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平成２０年度第８回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２１年２月２７日（金） １３時３０分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所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、片瀬（正）委員、草谷委員、 

佐藤委員、寺門委員、戸塚（善）委員、内藤委員、 

中島委員、野村委員、石野委員、磯部委員、 

江澤委員、中山委員 

（鈴木委員、戸塚（正）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）静岡市・蒲原町合併建設計画にかかる要望書について 

 （２）その他 
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蒲原支所参事   皆さんこんにちは。 

定刻になりましたので、ただいまから平成２０年度第８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、御出席いただきまして、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、鈴木委員と戸塚正彦委員から欠席の

連絡をいただいております。 

それから、中島委員、石野委員が少し遅れるということで現在１５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、まず配付資料の確認をお願いいたします。配付資料は、資料１「要望書

（案）」でございます。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、こんにちは。 

雨の中を御出席していただきまして、ありがとうございます。 

平成２０年度の最後の審議会になります。この１年間は建設計画の中で、予算化さ

れていない事業について、平成２２年から始まります第２次基本計画の中に登載すべ

く、どの事業を登載していくかということで検討してきました。 

結果としては、合併建設計画登載事業８件、合併建設計画関連事業４件、その他２

件ということで要望していこうと前回の審議会で決まりました。 

そして２０年度の最後のこの審議会で、この要望書を最終的に検討し決めていくと

いうことです。 

皆さんのお手元に要望書（案）というのがいっていると思いますけれども、この要

望書（案）を十分今日検討していただいて、地域審議会として立派な要望書として、

つくりあげていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上

です。 

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。 

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
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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３時３０分ごろの終了予定ですので、御協力

をお願いいたします。 

  それでは、議事の（１）「静岡市・蒲原町合併建設計画等にかかわる要望書につい

て」を議題といたします。 

１月２７日の第７回地域審議会で第２次基本計画登載要望事業の確認が終了しまし

たので、本日は、静岡市長あてに提出する要望書の文章について審議していきたいと

思います。 

事務局の方で資料１のとおり、要望書（案）を考えてもらいましたので、文書内容

について委員の皆様の御意見をいただきたいと思います。また、要望事業の位置図も

作成してもらいましたので、ごらんいただきたいと思います。 

それでは、要望書に沿って進めていきます。 

要望書を見てください。 

まず、小嶋市長あてに出すこの文章、「静岡市・蒲原町合併建設計画等にかかる要

望書について」ということで、既に二、三日前に皆さんのお手元へと届いております

ので、もう読んできていただいたと思います。この文章について、何か問題あるなら

出してください。 

どうですか、この文章でいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   では、文章としてはこういう文章で要望書を提出いたします。 

それでは、一つ一つ要望する内容について検討していきたいと思います。審議して

いきます。 

まず、合併建設計画登載事業、生活環境。 

１、「生活排水対策事業、清潔で快適な生活環境を築くため、公共下水道事業の早

期実施」と、こういう要望をしていきたいと思いますけれども、どうです。何か意見

ありますか。いいですか。 

はい、それでは石野委員。 

石野委員   この２の公園の整備。 

会長   まだちょっと待ってください。今、公共下水道事業の方を皆さんに聞いてお

ります。 
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  次に、２番をやりますので。はい、江澤委員。 

江澤委員   江澤です。１番ですけれど、前にもちょっと言っていたですけど、蒲原

町の時代に計画があるなら、何かその辺を活かしてというような何か文言が入った方

がいいかなと思ったりもするんですが、そんなことは必要ないでしょうか。 

会長   蒲原町時代に、いろいろ３町で話し合った中で案が出ていたですけれども、

ただその後、この前の審議会の中では、かなり情勢が変わってきているということも

あって、新しくこういう公共下水道事業を検討していくということで、その中で公共

下水道か、合併浄化槽かということも一、二年の間には結論を出したいというふうな

話もありましたので、これは改めて仕切るということでどうでしょうか、江澤委員、

いいですか。 

江澤委員   はい。 

会長   そのほかはどうでしょう。いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは、２に移ります。 

  ２、「公園の整備、富士川緑地公園北側河川敷（富士由比バイパス北側）の整備計画

調査の実施」となっています。 

  石野委員。 

石野委員   石野です。前回、話し合われたですけど、第１次基本計画に登載されて

いない投資的事業の整備の４番、６番、７番。 

会長   前回のですね。 

石野委員   資料２です。これ前回いただいたか僕はちょっと記憶にないですけれど、

第１次基本計画に登載されていない投資的事業の整理という表をいただきましたけど、

その４番は、河川敷を緑地として整備する。６番は、富士川緑地公園を道の駅的構想

としてイベント広場の設置。７番は、富士川河口に野鳥観察場所の設置と。その表を

見ると「４と６と７は一括した総合開発として、富士川河川敷環境整備事業として登

載を要望する。」というコメントがありますので、この文言の中にできれば、今言っ

た緑地、イベント広場、野鳥の観察などの計画をするために調査するとか、何かそう

いう言葉が入らないでしょうか。 

会長   あの私に聞いているわけですか。 

石野委員   私としては、それを入れる方が計画の観点が入るので、入れたらどうか
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なと考えました。ただ、整備といっても、観点が示されていないので、私たち審議会

としては、あそこを緑地、それからイベンド広場、野鳥を観察する場所、ということ

ができるような整備をしてもらいたいということだと思いますので、私はそう考えま

した。 

会長   第７回の審議会の中で、いろいろの意見が出ました。野鳥のための看板を設

置とかというのは、これは５，０００万円以下で可能じゃないかということで、それ

についてはいいだろうと。 

それから、北側のこの河川敷については、まず何に使うにしても、今のグランド状

態ではよくないと、道路もだめだと、前回の議事録にあります、私全部読んでありま

すけど、そういうことから、まずあそこの整備をしっかりしようと、そのあとでどう

いうふうに使っていくかということについては、また審議会で要望していこうという

ことで、最終的な結論が出ております。ですから、今度の公園の整備については、整

備計画、調査というのは、ここちょっと引っかかるところですけれども、そういうこ

とであそこをとにかくまずしっかりと整備しようと、そういう要望をしていこうとい

うことで結論が出ましたので、こういう文章になっているのかなと、私はこの文章に

ついてはそう解釈しています。 

石野委員   そういうことがちゃんと抑えられているならば分かりました。 

会長   第７回審議会の中で、かなりこれ議論したんですけど、最終的にはそれでい

いだろうということになりまして、こういう文章の案が出ていると思うんですけれど

も、その点も含めて何か問題があるようなら出してください。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。ここのところは整備計画調査の実施というと、要するに調査

だけでというか、終わりそうな感じがするんですけれども、非常に大きなまた何十年

もかかるような大きなものであれば、まずは調査をして、それから実施ということに

なると思うですけど、「このくらいの」と言ったら失礼ですけど、公園の整備という

ことであれば、整備計画の調査及びその早期実施とかというところまで記述してしま

ってもいいんじゃないのかなというふうに考えます。 

会長   どうですか。整備計画調査及び早期実施、整備の早期実施そうですね。 

稲葉委員   整備計画の調査及び早期実施とか。 

戸塚（善）委員   何を実施するんですか。 
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稲葉委員   整備を実施する。だから、第一段階。 

戸塚（善）委員   その後の方は出てないということでしょう、要するに。整備して

何をするかということでしょう。整備だけじゃないでしょう。 

稲葉委員   整備計画。 

会長   どうも戸塚善久委員は手を挙げて発言しないものですから、その点をしっか

りやってください。はい、どうぞ。稲葉さん。 

稲葉委員   稲葉です。私はこの原文ですと、整備計画調査を実施するだけになって

しまうので、まず整備計画、どういうふうな攻めができるかの調査をして、かつ、そ

れに基づいて実施してくれというところまで記述した方がいいじゃないかと思います。 

会長   石野委員。 

石野委員   私は、その調査という言葉が後に来ているのはおかしいと思うので、先

に調査してそれで計画をつくるわけですね、実際には。だから調査、整備、整備の実

施と言葉がちょっとその文言がおかしいんじゃないですか。調査を先にして計画する

んじゃないですか、普通は。 

  これだけだと、調査で終わってしまうじゃないか思う。 

会長   だから調査もするけれども、その調査が終わったら、その調査に基づいて早

期整備の実施ということですよね。 

 河川敷の調査と整備の実施ということですか。 

  先ほど、石野委員の質問に対して、とりあえず整備をしようと、それをまずさせよう

ということで、この前まとまったものですから、そのあと、例えばあそこにテント村

をつくるのか、そういうものについては、また審議会の中で具体的な内容を提案して

いこうということで、とにかく今荒れているよと、車の通る道があんな石ころだらけ

では困るよと、まずあそこを整備して、それからにしようということで前回の審議会

で決まったものですからね、だからこういう内容になっていると思うんです。 

  だれか、ちょっとこの文章を、はい、宮田委員。 

宮田委員   宮田です。とりあえず、この整備の件についてやるということですから、

整備の調査ということじゃないですかね。だから、これはこれでいいと思うんですけ

どね。何かをやることを前提に調査をするんだから、調査した上でその何々へ計画す

るとかということをやっていくのが、これの基のあれじゃないかと思うんですけれど

も、調査が基になると思うんですけど。 
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会長   石野委員。 

