
 

 ―１― 

平成１９年度第７回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１９年１２月１８日（火） 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）志田会長、須藤副会長、稲葉委員、片瀬委員、三好委員、 

戸塚（正）委員、野村委員、宮田委員、寺門委員、中島委員、

内藤委員、鈴木委員、鷲巣委員、石野委員、辻委員 

（佐藤委員、戸塚（善）委員、望月委員、欠席） 

        （関係課）増田公園計画課参事、大長公園計画課主幹、 

大畑道路整備第３課参事、佐野道路整備第３課副参事、 

山梨市街地整備課参事、戸田市街地整備課主任技師、 

萩原中央公民館副参事、菊島中央公民館主査、 

佐野水道総務課長、斎藤水道総務課参事、 

永嶋水道総務課総括主幹 

        （事務局）区政課：三宅課長、久田統括主幹 

地域総務課：望月課長、天野主幹、池田主査 

蒲原支所：原支所長、山崎参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）合併建設計画について各所管課からの報告 

    ・公園計画課 

    ・道路整備第３課 

    ・市街地整備課 

 （２）公民館会議室の代用について 

 （３）その他 

   ・水道料金の改定について 

   ・アンケート調査について 
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山崎参事   定刻になりましたので、ただいまから平成１９年度第７回蒲原地域審議会

を開催します。本日はお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。本日は、佐藤昇委員、戸塚（善）委員が欠席

とのことであります。今、望月委員がまだ見えておりませんけれども、再度電話で出欠

の確認をしたいと思っております。それから、鈴木委員は尐し遅れるということを伺っ

ております。したがいまして、現在１３人が出席しておりますので、会議は成立してお

ります。 

  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の

静岡市公園の現況、資料２の蒲原地区道路整備事業、資料３の平成２０～２１年度代替

活動場所（案）、資料４の水道料金の一元化、そして地域審議会委員へのアンケート調

査、最後に、平成２０年蒲原地区成人式のご案内であります。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。 

  志田会長よろしくお願いします。 

（会長あいさつ） 

志田会長   皆さんこんにちは。 

  暮れの押し迫った中で本当にお忙しい中を集まっていただきまして、ご苦労さんでご

ざいます。 

  審議会の方も本年度第７回目ということで、いろいろ検討願った市民センターの方も

おおむね審議会としては言うべきことは終わったんじゃないかなあということで一段

落したところであります。 

  きょうは、その後の残された課題である建設計画の説明ということで当局の方が見え

ていまして、これから説明してくれると思います。ぜひ２時間ですけれども、内容のあ

る会にしたいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

山崎参事   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志田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。 

志田会長   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。毎回のことですけど会議録作成の

ため、発言の際にはマイクスタンドのスイッチを入れまして、氏名を述べてから発言を
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お願いしたいと思います。なお、本日の会議はおよそ２時間、午後４時の終了でありま

