入れる部分です。

この最後のカラーの絵のところで。一階部分が南側に通り抜けられるようになっていま

す。一つ前のページが配置図です。上空からみた配置図です。図書館、駐車場、交流館、

支所などと書いてありますけども、この黒く塗った真ん中の部分が今度新しく建てる建

物で、１階部分は交流館というところと支所というところが分かれたような基礎になり

ます。真ん中部分は人が通れて、上が北ですけれども、南へ下がってくると子育てって

書いてありますけれども、ここが子育て施設になりまして、１階部分が子育て施設で２

階部分が生涯学習施設の工作室ということになります。 

１枚前に戻ってもらって１階の平面図。こちら左側の方に、これは上から見たところ

ですけれども、左側が４００席のホール、舞台と舞台の南側にスタジオといってリハー

サルとか音を出すものに使える部屋があります。この舞台につきましては、音響が悪い

という御意見がありましたので、可動式の壁というか横側に稼働して開いたり閉じたり

する壁をつけました。それから舞台の天井部分は普通上まで開いてしまって、音が抜け

るですけども、舞台のところにも天井をつけました。それから真ん中の通路を挟んで左

右にそれぞれ自動ドアの入口があるですね。左側に入ってくると今のホールの方にいき

ますけども、ここを右側の方に行くと、支所の建物に入っていくということになります。 

それからもう一枚前の２階の平面図をごらんください。ここの部分は吹き抜けが多い

ですけれども、左の方がホールの上部、２階席の入口がこちらになります。それから機

械室が下の方にあって、その右側に和室、それから壁がカーブしている部分がスタジオ

小というふうに書いてありますけども、ここが音が出せるダンスとかできる小さなスタ

ジオということになって鏡がつきます。もちろん会議にも使えます。それから左上にパ

ソコン室があります。それから吹き抜けを隔てて、右側の部分が支所のスペース。支所

の会議室ですとか、災害対策本部に使う部屋ですとか支所の執務スペースなどがありま

す。それから南側、下の方に工作室というのがありまして、この２階部分は、ウッドデ
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ッキのようなもので、つないで行き来ができるようになっています。 

それから１枚戻っていただいて、３階部分の平面、３階部分はすべて生涯学習施設で、

一番右側の方に大会議室１というふうにありますけども、ここは二つに仕切って中会議

室二つ分として使えます。それからその左側に小会議室が１、また大会議室の（２）と

いうのがありますけども、ここも二つに仕切って中会議室二つとして使えます。それか

らその南側下に交流スペースといって壁がない部分がありますけども、ここには机を６

個ぐらいおけると思うですけども、机といすを置いて、自由に相談、特に予約をしなく

ても、ふらっときて１０人とか２０人でも相談ができるという使い方ができます。 

それからその左側に和室がありまして、そのまた左側に小会議室があります。和室の

南側は庭園と書いてありますけども、屋上の庭園になります。簡単な庭園でお茶室から

外の庭が眺められるというようなことになります。それから北側のところに調理实習室

がありまして、調理台が４台と、試食、つくったものを食べるスペースというのがいつ

も普通ないですけれども、食べるスペースも設けたので、少し細長い部屋になりました。

それからそれより左の方はホールの上の方です。一番南側に機械スペースがあります。 

建物の概要とスケジュール概要については、以上です。 

会長   いいですか。第１期目でかなり、いろいろ議論してきましたので、大体分かっ

ていると思うですけれども、何か質問ございますか。どうですか。中山委員。 

中山委員   はい、中山です。会議室ってありますよね。大体収容人数は目安として何

人ぐらいか。 

会長   ３階ですか。 

中山委員   はい。１、１、２とありますけれども、それぞれの。 

会長   分かりますか。はいどうぞ。 

生涯学習推進課副参事  生涯学習推進課の萩原です。大会議室１が８１人、大会議室２

が９９人、それから小会議室が一つ１８人、あとは交流スペースは３６人。調理实習室

は２４人。あと２階の方ではパソコン室が。もう１個。１８人が二つです。 

会長   １も２も１８人ずつということですか。 

生涯学習推進課副参事   小会議室は１８人、両方とも。 

会長   両方ともね。 

戸塚（善）委員   和室は何畳ぐらい。 

生涯学習推進課萩原副参事   １０畳が二つつながっています。 
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会長   いいですか、そのほか、質問ありますか。稲葉委員。 