石野委員  宮田委員がおっしゃるとおりですので、調査・整備の実施でいいじゃない

ですか。すっきりするじゃないですか。 

会長   調査でちょんとこう入れて。 

石野委員   中ぽつを入れて。 

会長   それで、整備の実施。 

石野委員   整備の実施。 

会長   そうしますか、どうですか皆さん。 

石野委員   調査が。 

会長   まず調査をする。 

  はい、中山委員。 

中山委員   はい、中山です。結局あそこは、整備はしてほしいということと、調査

もしてほしいという両方をお願いしたいということですよね。 

会長   今の現状とか、あるいはどういうものをつくったらいいかということについ

て、まずいろいろ調査して、それから整備をしていこうと。だからその整備計画をつ

くるわけですね、まず調査をしてからそれで整備をするということだと思うんですよ。

どうですかその辺、ちょっと考えがありましたら出してください。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。 

  この文章ですけれども、もう少しわかりやすい言葉で表現しますと、整備計画づくり

とその実施とか、要するに計画を所管課が作成した上で例えば緑地がいいのか、スポ

ーツ的な使用がいいのか、はたまたイベント広場がいいのかという、その調査をまず

してそのあとに整備をしていくという順番になると思いますので、その具体的な方向

性が審議会としてはいろいろ出たということで、まず最初に調査をやってほしい、と

いうような要望の趣旨ですけども、この整備計画調査の実施というのが分かりづらい

ということであれば、整備計画づくり及びその早期実施とか、そういうような形にな

るのかなとは思いますけれども、いかがでしょうか。 

会長   整備計画づくりとその早期実施。及びなどと入れなくてもいいじゃないです

か。はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。今の件ですけれども、それほどそれに対して執着する必要は

ないと思うですけれども、大枠の２番の中でね、公園の整備とうたってあるので、整
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備をしてくださいということじゃないですか。だからその意味でもその整備計画の調

査というのが、その前の段階でやることは分かっているので、この文章で私はいいと

思うですけれども。 

会長   中島委員。 

中島委員   改めてね、これを変える必要があるかないか。今言ったようにね、公園

の整備とうたってあるんだから、それに対してこういう調査と整備を行っていただき

たいということでいいんじゃないかと感じます。 

会長   皆さんどうでしよう。 

  寺門委員。 

寺門委員   ちょっと天野さん教えて。これをね、公園の整備になっていて、この文

章でそのままいきますよね、そうした場合に課の人たち、ほかの課いろいろな課から

どういう内容だと聞かれたときには、それをあなたたちがフォローすることはできる

わけですね。どうですか。 

総務・防災課統括主幹   天野です。それはできます。これだけだと分からないもの

ですからね、私達が直接伺って、こういう趣旨だよというのは口頭で説明した上で、

その方向の回答をもらうとか、そういう運びになると思います。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   今、天野さんから話がありましたけど、要するに内容的にはフォローす

る部分が担当課としてはあるよと、してくれるという話ですからね、これでいきまし

ょう、いいんじゃないですか。 

会長    どうですか。ここでいろいろ議論した内容は、担当者の方がよく分かって

くれているから、当然そういう説明もしてくれるだろうということで、この内容でど

うだろうかということです。どうですか、いいですか、はい。 

  それでは、天野さん。 

総務・防災課統括主幹   天野です。それではですね、「の」の位置をですね、変え

た方が分かり易いという気がちょっとしたものですから、整備計画調査のというのが

ですね、整備計画「の」調査実施、これだったらもう少し分かり易いと思います。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   今の形でいきましょう、お願いします。 

会長   いいですね。それでは産業・経済にいきます。 
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  ３番、「海洋深層水利用の可能性調査の実施」、これはどうですか。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。こういうところに書く文章の前提というのかな、要は、ここ

は第２次総合計画に登載してくださいと、予算とってお金をつけてくださいというこ

となので、そのときに例えば、調査の実施ということだけで載せた場合に、調査だけ

に終わって、そのあとの調査の結果、こういうふうにやろうじゃないかという考えが

生まれたときに、その第２次総合計画にもう既に調査に載っているから、それは順次、

予算を立ててやっていくというふうにつながっていくものですか、考え方として。 

  あとになってから、第２次総合計画に調査の実施ということで載っているから調査し

たよと、だけどそのとき、調査した結果、実施してくれというところに載っていない

から、それには手は出せないよみたいなことになってくると、そこがちょっと心配だ

ったったんですけど。これはほかのところにも関わってくると思うんですが、調査と

いうことだけの。 

会長   ちょっと、待ってください。何か今の発言に対してありますか。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。ここは、皆さんのお手元に合併

建設計画があると思いますけれども、その中の産業・経済の中に、このものずばりが

登載されているわけでして、海洋深層水利用の可能性調査ということが載っています

ので、その事業化されてないものですから、その実施をしてくれと、まずは合併建設

計画登載事業にもそのものずばり入っているものを要望しますということで、あえて

その先のですね、実施まではここでは記載しなかったんですけれども。 

  あと、その調査のですね、内容を見た上でということじゃないんでしょうか。 

会長   はい、稲葉委員。 

稲葉委員   はい、稲葉です。その調査の結果を見た上で、場合によっては非常に大

きな投資をして実行に移すというときには、その部分というのは改めて第何次総合計

画とか、そういうところへ明確に登載していかなければいけないということなのか、

これがもう既に載れば定めるということですか、違うですか。 

  私の質問がおかしいですか。ちょっと分からないですが。 

会長   一忚、審議会としては調査の実施を第２次基本計画の中に入れてしてもらう

という要望を出しているんだから、その結果は当然審議会の中へと報告されているん

ですよね。そのときに例えば、利用の可能性薄いよと、やめると言ったときに、いや
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そんなことないよと、地域審議会としては、それは可能性は十分あると思っているよ

という意見がまた出てきたら、また議論すればいいし、そのまま利用の可能性はある

よと、ちゃんと予算化してこれでいいですねという話になってくるんじゃないでしょ

うかね。まず調査の実施をすると、いうことだと思うんですよ。だから、必ず回答を

もらわなければまずいですよね、要望していくんだから。それでいいじゃないかと思

うんですが、どうですか。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。さっき天野さんが言ったように、これ建設計画の中に載って

いるわけですよね。だけど、これはただ載っているだけで、実施をすることによって

前に進むという話になるわけですよね。だから、実施して今会長が言ったように、ど

ういうふうな形の返事が出てくるかという問題もあるわけですけど、その辺が出たと

きに、我々の審議会ではこういうふうな形で利用計画、利用することができるよとい

うようなものをですね、しっかりした意見を出していけば、軌道にのるというんです

か、その建設計画が実行されると、そういうところまで行くような気がするんですけ

どもね。やっぱり順番がこれあると思うんですよ。ですから、まずこれ実施という形

で調査をしてもらって、これが第一歩で、次からどういうふうな形になっていくかと

いうことやっておけばいいかと思うですけど、どうでしょうか。 

会長   いいですか。じゃこれについても、この文章で要望すると、いいですか。 

４番、「農業公園等の整備」、県営畑地帯総合整備事業における非農業用地を自然を

体感できる癒しの場、農業を体験できる場、地元産品のＰＲの場などへの活用。 

  特に提案者の方は、何か御意見があれば特に出していただいて、ほかの人の御意見も

どうぞ。 

片瀬（正）委員   片瀬です。私はこのような言い方をしていましたので、これでい

いと思います。 

会長   はい、分かりました。そのほかどうでしょう。 

  はい、江澤委員。 

江澤委員   江澤です。活用って、ちょっとあいまいな感じがするですけれど、活用

するための施設をつくるとか、何かそういう形の方がいいんじゃないかと思いますが。 

会長   私ばかり発言して申しわけないですけれど、実際に片瀬委員の方からこの農

業公園等の整備の中では、建物を造るという提案もなされていますので、例えば、農
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業の体験をしたあと、汗を流すためのシャワーを浴びれるような建物の棟を造るとか、

あるいは物産、地元産品の売る場を造るとか、そういう建物を建てるという提案もあ

りますので、そういうことを前提に言っていると私は思っています。はい。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。４番ですけど、これ農業公園等の整備という形でうたってあ