すので、よろしくご協力のほどお願いします。 

  それでは、議事の（１）「蒲原建設計画について、合併建設計画について各所管から報

告」を議題といたします。 

 それでは、次第に従いまして順次説明をお願いいたします。 

山崎参事   蒲原支所の総務担当山崎でございます。説明に先立ちまして、事務局から

尐しご案内申し上げます。 

  ご承知のとおり、おかげさまで前々回の第５回地域審議会で、本年度の重要課題であ

りました（仮称）蒲原地区市民センター整備事業の協議が皆様の積極的なご協議により

一段落いたしました。ありがとうございました。 

  その後、前回の第６回地域審議会では合併建設計画関連事業の幾つかの現地視察を実

施し、理解を深めていただいたわけであります。このようなことから、これからの現状

把握を踏まえ、今回は、現在市が公園や道路整備事業等をどのように計画または取り組

んでいるかを所管課から説明していただき、今後の合併建設計画の推進の参考としてい

ただこうというものであります。 

  それでは、公園計画課さんから順次よろしくお願いします。 

増田公園計画課参事   公園計画課の増田と申します。よろしくお願いします。 

  それでは、参考資料第１号をお願いします。 

 蒲原地区の公園の整備計画と進捗状況につきまして説明させていただきます。 

 具体的な説明の前に、静岡市の公園整備状況を簡単に説明します。 

 資料の右肩１をお願いします。 

 静岡市都市公園の現状ということでございまして表の下から３段目、静岡市では平成１

９年３月現在４４０カ所、総面積で３８７.７４ヘクタールの公園・緑地を開設し、管

理しております。 

  それから表の下から２段目ですけれども、これを都市計画区域内市民１人当たりの面

積に換算いたしますと５.６２平方メートルとなっております。公園の整備水準につき

ましては、一般的に市民１人当たりの開設公園の面積で判断しております。静岡県の平

均が８.７平方メートル、政令指定都市の平均が６.３平方メートルでありますので、本

市の現状は他都市に比べ、まだ公園が尐ない状況であります。 

  蒲原地区の整備状況につきましては、身近な公園である街区公園のはまかぜ公園など
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７カ所と富士川緑地で全体数が８、総面積が２１.２３ヘクタール、蒲原地区の１人当

たり面積では１６.８平方メートルとなっております。市では平成２１年度までに１人

当たり面積６平方メートルを目標に公園整備を進めております。 

  それでは、合併建設計画において生活環境の市が実施する主要な事業である緑あふれ

た安全・快適な生活環境の創出のための公園整備の進捗状況を説明します。 

  合併時作成された合併建設計画での公園の整備は、みその公園整備事業、富士川緑地

公園整備事業、神沢地内公園整備事業、以上の３事業が挙げられております。 

  それぞれの事業スケジュールとしまして資料の３をお願いします。 

  （仮称）みその公園整備事業、面積が１,２００平方メートルの街区公園の整備です。 

 平成１９年度には用地の測量、土地の分筆作業を実施しております。これは公園用地と

道路用地とがしっかり分筆されていないため、公園と道路との境界を決定する作業を実

施しております。平成２０年度には浄瑠璃姫の碑、吹上の六本松などを活用した公園と

して整備を予定しております。市民意見ではイメージとして、すっきりした公園を希望

しているようです。計画図は案でございまして、合併前に作成されております。 

  次に、資料の５ページをお願いします。 

  富士川緑地、面積約２１.０ヘクタールの緑地の整備事業ですが、バイパスの北側の部

分をレクリエーション、スポーツ活動ができる多目的緑地として整備を行います。 

  計画では、平成１９年度都市計画決定の変更を現在しております。平成２０年度には

国土交通省との調整、緑地整備の方針の確認、２１年度に入りまして測量や河川占用調

査の実施、２２年度に実施設計、２３年度より整備に入りたいと考えております。富士

川緑地は面積２１.１ヘクタールであるため、全体が完成するには５年から７年程度の

工事期間を予定しております。 

  次に、資料の７ページをお願いします。 

  神沢地内公園の整備ですが、ここは由比町との境となる神沢川の左岸で、旧国道の神

沢橋の下流になります。住宅密集地域における憩いとコミュニケーションの場としてポ

ケットパークの整備でございまして、面積は約２５０平方メートルです。平成２２年か

ら２４年度にかけまして用地買収と整備を行っていく予定となっております。 

  以上、簡単ですけれども公園の整備状況の進捗について説明を終わります。 

志田会長   何か質問ありましたら、公園に関して、よろしいですか、次の説明に入っ

て。 
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戸塚（正）委員   みその公園の件でちょっと聞きたいんですけれど、参考資料の№４