稲葉委員   今、こういう要望をいってとおるのか、叱られてしまうか分かりませんけ

れども、交流館の事務室なんですが、今まで一般的にこういった公民館の事務機能だと

思うんですけども、現在自治会関係の単一自治会は、自分の小さな集会場をもっている

んですが、連合自治会というふうな全体を見るっていった場合に、事務局というか事務

局じゃないですね、執務スペースが全然ないんです。ということで、これはこれからの

運用に入るのか分かりませんけれども、交流館事務室という中に同じような目的で動い

ている仲間として自治会の執務スペースを机一つぐらいでも同居させていただけるの

かなということで、即答は結構です。よろしく御検討をお願いいたします。 

以上です。 

会長   要望ですので。はい、中山委員。 

中山委員   済みません、たびたび。１階の舞台とスタジオですけれど、済みません、

まだ備品は決まってないとは思いますけれど、ここにはピアノは新しいものを置いてい

ただけますでしょうか。 

生涯学習推進課副参事   生涯学習の萩原です。現在グランドピアノがあるものですか

ら、捨てないでとってありますので、それを使う予定です。 

会長   中山委員。 

中山委員   済みません、私、長いことあそこで発表会をやらせていただいたですけれ

ど、あそこのピアノがとても使えないので、今、富士川でお借りして発表会をやってお

ります。とても古くって調律してもちょっと使えない、ちょっと検討していただければ

と思います。済みません。 

会長   こういう意見もありましたということで、検討してみてください。そのほかあ

りますか。はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。契約金額８億７,６７５万円とありますけど、これは建物と外

構のみの金額ということを伺ったですけども、あとそのほかに電気とか衛生空調いろい

ろ諸工事が控えております。それにあと備品とか緞帳とか、ピアノもどうか分かりませ

んけれど、そういうもろもろの経費の大まかでいいですけれども、大体幾らぐらい配分

を考えているかというのは、もう決まっているのでしょうか。決まっていたら教えてい

ただきたいと思います。 

会長   はい、分かりましたらお願いします。 
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生涯学習推進課副参事   要求の水準としては２年間で１６億４,０００万円ぐらいの

予算がつくことにはなっています。ただ、实際には入札をしたりすれば、もう少し安く

なってきます。それから２年間よりもっと前に設計とか測量とか登記とかがありますの

で、１７億円前後の予算ということになっていると思います。 

会長   細かい内容については、出てないということですね。例えば電気工事が概略ど

のぐらいかかるとか、そういうのは分からないですね。そういうことです。いいですか。

内藤委員。 

内藤委員   はい分かりました。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。避難場所という観点からですが、３階のホールの屋上に当たる

部分というのは、以前検討したときに人が立ち入れるような話もちょっとあったような

感じがするですけども、最終の絵ではどうでした。人間は立ち入れない、ちょっとそこ

を確認したいですが。例えば通常は立ち入れできないよと、ただ、万一火災だとかあっ

たときには３階のところの小会議室とかにいる人が、ホールの屋上というのは３階部分

ですよね、に非難ができるのか、その辺。 

会長   どうぞ。 

生涯学習推進課副参事  生涯学習の萩原です。屋上への出口は調理实習室の左側に小さ

くドアみたいなのが見えると思うですけれども、分かるでしょうか。ここから出入りを

することになります。出たすぐのところに点点で囲われていまして、ここまでが行ける

ところで、あとは人が乗ることは想定していないようです。ただ、どうしても行きたけ

ればもちろん緊急の場合には行けますので、当初は屋上に広場をつくって何かができる

というふうに計画していたんですけれども、实際に年に何回使うかというと、ちょっと

もったいないことになるので、ふだんは人がいけない部分ということになったようです。 

会長   宮田委員。 

宮田委員   要望として通るか通らないかちょっと分からないですけど、私この間から

ずっと思っていて大分前にも要望したと思うですけれども、何か蒲原らしい特徴のある

ものというのをぱっと見たときに、この前の図面を見たときもそうなんだけど、この間

から戸塚さんがどんちょうがどうのこうのと言っていたけど、あれはもう使い物になら

ないと思うんだけれども、何かいいものというか、蒲原と由比と合併しても由比が今度

合併しても、蒲原と静岡市との合併に対して、こういうものができたんだというそうい
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うものに対して何かこう分かるようなものを、蒲原らしいものを一つ何か、目ざといと