るわけですから、この下の部分は、それを整備してどのような利用をしていくかとい

う形で書いてあるわけですから、目的が記されているわけですよね。ですからこれで

いいと思います。 

会長   久保田委員。 

久保田委員   久保田です。私が聞いているところでは、大分この仕事はずるずるべ

ったりで延びていると思うんです。いつ完了して、いつどういうように使うのかとい

うことが、どうもはっきりしていないと。これとこれはいつまでにとか、ここからこ

こまで何というか、もう少しいこうとかね、そういうような区分けというものはこう

いうところで出てくるんですか。 

会長   ちょっと片瀬委員、そこらについての経過を説明してください。 

片瀬（正）委員   片瀬です。この経過についてはですね、もう２回ほどこの場で説

明をさせてもらっていると思います。延びた理由というのは、やはり地元に反対者が

いた。それから、反対者といいますか相続の関係でなかなか賛同を得られなかったと。

あるいは、予算がつかないとなかなか工事が進まないとか、そういう要素が非常に多

くて、本来であれば５年間で整備をするというような当初は事業計画があったことは

事実です。 

  そうした中で、あと３年ぐらいで、農免道路に予算がついて、それが完成するととも

に、農地整備の方もほぼ完成するだろうと、予算がつかなければそれは（不明）なん

ですけども、そういうことを前提とした中で、もうこうした非農用地の活用について

考えていかなければいけないし、せっかくの農業、農地の周りですので、農業を主体

とした施設をつくってほしいというような要望で、これを掲げてきたわけです。以上

です。 

会長   いいですか、久保田委員。 

  ３年目を目途に、これはもうつくると。 

  寺門委員。 
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寺門委員   寺門です。この間、１月の２７日の日に片瀬委員の方から話がありまし

て、農免道路が２１年に完成しますよと、そのあと平成２３年３月に市の方に非農用

地を買ってもらって、それを実施に移すという形ですから、計画は見えていると思う

んですよ。それが遅れるか、遅れないかというのは分かりませんけれど、できるだけ

これは２３年３月で市が買い上げた時点で、もう実行していただくというような形で

持っていったらどうですか。私はそう思います。 

会長   経過としては、そういう経過があるわけですけれども、この農業公園等の整

備ということで、こういう目的で使いたいから早く整備してほしいという要望ですけ

れども、どうでしょう、それでいいかどうか、この文章で。 

  寺門委員。 

寺門委員   寺門です。さっき言ったように、もう整備という形で大きくうたってあ

るわけですから、目的がこういう目的ですという内容になっていますから、これでよ

ろしいかと思います。 

会長   どうですか、意見があったらどしどし出してください。いいですか。 

  寺門委員。 

寺門委員  もう１点。片瀬委員、これ地元産品のＰＲの場というのは、これ建物など

も含まれるというような形で考えていいでしょう。 

会長   片瀬委員。 

片瀬（正）委員  片瀬です。おっしゃるとおりです。ただ、地場産品のＰＲという部

分はですね、農業を体験できる場、あるいは子供たちが来て、できた人参のジュース

をつくるというような加工的な部分の施設も含めたことを要望してあります。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。そういう内容ですから、またこういう担当課へ話をするとき

には、そういう形で、内容をフォローしていただくというような形にしていったらど

うでしょうか。以上です。 

会長   はい、石野委員。 

石野委員   石野です。質問ですけれど、こういう農業公園に行くアクセス道路です

ね、そういうこともこの中に含めて考えた方がいいんじゃないですか。 

会長   片瀬委員。 

片瀬（正）委員 片瀬です。中尾羽根からですね、農免道路につながるアクセス道路を
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造ってほしいという要望もですね、この公園をつくる際に一緒に上げてあります。 

会長   いいですか。 

石野委員   それはこの文面の中で分かります。 

会長   はい、石野委員。 

石野委員   この文面の中には、その言葉が入ってないんですけど、アクセス道路の

整備という言葉も入れた方がいいんじゃないかなと私は思いました。 

会長   佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。ちょっと確認、会長にちょっと確認をお願いしたいんですが、

飛んで申し上げないんですけど、項目でいうと９項の産業・経済の中に「神沢農道整

備」というのがありますよね。それが今、石野委員が言われている部分と関連してい

るんではないかなという気がするんですが、その辺はどうでしょうか。 

会長   当初、出たのが青山荘から上がるというものでしたが、西の方がないという

ことで、神沢の農道を整備してほしいというふうな意見があったわけですね。現実的

には家が建ってしまっているし、それが若干、内容が変化してきて、狭いですけれど

もすれ違えればいいんだけど、すれ違えるところもないから、そういう整備をしてほ

しいというふうに内容が変わっていったんですね。それでこういう内容になったとい

うことです。 

  片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。先ほど議論している件についてはですね、６番の道路

整備の中の１番の蛭沢通線の整備２段目に農業公園への観光の利便性というところに

も出ていますからね。これ関連していますから、これが中尾羽根からのアクセス道路

に関連しているんじゃないかと思いますから、今までの議論の中の話そのままでいい

んじゃないかと思います。以上です。 

会長   どうですか、石野委員。 

石野委員   確かにそうですけど、それならばなおさらのこと、その公園のところに

アクセス道路の整備という言葉も入れておけば、相乗関係が出てくると思うんですけ

ど、こっちでうたってないのに、公園の方で。別の方で言っていると弱いと思うんで

すよ。 

会長   まあいろいろ意見出してください。 

石野委員   例えば、西小学校の子供が、あそこへ行きたいときに中尾羽根を通って
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ずっと行けるようにすれば、すごいそこ活用がね、しやすいと思うですよ。公園まで

は来るですよ、西小の子供たちが１年生、２年生、総合学習で。そこから上は道がな

いから行かない、そういうこともあるので市民が利用しやすいようなアクセス道路を

考えるべきです。遠くから観光バスで来るのは基幹道路を使えばいいんであって、も

っと生活者の人たちが使えるような公園にならないと、造っただけで終わってしまい

ませんか。 

会長   農業公園の整備の件、農業公園などだから、そのアクセス道路も入れた方が

いいだろうという考えですね。 

  寺門委員。 

寺門委員   寺門です。石野委員の言うこと最もだと思うんですよ。ですから、この

県営畑地帯総合整備事業の前に農業公園へのアクセス道路整備、アクセス道路整備で

すか、それを入れてそのあと文章をうまくつなげていけば１行入れることによって、

インパクトが出てくるんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。 

会長   ちょっと、今までと変わった内容が出てきました。アクセス道路の整備とい

うもの入れたらどうだと。どうですか皆さんの意見出してください。時間も限られて

いますので。 

  提案者であります、片瀬委員何かありますか。 

片瀬（正）委員   片瀬です。農業公園等の整備という部分でありますので、一番最

後に、地元産品のＰＲの場などへの活用とアクセス道路の整備という部分を、じゃあ

つけ加えていただければ、等の中に含まれるかなと思いますけど。 

会長   どうですか。いいですか。このアクセス道路の整備というのは、もう既に要

望書を出してあるですね。 

片瀬(正)委員   はい、あります。 

会長   そういうことでいいですか。それじゃそういうことにいたします。「などへ

の活用とアクセス道路の整備」と、いいですね。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは４まで終わりました。 

都市基盤へいきます。 

  ５、「歴史の回廊かんばら整備事業」 

  （１）国道、県道からの観光案内看板等の整備。 



 

 ―１５― 

（１）はどうですか。今日ちょっと提案者休んでいますので、皆さんの意見を聞か

せてください。いいですか、はい。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃ（２）無電柱化の推進（旧東海道蒲原宿の西木戸から東木戸間）これは

どうですか。 

  いいですか、はい。よければいいと言ってください。時間的な問題がある。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは６にいきます。「道路の整備」。 

  主要幹線道路の整備 

  （１）蛭沢通線ですか、蛭沢通線の整備。 

  ＪＲ東海道線と平面交差により都市計画決定されている蛭沢通線については、農業公

園等への観光の利便性や災害時における市街地からバイパスへの緊急避難などの南北

の交通の要として、ＪＲを跨いでバイパスと直結する道路として整備。 

  どうですか、はい、片瀬委員。 

片瀬(幸)委員   片瀬です。このＪＲ東海道線と平面交差と書いてありますけど、こ

れは立体交差の方がいいんではないかなと思いますけど、いかがなものでしょうか。 

会長   都市計画道路としての決定は平面交差だけ。 

片瀬（幸）委員   ああ、そうですか。 

会長   ですから、平面交差にしてあるんですけど、それを立体交差にしてほしいと

いうことですよね。 

  おかしかったらボタン押して指摘してください。 

  はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。この中で、災害時における市街地からバイパスへの緊急避難

などのということで、この場合バイパスと直にこの蛭沢通線が連結しているとそうい

うふうなことも考えられるんですけれども、ただ山道から浜道へぴょんと行っただけ

の状態で、バイパスへの緊急避難というふうな、ちょっとぴんとこないような気がす

るですけれども、その辺は。 

会長   あと読んでください。ＪＲを跨いでバイパスと直結すると思って整備してほ

しいということですから、この道路はバイパスと直結する道路にしてほしいという要

望を出しています。 
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内藤委員   これは、最終的にバイパスに直結するというふうに決まったのでしょう

か。 

会長   これらの確認はどうですか。 

内藤委員   私の受け取り方は、バイパスへ直結するというふうにはまだ受け取って

いなかったものですから、ちょっとこの文言が引っかかったものですから、今ちょっ

と言わせてもらったんですけれども。 

会長   皆さん、どう受け取りました。意見あったら。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。私はこの蛭沢通線はＪＲを跨いで浜通線に下りていくという