いうわけじゃないけど、お願いしたいと思うんですけど、一応要望だけしておきます。

できるかできないかわかんないですけど。 

会長   何か内容の中では、そういうもの今のところ考えています。 

生涯学習推進課副参事  萩原です。特別装飾的なものは考えていません。今まで、旧文

化センターのロビーにかかっていた夜乃雪の絵はあったですけれども、絵はいいんです

けども、その枠がもうぼろぼろだったので、それを直す予算は要求はしましたけども、

今のところそれくらいです。 

会長   はい、宮田委員。 

宮田委員   そのためにもちょっとそういうものをちょっと考えてほしいんですけど、

僕らもない頭、知恵絞っても出てくるものはそんなにないものですから。何かこうぱっ

と見ていいなというものでも考えてほしいなと思いますけど。要望です。 

会長   石野委員。 

石野委員   石野です。最後のページの鳥瞰図ですが、これを見たときに屋上さっき出

られないと言っていましたけれども、それはホールの上だと思いますけど、この屋上に

は災害がいろいろ起きた場合にヘリコプターが飛んできますよね。そういうことは全然

想定していないでしょうか。 

会長   そういうのは考えてないということですね。 

石野委員   考えてない。 

会長   いいですか、ちょっと答えてください。 

生涯学習推進課副参事   はい、今のところ考えておりません 

石野委員   それから旧文化センターの前に銅像というか、あれありましたよね。波と

山とか何か歌の。あれと、タイムカプセル５０年後に開けるそうですけど、今、一時的

に保管してあるってああいうのはどこへ置くんですか。 

会長   はい、お願いします。 

生涯学習推進課副参事   萩原です。そうですね、一番後ろから２枚目の配置図のとこ

ろで、南側がカーブになっている建物が交流館の建物ですけれども、ここのカーブにな

ったところの外側が花壇のようになっていますので、この中にみんなまとめて並べよう

かと考えています。 

会長   いいですか。 
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石野委員   はい。 

会長   片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。萩原さん、蒲原ライオンズクラブが４５周年の記念事業

として何か蒲原らしいものを寄贈したいということで話していると思いますけど、先ほ

どの話の中に宮田委員から話がありましたように、蒲原らしいものを何か頭の中へ構想

描いてまた相談してください。お願いします。 

会長   はい、江澤委員。 

江澤委員   はい、江澤です。インターネットのことについてちょっとお伺いしたいで

すけども、会議室等でもインターネットが使えるような形をお考えなのかどうか。でき

れば使えるようにしていただけるといろいろな面でいいかなと思います。 

生涯学習推進課副参事   萩原です。今のところパソコン室に専用回線というか、ＡＤ

ＳＬか何かを引いてそこから無線で飛ばすということを考えていますので、隣ぐらいな

ら無線だから届くんですけど、ここ左右が長くて３０メートルぐらいある場所があるの

で、遠い会議室は届かないかと思います。設備の方にちょっと聞いてみたいと思います。 

江澤委員   江澤です。各部屋に一つぐらいずつちょっと端子をつけていただければあ

とは利用する人がそれにつないで利用すればいい話なので、ちょっと配線だけしていた

だけるといろいろな面で使い勝手がよくなるじゃないかなというふうに思います。 

会長   要望ですので、検討してください。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。ちょっとあれですけど、予算の関係があると思うん

ですけど、これだけの建物になってエコとか太陽電気を使うとかそういうふうな発想が

なかったんですか。屋根の上、屋上を利用する。 

生涯学習推進課副参事   萩原です。当初はあった。やりたかったんですけども、去年

１年間で鉄鋼の値上がりが、すごいことになりまして、足りなくなって補正を２億５,

０００万円ぐらいしたんです。その余裕がなくなってしまったものですから。 

戸塚（善）委員   今は下がったからいいんじゃない。 

生涯学習推進課副参事   ただ、もう議会の議決が終わってしまったので、ちょっと変

更ができない状態、済みません。 

会長   それではいいですか。これ。 

戸塚（善）委員   屋上を公園化するとかいう話もあると思うですけれどね。 

会長   はい、内藤委員。 
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内藤委員   いいですか。内藤です。この鳥瞰図というですか、これを見るとすごく新

しくできる市民センターがすごく建物の内容とかすごくイメージ的に分かると思うで

すけど、一般市民の人も今、あそこが取り壊して更地になって、どんなものができるか

すごく興味がすごくあると思うですけども、この平面図とこの鳥瞰図というんですか、

これを市民の人に回覧か何かでなるべく早くにお知らせできたらいいと思うんですけ

ど、その辺はどのように考えていますか。 

生涯学習推進課副参事   萩原です。公民館報というか、生涯学習交流館報みたいなも

のを出しているですけど、新年号にこの絵を大きさはこのままはいけないと思うですけ

れども、できる限り平面図等も含めて載せようかと相談をしているところです。 

会長   新聞でも、庵原新聞がありますけど、こういう形でかなりいっていますね。 

内藤委員   いいですか。確かに小さくは載っていると思うですけども、この平面図の

この間取りとか１階、２階、３階、これなんか、すごくなるべくもうちょっと大きくは

っきり分かり易い状態で載せていただけたらありがたいなと思うですけれども。よろし

くお願いします。 

会長   要望ですか。 

内藤委員   要望です。 

生涯学習推進課副参事   はい、分かりました。 

会長   それではこの問題については、これで終わりたいと思います。どうも担当課の

皆さん、御苦労さまでした。 

それでは、まだ時間がありますので、「蒲原駅周辺整備事業について」、これは担当課

が見えていませんので、事務局の方から説明をちょっとしてください。資料３。いいで

すか。 

蒲原支所参事   それでは、資料３、「蒲原駅周辺整備事業」、これは今お手元の資料１

の一番最後に都市基盤のＪＲ蒲原駅前の整備、これの資料であります。本来でしたら、

都市計画課が来て説明するはずだったんですけども、これは第４回のときに一応お願い

をしたんですけども、議会か何かの関係で来られなくなったということで、資料だけを

そのときに提出したものです。これを説明しろと言われても、ここに書いてあるとおり

読むしかないものですから。御勘弁いただきたいと思いますけども。 

会長   ああそうですか。それでは、例の第２次基本計画合併建設計画関連事業の中の

４ページですか、駅前ロータリーの整備ということでありますので、この内容を参考に



 

 ―２８― 

しながら、いろいろ意見を出していただきたいと思います。それでは、そういうことで、

この資料３については、読んでおいていただきたいと思います。 

それではもとに戻ります。先ほど農業公園のところまで話が終わりました。次は都市

基盤、「歴史の回廊かんばら整備事業」の中で「無電柱化事業の推進」というのがあり

ます。これについてどう要望していくかということで皆さんの意見を出してください。

これは場所は東木戸から西木戸でいいですね。考えているところは。そういう考え。皆

さんで内容の統一をしておかないと。はい。 

戸塚（善）委員   過日、関市へ行ったときかな、あのときにやっぱりあそこのところ

が３キロぐらいかな、地中化してありましたよね。だから、電柱が全然なしと。どうせ

やるんだったら、一部分でやらないで東木戸から西木戸までやるしかないんじゃないで

すか。 

会長   では、西木戸から東木戸についてその間の無電柱化事業の推進ということで、

その範囲に絞って实施してほしいということですが、实際にそこの地元の人たちは、一

時宿場町ということで、かなり宿場町を利用して町おこしをしていこうという盛り上が

ったときもあったですけど、今はどうでしょうね、その点は。地元の人たちもそれにな

お期待をしているのかどうか。 

戸塚（善）委員    正直な話、店の間ギャラリーですか、あれのときに。結局毎年同じ

ものを出すから、「今年はうちは出さないよ。」という家がやっぱりあるんですよ。だん

だん出てきて年寄りだから、やっぱり出せないよというところもあるものですから、多

少なりとも衰退はしているような感じもするんですけど、そうかといってそれで終わら

すことのないように、何とか景気を活気をつけるような何か方法を考えていかなければ

ならないと思うですけれども。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今、宿のところは、界わいは五十嵐邸とか志田邸、それからお

休み処、ＮＰＯの人たちが頑張ってくれているし、年１回の宿場まつりとかありますし、

現状を見るとある一部のというか何団体かが一生懸命頑張ってやっていると。そして、

やはり新蒲原駅から降りてあの界わい、外の町の人たちが、歩いているのを時々目にし

ますので、やはり今、若干衰退しているみたいなところもありましたけど、もっともっ

と体制を見直してというか多くの人で盛り上げていくような取り組みというのは必要

じゃないかなと思います。そして、特に由比も合併したということで、丸子からずっと
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蒲原までの７宿ですか、２峠６宿ということを一つまたぶちあげて、その辺のネットワ