ことによって、蒲原地区内の南北をスムーズに往来したいという考えが前回まであっ

たと思いますので、逆にバイパスに直結してしまうと、全部バイパスに乗ってしまっ

て、蒲原地区内での交通、利便性、便利さというか、余り寄与しないと思いますので、

私は浜通りという認識でいましたけど、どうですか。 

会長   どうですか、バイパスではなくて南北線とじゃなくて、浜通りと直結すると

いう内容ですか、どうですか。 

  はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。今までのお話を総合して解釈すると、バイパスへ直結

するという話は、合併建設計画登載事業の中にはそういうふうな格好で載っていたか

もしれませんけど、それはなかなか困難ということで、とりあえずは何ですか、神沢

白銀線というんですか、その道路へつなげるという解釈で私は思っていましたけど、

以上です。 

会長   戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   私も今、片瀬委員が言うとおり、バイパスへの直結はやっぱり金

銭的にも収用地についても大変なあれがあるから、あれは合併の時の話では途中で切

れてしまったんじゃないかと思うですよ。だから、その神沢白銀線と南北のつながる

道ということで理解していますけれど。 

会長   ということは、浜通りと直結するということですか。 

  はい、佐藤委員。 

佐藤委員   今までの審議会の経過を、私なりにはバイパスに直結してやるんですよ

と、実現性が非常に厳しいということは、そういう点を（不明）厳しいということで、
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当局などの考えも聞いているものですから、ＪＲをわざわざ跨いで浜通りじゃなくて、

それはバイパスに直結するんですよというふうには私は解釈しています。 

会長   石野委員。 

石野委員   石野です。ここにこういうふうに書いてあります。「バイパスへの緊急

避難などの南北の交通の要として」と書いてあるんですね。ここがポイントであって、

ＪＲを跨いで、上に行くなんてことは無理じゃないですか。ＪＲを跨いで、南北線に

入るということが一番大事なことであって、それを跨いでまた上に行って、バイパス

へ乗るなんてこと、両方できるわけないじゃないですか、矛盾しているんですよ、言

葉がここは。ＪＲを跨いでなんていうのはもう可能じゃないじゃないですか。 

会長   ＪＲを跨ぐと行けないですよ。 

石野委員   跨ぐのはいいけど、バイパスへ乗るというのはできないじゃないですか。

緊急避難をするだったら、向こう側の浜通り線へ下りるということが一番大事なこと

であって、この文章が矛盾しているんですよ。 

会長   どうですか、皆さん、そうすると。 

はい。どうぞ片瀬委員。 

片瀬(幸)委員   これを読んでいると最初は平面交差で、今度は下の方の最後のとこ

ろに行くと、ＪＲを跨いでバイパスと直結するというから、ＪＲを上で平面交差にし

てしまい跨いでというから、これ立体交差になってしまうんじゃないかな。 

石野委員   立体交差になってしまう、これ。 

片瀬（幸）委員   この解釈だと。だから、最初の平面交差を立体交差にした方がい

いんじゃないかなと私は思います。 

会長   都市計画決定は平面でいこうという話だったんです。ところがそれを、要望

としては立体にして上を跨ごうよと。 

片瀬委員   はい、分かりました。はい、すみませんでした。 

会長   例えば、上原東線みたいにああいうふうに跨ごうよということなんですね、

ただそれが行くところがバイパスなのか、浜通りなのかということなんです。 

片瀬（幸）委員   前の審議会では浜通りって言っていましたよ、浜通り。バイパス

へつけるなんてことは出ていなかった。それではものものすごくお金がかかるし。 

会長   金の問題は。 

  それでは、ここはいいですか、じゃ市街地からこれ浜通りと言うんですか、神沢白銀
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線の緊急避難、神沢白銀線への緊急避難などの南北の交通の要として、ＪＲを跨いで

神沢白銀線と直結する道路として整備と。いいですか、それで。このバイパスを神沢

白銀線に変えると。いいですか。では、要望はそういうことでいいですか。 

  はい、稲葉委員、何か意見があるようです。 

稲葉委員   稲葉です。ここにこれについてはいうことで、先に「農業公園等への観

光の利便性や」というのが先に来ているんですよね。それより一番大事なことは、こ

の災害時における、例えば津波とか何とかって、浜通りから山の方に逃げるとかね、

その行き来ができるこれが大事であって、災害時のことを先に言って、で農業公園へ

の観光というのは、次に２番手に書いた方がいいんじゃないかなと思います。どうな

んですかね。 

会長   ちょっとね、農業公園等への観光の利便性は、どちらかというとバイパスか

ら乗り入れるじゃないと、浜通りからといっても浜通りは、大型バスが通らないでし

ょう。そうすると農業公園のアクセスというのはできないんじゃないですか。 

  稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。農業公園のアクセスは、例えばこれができなくても善福寺か

ら上って、農免道路でずっと大型バスでも入るわけですよね。 

宮田委員   どこから入るの。 

稲葉委員   善福寺から。 

宮田委員   由比から。 

稲葉委員   だから、県道から善福寺に行けると。ですから、ただバイパスを下りて、

善福寺のところへ行くにしても、今は上原東線１本しかないから、バイパスを下りて

浜通りを走って来て、今度この要望の文化センターの下当たりから立体で県道なりに

回ることができれば、農業公園へは中尾羽根が例えばできなくても、善福寺からルー

トがあるわけで、そうすると一番大事なところは、その浜通りのところと県道がＪＲ

を跨いで安全に通れるような道だと思うんですけど。 

会長   どうも皆さんの言っていることが二転三転しますので困るですけれども、災

害の時だけの内容だと弱いと、静岡市の関係者にこれを実現させるためには、災害時

だけの道ということでは弱いと、だからその農業公園等へのアクセスとか、あるいは

意見としては短期的な視野じゃなくて、長期的な視野に立って道路をつくるべきだと、

そのために、この蛭沢通線は必要だというふうな意見が出たわけですね。ですからこ
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のところに農業公園等への観光の利便性というのを入れたんですよ。ですから、それ

を後ろに持っていくか、前に持っていくかというのは構いません。それは皆さんの考

えで決めてください。 

石野委員   前後入れ替えるという稲葉委員の意見に賛成ですけれど、やっぱり残し

ておいた方がいいと思います。この公園ね、アクセスするためには将来そういうこと

考えるだろうし、それから浜通りの人が公園へ行きたい時に使えるし、いろいろな人

がね、遠くから来る人だけじゃなくて、市の人は使いやすくなるんですよね。この道

ができれば。だから入れ替えておいてこれ残し、やっぱり災害時というのは大事です

から、それを前にもってきて、公園等と行くというのは後へ持ってくると。 

会長   じゃ入れ替えるということは、災害時における市街地から神沢白銀線への緊

急避難などの南北の交通等、農業公園等への観光利便性としてですね、交通の要と、

そういうことでいい。 

  じゃ、どうですか入れ替えてということで、それでバイパスを神沢白銀線にかえて、

要望するということでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃ、もう一ついきます。 

（２）蒲原東小学校駅前線における歩行者の安全確保。 

  新蒲原西側のガード拡幅が困難であるとの現状から、ガード拡幅にかわる方法での新

蒲原駅から県道への歩行者の安全確保のための調査、研究の推進。 

  どうですか、これは。 

  はい、中島委員。 

中島委員   このままで私はいいと思います。 

会長   これでいいという意見がありました。ほかに何かありますか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   ではこれで要望したいと思います。 

  ちょうど１時間経ちましたので、ここで休憩とります。約５分。 

休憩 午後 ２時３０分 

再開 午後 ２時３５分 

会長   それでは、合併建設計画関連事業について、話し合っていきます。 

  生活環境 
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７、「教職員住宅（はるみ荘）跡地利用」 

  蒲原図書館横の教職員住宅（はるみ荘）取り壊しの後の跡地は売却することなく、

（仮称）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。 

  どうですか、この内容。いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   では、８、「蒲原支所の跡地利用」 

  蒲原支所取り壊し後の跡地は売却することなく、地域振興のために活用。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   はい。次に産業・経済にいきます。 

  ９、「神沢農道整備」、県営畑地帯総合事業地と市街地を結ぶ南北道路となる神沢農

道の道幅が狭いため、車がすれ違うための待機箇所を整備。 

  いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは、都市基盤にいきます。 

  １０番、「ＪＲ蒲原駅前広場の整備」 

  蒲原地区の西の拠点であるＪＲ蒲原駅の駅前を明るく安全なロータリーとして整備。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   いいですか、はい。 

  それでは「その他」にいきます。 

  ・庵原高校廃校の校舎等の活用 

  廃校後の校舎、体育館、グランドを売却することなく、スポーツ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。 

  この件について、何か質問、ご意見ありますか。 

  はい、佐藤委員。 

佐藤委員   その他のところが網かけになっているんですけど、その意味合いを教え

てください。 

会長   これはなぜ網かけになっているんでしょうか、提案者。案をつくってくれた、

当局。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。 

  その他としてちょっと事務局の方から意見といいますか、考えをですね、２点ありま
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すけれども、ちょっと述べさせていただきたいということで、網かけにさせていただ