ークをつくろうという動きもほかからも声がちょっと出ていますし、やはり蒲原として

せっかくある財産ですので、盛り上げて、かつそれと並行してお金も投資して、宿場の

再現というか、そのためにも無電柱化というふうなこともやりつつ、人も加わって盛り

上げる形、ぜひ必要じゃないかなというふうに思います。 

会長   そのほか。石野委員。 

石野委員   石野です。今言ったように、私もそう思います。２峠６宿ということでこ

れからネットワークでやる静岡市が中心になって観光協会などで今考えているようで

すけども、蒲原に大勢人が来て、蒲原いろいろな水産加工だとかという製品をつくって

いるけど、そういうものを大勢の人がくることによって非常に蒲原が潤っていくわけで

す。観光、蒲原は観光ということにもっと観点を置いていかないと蒲原の経済はよくな

っていかないと思うんです。大勢人が来るようにするには、やっぱりああいう１５番目

の宿をもっと無電柱化したりして安全とか景観だとかそういうものをよくしていかな

いと魅力がないと思うですよね。現在ばらばら来ていて、蒲原を通り越して由比まで行

ってしまっているけど、観光バスが。蒲原へ停まるようにするには、そういうもっと安

全で景観もよくて、さすが蒲原の人たちの思い入れを一生懸命になってやっているなと、

看板もあちこちにあると。城山もあるし、唯一の山城じゃないですか。この辺にないで

すよ、ああいう城は。そういうこともちゃんと力を入れてやっていくには、やっぱり無

電柱化とかここの看板の整備とかというものを極力、力を入れていかないと蒲原にぎわ

ってこないと思います。 

会長  そのほか。佐藤委員。 

佐藤委員  地域審議会で、どうやって具体的に持っていこうかということで、結論は、

無電柱化で持っていきますということで決まっていますので、それを否定するつもりは

ないんですけど、实際にこれを事業化してやっていこうという形になったら、非常に大

変なことになると。大変だというのは、いわゆる行政としてどういう関わりを持ってい

くのかなということです。無電柱化というのは、もちろんライフラインということは、

電気、ガス、水道ですよね。あと電話ですよね。それをトンネルを通してやるというこ

とになると、あそこの狭い旧東海道ですね、仮にやろうとしたときに、今度は地域の住

んでる方が、どういうふうに思うかなというふうなこともありまして、その一つちょっ

と心配なのは、行政としてどこまで行政が引っ張っていけるのかなということです。中
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電あり、ＮＴＴがあり、静岡ガスがありというところと、無電柱化ということは電柱の

電線だけ通すわけじゃないですから、ライフライン全部を持っていくわけですから、そ

ういうところもちょっと心配になるところかなというふうに思いました。感想です。 

会長   無電柱化事業というのが、地面の中に埋めるのか、あるいは奈良井宿みたいに

後ろに持っていくのか、方法はあると思うですよね。何が何でも下へ今、いろいろ佐藤

委員がおっしゃったようにいろいろなものが中へ入っているので、そこをまた工事して

それを入れていくというのは、かなり大変だし、聞くと１メートル６０万円かかるとか、

あの当時いろいろそういう議論も出ました。かなりお金がかかるということもあります

ので、方法はいろいろあるにしても、とにかく景観的に電柱をなくすような景観からな

くすような形にしていただくというふうな形で要望していくということも一つの方法

かなと思います。どうでしょうか。そういう形で景観的に電柱が邪魔になるので、電柱

をなくしてほしいと、方法はいろいろありますから、検討していただきたいという形で

要望していくということでどうでしょうか。はい、中山委員。 

中山委員   中山です。これからの蒲原を考えたら、やっぱり何かしなければいけない

じゃないのかなって思います。これがどういう形になるか分からないけど、やっぱり私

たちとしては蒲原のいいところは活かしていきたいなと思いますので、その一つとして、

提案するのは、いいんじゃないかなと思いますので、ぜひお願いします。 

会長   それではいいですか。一応場所としては東木戸から西木戸ぐらいの範囲ぐらい

で、景観的に電柱をなくしてほしいと。それは埋めるのが大変なら、裏側へ移動すると

か、いろんな方法があると思いまので、そういうことで要望していくということでいい

でしょうか。かなり、難しい問題とは思うですけれど、蒲原の意気として審議会の意気

込みとして要望していくということでいいですか。何か当局の方でありますか。いいで

すか。それではそういう形で。はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。小布施なんかに行きますと、すごく町並みが統一されています

よね、ただ、電柱を後ろに下げるか地面の中に埋めるかということも大事ですけれども、

宿の町並みをやっぱり維持して残していくとなると地域住民が今度家を建てるときに

洋風なモダンな家はなるべく建ててもらわないようなそういう地域住民の協力という

そういう意識もすごく大事、ですよね。玄関がこう何か昔ながらの黒いサッシみたいな

のが玄関にしてあって、その後は奥の方は、現代風のアルミサッシが入っていたりとか、

そういうふうなのも見たことがありますから、だから、ただ、電柱を埋める、後ろに引
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っ込めるということもあれですけども、そういう地域をあげてこぞっての取り組みとい

うのも考えていったら。難しいと思いますけれども。 

会長   以前、蒲原では、そういう条例をつくって残していこうよという話になったで

すけど、それができなくなって、今は引っ込んでうちを建てている人が結構出てきてい

るですね。だから、それが景観を实際には損ねているということもあるですけども、ず

らっとこう同じところにそういう景色があるじゃなくて、ぽつんぽつんと空間ができて

しまっているんですよ、实際に。八幡町、天王町歩くと。だからそういう縛りを前に条

例でしようと思ったですけど、なかなか難しかったという経過はあります。 

内藤委員   例えば、今五十嵐邸の向かいのお宅がすごくモダンな感じのうちが建って

いますね。やっぱり、宿の町並みにはふさわしくないような景観の不つり合いの、なか

なか難しいと思いますけれども。 

稲葉委員   稲葉です。内藤委員、それは理想としては、条例がきちっとできて小布施

とか奈良井宿とかあそこまでいけばいいと思うですけど、長い歴史の中で、そこまでい

ってないわけです。だけど、といって何もないわけでなくて、町並みの会とかいろんな

ところがすごく頑張って、１軒、１軒交渉したり、表彰したりして、今、格子の家を残

そうという運動をここ４、５年やっているわけです。それにどれだけ、個人のお宅がの

ってくるかどうかであって、といってその建て方ではだめだとかいうことは言えないわ

けです。ですから、あまり強制することはできない。だけど、そういう理解をしてもら

えるようにいろいろなＮＰＯの取り組みもしていますし、建物相談ということもしてい

ますし、いろいろな人たちが非常に協力的に家を改造するにしても、前をそんなふうな

ものに残すような動きもありますし。だから、大々的に何をこうしようと言ってもそれ

は非常に難しいと思うので、今の細々ながらもそういう気持ちでみんなが動いていると

ころにより多くの人が関心を持ってやってくれることを願うというところですかね。今

まで何もないということはないと思います。そこにもし市が、蒲原の宿ということを景

観条例か何かでもっとこうしようということでお金が投入されてそういう対象のとこ

ろにはこれだけの補助を出すよとかそういうところまでもっていったら、また動きは違

うとは思いますけど。私もやはりこういう無電柱化だとか、いろんな環境整備をして景

観条例というふうなものでのって、あそこがやはりさすが蒲原地区だなというふうにな

れば一番いいがなとは思いますけれども、それにはやはり地域、地区というか、そうい

う人たちの関心というのが一番大事だと思いますけれども。お金だけではないという意
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見です。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。この地中化の問題も今、町並みの景観なども会長が言ったよう