きました。 

  それで、会長。 

会長   １番だけ先にやってください。 

総務・防災課統括主幹  じゃ最初のですね、庵原高校廃校後の校舎等の活用でござい

ますけれども、前回、庵原高校の校舎については、県のものだということで一部の委

員の方からは、「地域審議会として要望するのはどうですか。」というような意見が

あったと思います。この高校再編の所管であります市の教育委員会高校対策室に聞き

ましたところ、跡地利用については市としては直接関与していないということであり

ました。庵原高校のですね、跡地利用の事業主体は県の教育委員会であるため、市長

に対して、直接的に要望するのは現段階ではその効果等を考えると、あんまり事務局

としては適切ではないかと思われます。 

今後の県の対忚の中に市が関与することがあれば、そのことに対しては私は市長に

対して要望できると考えております。 

  また、当審議会においてあえて要望する場合におきましても、ここに網かけで記しま

した内容で精一杯なのかなというふうに考えております。 

この要望内容でも、市教育委員会において県に対して当審議会の要望に沿った附帯

意見をつけていただくという保障は残念ながらありません。このような段階では関係

者が直接、県に要望していくのが現実的でよろしいのではないかと考えております。

以上です。 

会長   今、そういう内容がありました。 

  はい、中島委員。 

中島委員   中島ですが、庵原高校と清水商業が統合するということで、今後はその

学校は県立になるんですか、市立になるんですか。 

会長   はい、どうぞ。 

総務・防災課統括主幹   ちょっと私が聞いている範囲ですけれども、清商が静岡市

立になりまして、今の市立商業がですね、県立というふうに私は聞いていますけれど

も。庵原は、今ですよね、はい。市立は残るということですよね。 

蒲原支所参事   今のとおりでいいと思います。 

県立庵原高校と静岡市立清水商業高等学校ですか、これが統合して清水のいわゆる
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清商の方に行くということですので、市立の方になるということになると思います。 

会長   市立になると。はい、中島委員。 

中島委員   そうすると、静岡市立高等学校になると思います。それで、名前等はま

だ分からないでしょうか。 

会長   名前は、まだ分からないようです。 

  中島委員。 

中島委員   そうしますと、庵原高校のですね、跡地、活用のことでいろいろ疑問が

ありますけれども、そうすると、すべてが県ということですか。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。庵原高校は今すべて県ですね。

県の所有ということですね。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   中島ですが、そうすると、いろいろここに書いてある問題については、

県へ要望するしかないということですね。 

総務・防災課統括主幹   先ほど私が述べたとおり、基本的にはそうだと思います。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   はい、中島ですが。そうしますと、例えば市民が直接県へ要望したらい

いのか、市長へ要望して市長から県へ要望したらいいのか、そこら当たりの段階は分

かりますか。 

会長   先ほどの天野担当の話だと、関係者が直接、要するにその例えばスポーツ研

修センター等で残したいというと、そのスポーツ関係者が県の方に要望していくのが

現実的じゃないかなというような話でした。 

中島委員   はい、分かりました。 

会長   いいですか。そのほかありますか。 

  はい、佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。前回、私が県の所有物を静岡市の方に上げてもいかがかなと

言った本人なんですけれども、やっぱりどういったらいいんですかね、鉄砲を撃つ的

が違うっていう感じがしまして、逆にそういった意味では悩ましいのかなという、だ

から、今は市の方の考え方を聞かせていただいたんですけれども、関係者が直接県へ

要望ということであれば、それを踏まえてどういったらいいんですかね、例えば地元

の自治会だとか、例えばそういうふうなところで動いていくという方がいいのかなと
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いうふうな感じを受けまして、審議会として上げるだけ上げろと言っても、意味がな

くなってしまうじゃないのかなと、ちょっとそういう感想なり、ちょっと意見述べさ

せていただきました。 

会長   そのほか意見ありますか。 

  はい、内藤委員。 

内藤委員  私たち地域審議会の役割というんですか、今、所轄の市の方からの説明で

は、市としては直接関与しないと、県の教育委員会が担当だから結局は関係者が直接

県に要望していかなければいけないというふうなことを話していただいたんですけど

も。 

会長   それの方がいいだろうと。 

内藤委員   その方がいいということで話してもらったんですけれども、私たち地域

審議委員会というこの会が、やっぱりもちろん役目と役割としまして、市長の諮問機

関ということもありますけれども、地域審議会の所掌事務という中に、地域公共施設

の設置及び管理運営に関する事項ということも、市長に意見を述べることができると

いうふうな文言もあるんですよね。ですから、結局、蒲原地区の市民は庵原高校の跡

地をこういうふうに利用したいということを市長に進言して、市長から責任もって県

知事なり、その県の担当の方の人に話を通していただくという、そういう方法もある

んじゃないかしらと思うんですけれども。 

会長  佐藤委員。 

佐藤委員  佐藤です。家主が違う中で、関係ないところに行っても話にならないと思

うんですね。県の持ち物であって、今、当局の方からもあって、非常にやっぱり悩ま

しいということですね、はっきり言えば、市の方としては。持ってきてもらっても困

るよということだと思うんですよね。それはなぜかと言ったら、市としてあたるとこ

ろがないからですよね。私はそこは理解できるんですよね。だからといって、だまっ

ているってわけじゃなくて、これだけこういうふうな考え方を出してくれているとい

うことであれば、確かに地域審議会としてはですね、市長の諮問機関としてやるんだ

けれども、あくまでも静岡市長の権限が及ぼす範囲の中での諮問だというところを今

一度、私は踏まえていかないと、何か違う方向にいってしまうんじゃないのかなとい

うふうな気がしますので、逆にどこにあたったらいいんだろうかというふうなことを、

地域審議会として話をしていくべきではないんだろうかというふうに思いました。 
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会長   はい、江澤委員。 

江澤委員   江澤です。家主が違うという話はよく分かるんですけれども、市として

は全く関係ない話ではないと思うんですよね。地区市民が何かそこでしたいというこ

とに対して、市がバックアップしてくれるかどうかという問題だと思うんですけれど

も。例えば、何かここでつくりたいという時に、県でお金を出してつくってくれるな

ら、地区市民と県との話でいいのかなとも思うけれども、じゃなくて静岡市として、

県から借りるか土地を買うかどうか分からないけれども、何かそういう市民のための

物をつくるとなると、市が全く関係ないという話じゃないと思うんですけれどもいか

がでしょうか。 

会長   そういう意見も出ました。 

  はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員  片瀬幸修です。前回の審議会の時に、多分私の聞いている範囲では、

まず市有地にしてくれるよう要望するという、それから平成２５年の３月までに活用

方法の考えをまとめて、市から県へまたお願いするというような意見が出ていたよう

に感じたんですけど、いかがですか。 

会長   ちょっと待ってください。そういうものを踏まえた中での関係者との話し合

いで、こういう話が出てきたということでいいですか、どうですか。 

  議事録。 

蒲原支所参事   今、議事録ちょっと見ていますので。 

会長   ちょっと待ってください。今ちょっと調べますので。 

蒲原支所参事   蒲原支所の山崎ですけれども、戸塚正彦委員の方から静岡市の市有

地として払い下げができないかというような要望が出ております。 

  それから、稲葉委員の方からも、どんどん市の方に要望出して、そして市から県に払

い下げ要望していかないと、時間が過ぎるのでというような話も出ておりますので、

その辺の話が出たというところであります。 

片瀬（幸）委員   片瀬です。この文面を読むと、直接、県に要請していただきたい

という解釈か、市にお願いして市から県に要請していただきたいという解釈か、どう

いうふうな解釈にくみ取れるか、その辺の話を聞きたいですけれど。 

会長   これは、出すのは市長ですから、市長に要望書を出してそれで静岡市として

県の方へと要請していただきたいと、そういう内容です。 
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片瀬（幸）委員   前回の話と一緒ということですね、はい、分かりました。 

会長   ただ、市の土地としてというのはないんですよね。 

  どうでしょうか。例えば、市有地として確保していただいてという、文言を入れるか

どうか。 

  はい、江澤委員。 

江澤委員   江澤です。市有地にするかどうかは別としても、企業に売ったりしない

ようにということだと思っています。公のもので使いたいよということだと思うので。

だから、私はこれでいいんじゃないかなと思うんですけれども。静岡市はそれもやっ

てくれないということですか、ちょっとその辺を。 

会長   確かに、あそこの土地はかなり工場がいろいろ出ていますので、またあそこ

へと工場がくるという地元の意見も確かにありますからね。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。市長あての要望書はこういう記述で市長さんに対して、市長