に以前、そういう経過はあるわけです。色までどうだっていう話も出たです。色を統一

してしまおうという形で。そういうなかで進んできたですけれど、なかなか理解を得る

のも難しいだろうという形になって、それから今度は家を建て替えるようになってきて

しまったんです。そうすると間口が御存じのように二間とかそんな家が多いわけよね。

そうすると奥行きが長いので、一家に車が一人１台の時代ですので、駐車場を設けるよ

うになってしまったので、内藤さんが言うのも分かるんです。足袋屋のうちにもお願い

したんです。あそこ、もうつぶしてしまうという話になったので、ぜひ残してくれと。

前だけでいいから残してくれということで。そういうお願いもうちを見て、これはおい

ておきたいなというのはお願いもしてきて、理解を得るというのはやっぱりこれから大

事じゃないかなというふうに思います。ですから、この蒲原の東木戸から西木戸が、い

わゆる江戸時代からの名残のある町だよと。町並みだよということをみんなで意識を持

つというような形を持っていかないと稲葉委員が言うように、なかなか世間に広めるこ

とはできないじゃないかなと思います。ですから、地中化することも結構です。計画の

中に入れましょう、そして歴史ある形を残すということもみんなに理解を得ていくとい

う形を持っていかないとなかなか難しいのかなと思います。 

一つ、私も前にも言ったことがあるんですけど、２峠６宿ですよね。日本全国お菓子

屋がない町は、蒲原です。和菓子とかそういうのを作っているお店が１軒もないのは。

これ珍しいですよ。それで由比で夜之雪のお菓子売っているんです。それをお土産に視

察へ持っていくというような形なんですよ。それが僊菓堂があったときはあったけど、

あそこで最後になってしまったので、そういうものが地域としてある、こういうところ

があるんだよと。市場はあるわけですから、６宿の中からもし自治会とかそういうので、

何かあった場合にどうだろうかと、一つ名物をつくってくださいというような形で西木

戸から東木戸の間にやっぱり、桜エビ、シラス、海産物も大事です。だけど、そういう

ものもやっぱり、名物というものを一つつくっておくこともなかなか大事じゃないかな

と私は思うですよ。これは地中化とは余分な話ですけど。ですけど地中化とか電信柱を

奥へ引っ込めるとか、これはどういう方法が一番安くあがるかということ。それで景観

がよくなって、人が大勢来てくれるような活気ある通りをつくるということが私、大事
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だと思います。 

以上です。 

会長   分かりました。はい、戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   戸塚正彦ですけど、ここにちょっと下の方に観光案内看板等の整備

と書いてあるですけれど私も前に言ったことがあるんですけど、東木戸、西木戸へと入

れば、それなりに分かるんですけれども、県道沿いとかそれから国１からの案内板、本

当に少ないと思うですよ。この辺からまず、手始めに進めていってもらいたいと思うで

すけれど、そういう形で。これもぜひ要望ですけど、お願いいたします。 

会長   はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。一言です。今度、あそこの道なんて言いますか、バイパスから

下ってきて、新しくできた陸橋、県沿いにどんとぶち当たると前に楽座の看板があって、

由比の広重のものもあると。蒲原がないから、そのためにも、まず、そこに楽座はちょ

っと東側に移ってもらって真ん中にどんとやはり蒲原の宿とか、絶対に必要だなと。そ

の辺でないと、幾ら大型観光バスが来ても富士川と由比に別れてしまうんで。そういう

こともどこへどう言っていけば、それができるのかちょっと分からないですけどね。 

会長   観光案内看板等だから、いいですよ。それで入れておくと。これはもう、以前

ありましたね。上原東線は蒲原地域のために造ったんじゃないんだと。富士川町と由比

町のために造ったというような話もありまして、議会でいろいろ問題になりました。实

際に看板は二つしかなくて、蒲原のものがないと。そういう内容もあるということです。

これについては、そういうことで要望していくと。今の内容がよく分かりましたので、

とにかく、町おこしのために案内看板とか電柱の無電柱化と、そういうことについて、

努力してほしいということでいいですね。皆さんの思いはよく分かりました。 

次に、４時過ぎましたけど、どうします。４時半ぐらいまでやりますか。いい。それ

じゃあ、これで、今回はこれで終わりにします。ただ、ここの特に№５８の蛭沢通線と

か、ガードの問題とか六千坪の問題、これは大きな問題ですから、十分皆さん次の審議

会までに考えて、いい要望書ができるようにお願いしたいと思います。それでは、第６

回審議会はこれで終了にしたいと思いますけど、その他、まずそちらから。どうぞ。 

原支所長   いいですか、私の方から。蒲原支所の原です。これは情報提供という形で

皆さんに御報告させていただきますけれども、实は、合併後、１８年の合併の福祉サー

ビスを特に充实したいという考え方の中で、毎月２回ずつ年金相談、結局１２カ月あり
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ますので、年２４回、やっていたわけでございます。年金相談という形であってもこれ