から県に要請してくださいという要望でいいんじゃないかなと思います。ただし、先

ほど佐藤委員が言われたように、審議会として市長にこうしてお願いしたから、それ

で腕を組んで待っているだけでは進まないなと、そして大分以前ですけれども、県の

関係の議員から、審議会でやるかそうでないところでやるかはともかくとして、早く

その地区市民の総意、いろいろな関係する団体が例えば庵原高校活用検討委員会とか、

何かそういうふうな組織をつくって署名運動するなりして、それを県にはっきりとそ

の方向性を地区市民の総意として上げていくということをどんどんやらないと、時間

がどんどん過ぎてしまうよというアドバイスをいただいたんですね。ということは、

私、市長にはこの文面で要望を出しながら、これとは別に先ほど佐藤委員が言われた

ような、自治会でもいいですし、ほかの団体も一緒になって別の取り組みを何らかの

形でしていかないと、県に直接要望していくことが必要なのかなと思います。文面は

これで私はいいと思います。 

会長   ほかに御意見ありますか。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。私もこれでいいと思います。前回の資料を見るとやっぱり組

織づくりをしていこうという意見が、稲葉委員が言ったようにあるんですよね。です

から、この庵原高校をどういうふうな形に利用したいかということを審議会でやるん
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じゃなくて、自治会で何とか協力をしてもらって、いろいろな組織を、スポーツとか

文化とかいろいろあるでしょう、そういうものですね、人たちに計画をはかっていた

だいてですね、それを要望にまとめるという形に持っていったらよろしいかと思いま

す。 

会長   では、地域審議会としては、この文面で地域審議会の考えとして、ただこう

いう活用の仕方をしたいということについて、市長にまず出して、県の方に要請して

いただきたいということで出すということでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは、庵原高校廃校後の校舎等の活用については、これでいきます。 

  次に、「忠霊塔の移築について」、和歌宮神社内にある忠霊塔を市有地に移築してい

ただきたい。これについて、網かけがあるということは、何かあるようですから、そ

ちらからまいりたいと思います。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。こちらもちょっと網かけにさせ

ていただきました。というのは、前回、審議会で要望していく方向でまとまってはお

りますけれども、この要望につきましては、以下の観点からちょっと事務局としては

再考願いたいと考えております。 

  一つに、現に和歌宮神社と当時蒲原町、今静岡市でありますけれども、契約書があり

ます。関係者の今後の対忚は契約者に則して対忚しなければならないというのは、こ

れは当然であります。したがって、移築については契約書の第４条に記載されている

とおり、平成２３年３月３１日の期間満了３カ月前までに、和歌宮神社さんが市に対

して申し出るべき事項となっております。 

  二つ目に、過去５０年間、特段のトラブルもなく経過しておりまして、なぜ今、要望

すべきなのか、明確な理由がありません。和歌宮神社でですね、忠霊塔の場所をどう

してもほかに使用したいとか、特段の理由もないということですので、仮に、そのよ

うなことがありましても、契約上、期間満了時の３カ月前に申し出るべき事項だと思

います。 

  三つ目に、忠霊塔は静岡市の所有ということでありますけれども、だからといって、

市の土地にですね、移設すべきという理由には、これはちょっとならないのではない

かと考えております。市内の小中学校も借地のところというのはたくさんあります。

和歌宮神社と忠霊塔のこの前配付しました、「忠霊塔用地使用貸借契約書」がある以
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上、これも移設の理由とはならないと。 

これらの点からこの要望は現段階では要望理由がないと、明確ではないということ

ですので、審議会として要望するというのはいかがなものかと、事務局としては考え

ております。以上です。 

会長   前回、最後に決めたことですけども、委員の方がいいだろうということで手

を挙げて、じゃそうしようということになったんですけども、その後関係者の人とい

ろいろ当局が話をした結果、この３つの理由で移築する理由がよく分からないと、地

域審議会として要望する内容には適さないというふうな内容で、今、説明があったわ

けですけど、これについて何か質問、御意見ありますか。 

  はい、戸塚委員。 

戸塚（善）委員   戸塚善久です。過日、２月の１１日かな、遺族会の研修旅行があ

りまして、その席で、一忚、要望としては忠霊塔の移築をお願いしましたということ

だけは一忚、報告はしておきました。とりあえず賛成が１０の反対が６ということで、

報告はしておきましたけど、その際、結局、一忚これで決まったということではなく、

遺族会は遺族会で新たに、また要望書ないし請願書をいろいろ市長に出さなければな

らないから、またその時は一つ、皆さんにお骨折りをいただきたいという話をしてお

きましたが、まあ快く会長以下みんなが次の段階になったら、また一生懸命やろうと

いうことで話が決まりました。ただし、残念なことに小島が以前は私有地だったです

よね。個人の地所だったんですよ。小島区、小島町の忠霊塔が。それが過日、市民生

活課ですか、そこに聞いたところが蒲原だけだっていうんですよ、その私有地にある

のが。ということは平成１７年の時点では、小島も私有地、東京の人の地所だったと

いう答弁があったんですけど、ということは土地を買収したということですか。 

会長   突然に言われてもちょっと分からないですが。 

戸塚（善）委員   いやいやいや、そういう流れがあってね、やっぱりそれじゃね、

買ったのかなというふうな、だからその本人も何というかな松永さん、何というかな。

分からないな。 

会長   ちょっと分かりませんから、その辺は今この審議会で言っても。よく調べて

言ってください。 

戸塚（善）委員   いや、僕も分からないから聞いているんじゃないですか。 

会長   聞いているといっても、担当者がいないから分かりませんよ。 
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戸塚（善）委員   だからそれをはっきりと、そういうふうなあれを、結局、それじ

ゃ私聞きますけれど、静岡市の地所にないものというのは、静岡市には忠霊塔がない

ですよね。つくったものが有志がみんなつくっているから、静岡市自体に忠霊塔はな

いということ。そうすると清水がありますね、大きな忠霊塔があそこにあります。日

本平の下でしょう。 

  そして、今度、合併した由比もありますよ、東山の下に。蒲原にもあります。小島に

もあったです。興津それにしたらどうだか分からなかったんですけど、そうすると、

結局、今あるところが全部市有地に、市有地であるわけだと思うんですよ、清水にし

ろ、由比もそうだと思うんですよ。そうすると蒲原だけ神社にあると、そうすると

（不明）につながっていかないですか。神社と。 

宮田委員   個人のあれは、聞きたいことは個人に聞いてもらえば。 

戸塚（善）委員   いや、個人じゃないでしょ、蒲原町の持ち物でしょ、これはもと

もとが。個人の持ち物じゃないでしょう。 

会長   あのちょっと待ってください。戸塚委員。あなたが提案してあなたがこうし

たいということですよね。それについて。 

戸塚（善）委員   あなたじゃない、私じゃ。 

会長   いや、だって戸塚委員が提案。 

戸塚（善）委員   私が提案したんだけど。 

会長   地域審議会で提案したんでしょう。 

戸塚（善）委員   遺族会を代表して提案しているんですから。 

会長   だけど、あなたが。 

戸塚（善）委員   私の気持ちで言っているわけじゃないですよ。 

 だから、２７日にそういう報告をしたというんですよ、僕、遺族会の中で。うん、

旅行行った時に、やっぱり受けた以上は報告をしなければならないじゃないですか。

それを報告する、報告したんだけど、それを言っているんですよ。 

会長   分かりました。とにかく、戸塚善久委員ね、ちょっと発言を控えてください。

提案した方ですから。今の当局の内容について、ほかの人の意見を聞きたいですが。 

  はい、宮田委員。 

宮田委員   私は、この前手を挙げなかった口なんですけど、実際、この忠霊塔の問

題についてですね、和歌宮神社のところから出て行ってくれとか、それと跡地に何か
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するのかとか、そういう問題があるんだったら、それなりの要望書として、文章とし

て持ってきて、ここへ審議会に持って来る、それもなじまないと思います。 

  結局、その戦没者の霊というか、英霊を我々が軽く、いや軽く見ているとかそういう

ことは言っていませんよ、それは。そういうものがあるんでしたら、それなりに有志

の方々が意見を、総意をまとめて、それなりの文章を持って、それなりのところへ、

要望なり何なりする方が私は正当ではないかなと思いますけど。 

戸塚（善）委員   だから、それはこの間言ったんですよ。 

会長   ちゃんと発言してください。 

戸塚（善）委員   それはこの間、研修会の時に、そういうふうな段取りにしますか

らということで、会長の了解も得ているんですよ。 

会長   そのほかありますか。意見。 

  はい、石野委員。 

石野委員   石野です。この前、私は手を挙げました。この要望を上げるということ

で。 

  いろいろ三十何年、その和歌宮神社の中のあるんですけど、その当時はほかへ持って

いく場所がなかったから神社で鎮魂のために、国のために尊い命を落とした人を鎮魂

するために、あそこへやむを得ず設置したと思うんですよ。今、いろいろ変わってき

て、合併して支所の跡もどうなるか公園化するとかという方向も今、考えが出ていま

すよね。だから、今、若い人たちが戦後もう五、六十年経って、どんどんどんどん若

い人が戦争ということを忘れてしまっているんですね。今、自分が現在こういうふう

に生きているというのは、昔そういう大勢の人たちが日本のために命を落としたと。 

会長   もう少し簡単に。 

石野委員   そういうことですので、大勢の人がその鎮魂の碑を触れる、見る、そう

いう場所にするために、例えば広島の原爆のところも、公園の中にあるじゃないです

か。あれこそもう世界的なものですけど、だから広いところに忠霊塔を移すというの

は我々、現在生きている人の鎮魂、今の私たちの気持ちのためには、僕はその方がい

いと思うんです。 

会長   はい、分かりました。 

石野委員   だから、この前１０人ぐらいの人が、おそらくそういう気持ちで、手を

挙げられたんじゃないかなと思います。 
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会長   そのほか、はい、佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。前回の時には、意見がどうのこうのじゃなくて、賛否でとっ