は社会保険庁のもとの職員が出てきて、市の事務の仕事としては国民年金だけが社会保

険の中では対象になるわけですが、国民年金だけもらっていて、社会保険もそれ以外の

給付年金をもらってないということは普通考えにくくて、一体となって申請手続ができ

るという便宜を図ってまいりました。これは今年度も实は、やっておるわけですけれど

も、社会保険庁のこれは清水の方の事務所から所長がみずから出向きまして、实は今現

在やってくださってる方が来年の３月でもってこの仕事を辞めると、こういう意向が示

されておって、实はまだ後任が決まらないんだと。そうしますと、これ、来年の４月以

降、年金相談が事实上、人がいなくてできないとこういう状況が出てくる可能性がござ

います。私どもは特に蒲原・由比はそのような具体的な影響を受けることになりますの

で、蒲原と由比を一体にして今後もこういう内容のものを続けてほしいとこういう要望

を申し上げました。今現在、社会保険事務所も人探しという形で動くということでは、

お願いをしてそのように動いてはきてくださっているわけでございますけれども、来年

に向けて１月、２月、３月とこの間はあと６回あるわけですけれども、もし、これがで

きなくなると困るということで、強く要望していると。それでそこら辺の答えが欲しい

と、これを投げかけてあるということをちょっとこの場をお借りして御報告させていた

だきます。 

以上、この件に関しては以上でございます。 

会長   では経過については次の審議会で分かりましたら、経過を報告してください。

よろしくお願いします。 

蒲原支所参事   あとは、次の地域審議会の日程ですけども。 

会長   ちょっと待ってください。戸塚善久委員の方から、何か一つあるということで。

簡単にお願いします。 

戸塚（善）委員    新規事業の提案で皆さんの御賛同を得たいと思います。去る１１月

２日蒲原地区戦没者慰霊祭法要が八幡町龍雲寺で例年どおり、多くの関係各位、遺族の

皆様の御出席をいただき滞りなく行われました。会場につきましては、寺院が当番制で

引き受けていただきます。式典終了後、例年通り和歌宮神社境内に鎮座しております蒲

原地区戦没者忠霊塔の清掃を会長以下、地区役員で行い、終了後、遺族代表として正式

参拝し、これで慰霊祭が終了しました。その席で会長より、蒲原地区の忠霊塔が神社に

居候しています。そのためか忠霊塔の存在が地区住民に知れ渡っていないことの反省も
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含め、市有地に移転していただきたいとの提案がありました。これは全役員が、賛同い

たしました。今年度は静岡市長より、始めて追悼の言葉をいただき、私代読いたしまし

た。その中に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りました。同感です。

そのための忠霊塔と考えます。１日も早く市有地に移転していただき、地区住民のふれ

あい公園的広場、災害非難等あわせてつくっていただきますよう新規事業に組み入れて

いただきたくお願い申し上げます。 

以上です。 

会長   今、新しい事業として出てきました。これについてはまた、次の審議会でいろ

いろ質問があると思います。例えば、今どういう市と働きかけをしているだとかいろい

ろあると思いますので、皆さんの質問、意見を受けながら、これは非常に独特な提案で

すので、また皆さん十分お考えの上、意見を出していただきたいと思います。 

戸塚（善）委員   よろしくお願いします。 

会長   これは次の審議会の宿題ということでよろしくお願いします。 

それでは、次の日程について。 

蒲原支所参事   あと地域審議会も２回ほどあります。一応１月、２月を予定しており

ますけれども、１月の予定につきましては、２６日か２７日ごろお願いしたいというこ

とでどうでしょうか。２６日が月曜日、２７日が火曜日でございます。 

戸塚（善）委員   どっちか決めてしまう。 

蒲原支所参事   ここで決められたら、お願いしたいと思います。 

会長   ２６か２７。月曜日か火曜日。火曜日。じゃあ、２７日ということでいいです

か。予定を入れといてください。第７回地域審議会、１月２７日１４時から。この会場

でということで。予定を入れといてください。じゃあ、長時間にわたって、検討御苦労

さまでした。 

なお、本日の会議録の署名は名簿順に佐藤 昇委員にお願いします。第６回審議会を

これで終わります。どうも御苦労さんでした。 

（午後４時１５分 閉会） 

会  長 

署名委員 