たということがありましたので、ちょっと当局の考え方なども踏まえた私なりの考え

方を申し上げますけれども、その忠霊塔と位置づけのものについては、十分分かりま

す。それじゃ何で今の時期なのかなと。ちゃんとしたこういう契約書に基づいて、こ

の御霊を祀っているわけですよね。そうであればそこを和歌宮神社ということもあっ

て、あそこは神様ですよね、ですからあえて、そこの神様から移設をしてやるという

ふうなことよりも、特段問題がなくて、特に合併して市の方としても認めてくれると

いうことであれば、それをわざわざ何か移設をしてやることがいいのかなというふう

に逆に疑問に思います。ですから、今、何も問題がなくてちゃんと契約書に基づいて、

市の方もそれなりに見守ってくれていると言ったらいいんですかね、契約書があるか

らそれに基づいた管理をしているんだということであれば、今、この時期にこういう

問題を審議会として扱うこと自体がなじむのかどうなのかなというふうに思うと、私

はなじまないじゃないのかなというふうに思います。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。あれから私この件について、いろいろ考えてみたんですよ。

今、佐藤委員の方から出ましたけど、要するに５０年前に和歌宮神社へ鎮魂したとい

う形の中で、なぜあそこに持って行ったのかなというふうに私なりに考えてみました。

やはり、今、佐藤委員が言ったように、どこの神社へ行っても、うっそうとした大木

のある静かな環境の中に神が宿っている、それを御参りするという形が一つあるわけ

ですよね。やはりそこへ慰霊碑を持って行ったということは、やはり英霊を祀るとい

う形の中で、これも一つの亡くなった方が神になっているのかなと私思ったりもした

ですけれどね。やはりあれだけのすばらしい環境の中に５０年前に持って行ったとい

うことは、それなりの意味が私はあったと思うんですよ。ですから、あえてこれを広

いところへ持って行って、子供や孫やまたその次の世代に戦争の悲惨さを訴えるとい

うのも一つの形かも分かりませんけど、やはりあそこへ移した、鎮魂したという歴史

をですね、やはりしっかり私、かみしめてやりたいなというふうに私思っているんで

す。あそこにいた方が安らかに眠っているじゃないかなと私も思ったりします。私も

おやじを戦争で亡くしていますから、戸塚善久委員の気持ちも分からないわけじゃな

いです。しかし、いろいろな蒲原の歴史の中で、あそこへ持って行ったということも
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一つ考えていただきたいなと、あれだけすばらしい環境の整っているところは、この

辺にはないでしょう。多分、静岡の護国神社、あそこだって終戦直後はこんな木を植

えたんですよね。それから何十年たってあれだけのすばらしい景観の散策道路もでき

て、あそこに行って癒しを求めるとか、お父さんを御参りするとかという形になって

いるわけですから。東京へ行けば靖国神社があります。そういう形の中で御参りする

ところは幾らでも私はありますから、各々そういうところへ出向いた時に、私は自分

なりに行けばいいのかなというふうに考えています。 

それで結論ですが、あそこにある慰霊碑を市の全面的支援を受けてですね、維持管

理をしっかりしていただくという形。また和歌宮神社の借地をしているわけですから、

その辺の金額が今も妥当なのかどうなのかということも、また和歌宮神社の総代の中

で検討していただいて、その辺が改善されていけば、また一つの道が開けるのかなと

思ったりもしています。そういう意味で、私はあそこにあるということが、蒲原町の

歴史の中で重い場所にあるじゃないかなというふうに考えています。以上です。 

会長   そのほか、何か石野委員、ちょっとマイクを消してください、はい。そのほ

か何かありますか。 

  ちょっと待ってください、まだほかの人たちの意見を聞きたいと思います。あります

か。 

  はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   片瀬幸修です。今の話を大体聞いていまして、当局者の方の話し

も聞きました中で、和歌宮神社との契約が平成２３年の３月までと今確か言っていま

したよね。 

会長   ２３年。 

片瀬（幸）委員   ２３年３月まで。 

会長   ３月に。 

片瀬（幸）委員   ３年ですから、それまでに申し立ててくださいということでした

から、もう一度神社の氏子、遺族で話し合いをもった上で、もう一度提案したらいか

がなものでしょうか。 

会長   そのほかありますか。先ほどの日程の件は私の勘違いでした。 

  そのほかありますか。はい、江澤委員。 

江澤委員   はい、江澤です。契約のこともあると思うですけれども、私もこの間手
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を挙げたですけれども、静岡市としてやっぱり忠霊塔を大事にしてほしいなという気

持ちもありました。あんまり大事にされてないというようなお話もちょっとお伺いし

たものですから、そんなふうな気持ちもあったですけれども、契約の日もあるとは思

うのですが、例えば公園を造る時に、じゃあここへとかというタイミングもあると思

うですよね。その辺が難しいかなと思ったりもしたんですけれども、一忚、ゆくゆく

は何かそういうところに持っていくとかという方が私はいいんじゃないかと思います。

神様のところでという考え方もあるかもしれませんが、やっぱり多くの人に目に触れ

る、あるいはいろいろ思い出させるというためのものだと思いますから、そういう方

向で考えていただいた方がいいかなと思います。 

会長   そのほかどうですか。はい、内藤委員。 

内藤委員   内藤です。私も前回この忠霊塔は賛成で手を挙げさせていただいたんで

すけれども、確かに蒲原の和歌宮神社に忠霊塔があるというのは、本当に一部の関係

者の方しか多分、知らないじゃないのかなというふうに思います。現に私もそんなに

見識がなかったものですから、戸塚さんの話を聞いて、やっぱり御霊、それこそ日本

の国のために一生懸命やってくれた御霊はやっぱり大事にしなければならない。それ

を後世まで伝えていくというのは、やっぱり大事なことだと思います。それで、これ

が本当に役場の跡地利用がどのようになるか分からないですけれども、その時に忠霊

塔が例えばそういうところに移転されて、大々的に蒲原地区の人達にもお知らせでき

たら、子供達とかそういう人達にも関心を持ってもらえると思いますし、私はそうい

う意味合いでも忠霊塔というのは大事にしていった方がいいんじゃないかなと思いま

す。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   中島ですが。結局、市自体の考え方ですよね。静岡市に現在、幾つぐら

いの忠霊塔が存在して、どのような現状あるいは御霊に対してやっているか、事業、

そういうことが当局は分かりますか。 

会長   答えてください。分からないなら分からないで結構です。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課の天野です。分かりません。忠霊塔、旧静岡

ではですね、私の聞いたところによりますと、市の所有の忠霊塔はないということで

した。ただし、駿府公園内に平和のモニュメントとか、そういったものは市が所有し

て建てていると。旧静岡市は、市が忠霊塔を建てないで有志の方々が建てております。
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それくらいしか分かりません、すみません。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   中島ですが。そうしますと、静岡市が管理するというのは蒲原だけなん

ですか。 

会長   いいです、戸塚委員に聞いていませんから質問があったら答えてください。 

中島委員   それはどうなんですか。 

会長   言ってください、分からなければ分からなくていいです。 

総務・防災課統括主幹   すみません。それも分かりません。 

会長   はい、中島委員。 

中島委員   中島ですが。やっぱりそういうのをよく研究して私も手を挙げました。

ですから、忠霊塔というものがどういうものかということも分からないですね。ただ

そうやってやってもしょうがないし、私も議員になってから、お祭りがあった時は参

加しましたけれども、そういう点でよく分からないものですからね、そういう点も宣

伝のため、要するに、これからの子供たち、我々があるのはこうだったんだよと、い

うことを知るためには、やっぱり何とかいい方法をとった方がいいんじゃないかな、

忠霊塔というのは、こういうものだよというのも宣伝するべきであると私は思ってい

ますが、もう一度研究をし直して、私は、今度この跡地じゃなくても、文化センター

でもいいと思うんですよ、いいところがあれば。もっとね、たくさん来る人、ここの

新田のところ、ここの跡地では一部の人間しか来ません、だからもし考えるなら、そ

ういう公のところがいいかなと思います。それはこれから調査、研究してやっていっ

たらどうかなと思います。以上です。 

会長   これから調査、研究してという意見も出ました。それからここの跡地へとい

う意見も出ました。和歌宮神社の中で従来どおり、やはりこういうところがいいだろ

うという意見も出ました。いろいろ意見が出ています。はい、稲葉委員。もう余り時

間がありませんので。 

稲葉委員   稲葉です。私も前回、いろいろな状況、十分理解と言いますかしない中

で賛成したんですけれども、今日の神社と町との契約のこと、それとかいろいろ整理

を答え出してくれましたけれども、いずれにしてもこの期間の中で満了までまだあり

ますので、その中で本当に御遺族の方とか、和歌宮神社の総代会だとか、そういう関

係者が本当にどうあるのが一番いいのかというところを整理といいますか、まとめて
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もらって、それなりのアクションをとっていくということで、私は今日はこの審議会

として、こういうことをやっていくということについては、見合わせてもいいんじゃ

ないかなというふうな気持ちになりました。 

会長   はい、片瀬委員。 

片瀬（正）委員   片瀬正通です。皆さんの意見を聞いていましたし、私自身もどう

したらいいのかというのは、ちょっと結論が出ない状態です。そうした中で、やっぱ

りそういう市有地に移設をしたいという意向を持っている中で、平成２３年３月まで、

ちょっと時間があるというのであれば、神社の方の御意見とか遺族会の御意見とか、

そこら辺のことももう一度ちょっとまとめていただいた中で、もうちょっと時間をか

せがせてもらったらどうかなというふうなことを思いました。以上です。 

会長   じゃ、提案者本人から最後に話をしたいということですので、簡単にお願い

します。 

戸塚（善）委員   いろいろ皆さんの意見を聞きまして、４月の７日か８日ぐらいに、

一忚、遺族会の役員会がありますから、その席で一忚、話をして、遺族会は遺族会の

方針をいろいろ決めようかなとは思うですけれど、結局、寺門さんが言いましたよう

に、神社へということでなしに、当時は建てるところがなくて、とりあえず和歌宮神

社へ建てろということで私は話を聞いているんです。ですから、護国神社云々、靖国

神社云々、靖国神社、護国神社、それだけなんですよ。ほかの神さん祀ってありませ

んよ。だから全然別個の話であって、蒲原の昔の事情で和歌宮神社に建立したという

ふうなことが大きなメリットだと思うんですよ。 

  残念なことに、和歌宮神社にあるということが、その忠霊塔が蒲原にあるかないかと

いうことなんですよね。問題は。町民に浸透していくところが、ですからもっと後世

にしっかりと歴史を認識させるためにも、やっぱり表に出すということでないと、忠

霊塔の意味がなくなってくるじゃないかと思うんですよ。そういうことで私は提案し

たですけれどね。ですから、２３年の３月だよね、この間知らないでいたら３カ月の

間に契約がいってしまったからね、だからその時までに和歌宮神社としてもしっかり

と結論出して、また遺族の方でもしっかりと結論出して、それなりの対忚をしていく

ということなんです。 

  しかし、年間２万円ですよ、敷地料は。今、遺族でもらっているお金は１４万円です、

静岡市からもらっているのは。蒲原からもらっている時は１５０万円ですよ。それだ
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け違いますよ正直な話。それだけみじめな思いをしているんです。 

  そういうわけで、一忚、この話は一忚、継続という形にしておいてください、お願い

します。 

会長   いろいろな意見が出ました。いわゆる忠霊塔は非常に大事だから、できれば

皆さんの目に触れるところに置いた方がいいだろうという意見もあれば、いやあの神

社の中に置いておいた方がいいだろうという意見もあれば、この契約が２３年３月と

いうこともありますので、その間にまたじっくり考えていただいて、地域審議会へと

要望を出すか、あるいは直接、関係の方へと出すか、というふうな結論も出していた

だいて、やっていくということで、この問題については保留にするということでいい

ですか。 

  じゃ、この問題については提案は要望しないけども、保留という形で今後の推移を見

るということにしたいと思います。いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃそういうことで、結論が出ました。 

  以上で、今日議題にのぼっています要望書の（案）について、十分、時刻もちょうど

３時半ですけれども、時間内で審議が終わりました。 

ではこの今日決まった内容を持って、またあとで報告があると思いますけれども、

市長のところへと審議会として要望書を提出して、これは必ず回答をいただくと、静

岡市の考えとして回答をいただいて、また審議会の中で報告していくという形にしま

すので、一つよろしくお願いします。 

  それでは、その他何かありますか。 

  はい、久保田委員。 

久保田委員   実はきのう東小学校で学校評価委員会ということで、午後４時までや

ったんです。その中で一番、私がここでも投げかけておくと話をしたんですが、その

一つは東小学校が地震が来ると、あの建物の検査をしたところ、新潟の地震の時に社

宅が傾いたような形になる可能性が非常に大きい。そうすると子供が、今、小学校は

３階に避難することになっているんですよね、地震の時に。しかし傾くと、それはで

きないだろうと、一体どうしようかということで、私は前から気にしていたんですけ

ど、５年後に庵原高校の閉鎖がありますね。その生徒が新蒲原駅東側の駐輪場の２階

を使っていますよね。あそこを要するに物をたくさんつくって金かけるばっかりが脳
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じゃないから、そういう設備があるんだから、あそこを少し手直しするというか、子

供が乗っても落ちないような検査をしてもらって、あそこは下が清水と同じように津

波対策になるんですよ、構造的に。下が抵抗がないから。高さがちょうどレールにな

りますよね、東海道線のレールの高さですけれども、これはぜひね、これ審議会でも

話しておくと、学校でもね、この問題一つ載せてくれというお話をしておいたので、

皆さんもこれはこれに載せる、載せないでそういう問題が、要するに新しい問題が

次々とそういう問題があるよということでね、今後にぜひね、検討していく条件だと

思うんですよ。ぜひね、今までのやつもいいけれども、そういう、ああこういうこと

に気がつかなかったという問題があったらね、みんなで話し合うというか、情報交換

するということを一つ、ぜひお願いしたいということで、今日ここでお話しときます

よということ、以上です。 

会長   先ほど、内藤委員から出ましたけども、諮問機関であると同時に蒲原地区の

市民の総意であるならば、いろいろ市長に意見を言うことができるということもあり

ますので、ですから、いろいろの問題が蒲原地区の中で出てきた場合に、ただ自分達

のところだけの問題はその各自治会とかそういうところでやってもらいたいんですけ

ど、全体の問題としてやはり非常に問題があるよという問題については、常時、地域

審議会を開いたときに出していただいて、それをみんなで検討すると、市長に要望し

ておくなら、市長に要望するような形を取りたいと思いますので、ぜひそういうこと

で地域審議会をうまく使っていただきたいと思います。 

  はい、江澤委員。 

江澤委員  江澤です。ちょっと要望ですけれども、今までいろいろ話が出てきて、地

図とか写真とか出てくるんですが、地図を見て現状どうなっているか分からないとか、

写真もちょっと分からないと、事務局の方にできれば、プロジェクターなんか用意し

ていただいて、大きくその場の画面ですね、昨日見て来たらこうだったんだよって、

話を聞いてもどうなっているか話だけじゃ分からないというふうな部分がある。今ま

での中で多々あったと思うんですね。今もちょっと自転車置き場がどうなっているな

んていうのは、ちょっと写真撮って来てこうなっているよというのがあれば、という

ことで何かそういう写すようなものを用意していただけると、ああだこうだ言わない

でこうなっているとすぐ分かって話も早いと思うんですけれども。 

会長   聞くよりも目で見て、その方がよく分かりますよね、分かりました。全部が
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全部でなくていいですから、こういうことについては皆さんにしっかりしてもらいた

いというとこが、そういう形の方法もとっていただきたいという要望ですので、よろ

しくお願いします。 

  そのほかありますか、そちらはどうですか。 

蒲原支所参事   前回の地域審議会の中で、石野委員から日本軽金属の放水路の下側

の道のことについて、確認しておいていただきたいというような宿題がありましたの

で、そのことについて御報告申し上げます。 

この側道は、日本軽金属の私道でありまして、現在は日本軽金属さんから蒲原町の

時代に、許可をもらって通行できるような状況になっております。南側に建っている

看板は、平成１９年度の清水区の魅力づくり事業、この一環として建てられた看板と

いうことです。以上です。 

そうです、許可は全部もらっております。 

会長   いいですか、許可を得て通っていると。 

蒲原支所参事   それから、２１年度第１回地域審議会の開催予定でありますけれど

も、一忚、この要望書を４月ぐらいに区政課の方と協議しまして、市長の方へ届ける

ということがまず目標がありますので、それが終わったあと第１回をやりたいという

ふうに思っておりますので、４月の下旪から５月中旪ぐらいということで予定してい

ただければいいと思います。以上です。 

会長   今、次の審議会の日程も大まかではありますけども出ました。よろしくお願

いします。 

  質問等もないようですので、これで本日の議事はすべて終了とします。 

  なお、本日の会議録の署名は名簿順に寺門委員にお願いします。 

  それでは、どうも長い間、御苦労さんでした。ありがとうございました。 

                    （午後３時３８分閉会） 

 

                      会  長 

                      署名委員 
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