でちょっと出ているんですけど、これ、先ほどの説明で、何か合併前に概要が決まって

いるという説明があったんですけど、私らはきょう初めてこれ見たんですけれどね。今

ある吹上の六本松とか浄瑠璃姫の墓とか確か、あれ、初代町長の五十嵐さんの石碑があ

ると思うんですけど、この図面上ではそういう点がちょっとわからないんですけど、ち

ょっと教えてもらいたいですけどね。 

増田公園計画課参事   この図面につきましては、まだ本当に計画の案ということでご

ざいますので、具体的な絵につきましては再度つくって、また地元の方に調整をしてま

いるつもりでおります。 

戸塚（正）委員   この図面は、要するに上が北側になるですか。要するに、この名称

（仮称）みその公園と書いてあるところ辺りが中学校になるですよね。それでいいです

か。そういう見方で。 

増田公園計画課参事   資料の３の方を見ていただきまして、蒲原中学がこの図面でい

きますと左側ですか、農協は図面を見ていただいて道路の右側の角ですね。ここが農協。 

戸塚（正）委員   いろいろで話するにしても、もう尐しみんなに、もうひと目見てわ

かるような図面にしてもらいたいですよね。これじゃちょっといろいろ考えてしまいま

すからね。それと、先ほど言った吹上六本松とか浄瑠璃姫の墓とか石碑とかね。それも

有効利用していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

増田公園計画課参事   わかりました。 

志田会長   あとほかにございますか。なければ次の項目に移りたいと思います。 

  道路整備第３課の方でよろしくお願いします。 

大畑道路整備第３課参事   道路整備３課の大畑と申します。工事第１担当です。 

  まず、資料２の表の方からご説明いたします。 

  １番につきましては今年度の工事と改良工事、舗装工事、業務委託ということで列記

してあります。場所については２枚目の図面と照らし合わせてください。 

  舗装工事ですが、①から③までが山手線の舗装工事で、①が面積１,０００平方メート

ル、②が２,６００平方メートル、③が５００平方メートルということで、①につきま

してはもう既に工事完了しております。②、③については、来年の１月２１日が工期に

なっておりますので、今舗装工事やっていると思いますけれども、ご迷惑かけますがよ

ろしくお願いしたいと思います。④につきましては市道東小学校駅前線で、舗装面積が
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１,７２０平方メートル、これにつきましても７月３１日に工事は完了しております。

⑤が留出東桝形向線、舗装面積２,４００平方メートル、来年１月末までの工期になっ

ております。⑥が富士川町に近い方ですが、一般県道富士由比線で、舗装面積が３,３

７０平方メートルでございます。これにつきましても既に１１月に工事は完了しており

ます。 

  次に改良工事でございますが、蒲原地区につきましては計４カ所中、発注済みが３カ

所でございます。１番目、グリーンの箇所ですが市道神沢白銀線、これは主に側溝工で

ございます。延長が２８０メートル。 

  次に②が山手線、側溝改良が主な仕事ですが、延長が２０８メートル。③が新坂線、

側溝工ということで延長４８０メートルです。④が市道東北線ということで、老朽化し

た橋梁を直す工事なんですけれども、橋梁方式ではなくてボックスカルバートでやると

いうことで、もう既に設計は済んでおりますけれども、２月ごろ発注して４月から工事

が始まるような格好になります。 

  次に委託業務ですが、市道新田大道線外７路線ということで、ピンクの委託①という

ことで、狭あい道路を今後どんな方法で整備あるいは拡幅することができるかというこ

とで、その案をつくっていただくということで委託を出しております。これにつきまし

ては合併建設計画に入っている路線だと認識しております。 

  委託業務の②ですが市道東北線ということで、先ほどの東北線のボックスカルバート

の設計委託を出したということで、これはもう既に終わっております。 

  ③が市道日の出線、ニチフリの工場の横の道ですが合併後工事がストップしていると

いうことで委託を出しまして、順次これからかかっていくということで計画しておりま

す。日の出線につきましても合併建設計画に入っていると認識をしております。 

  あと図面の（２）の市道維持業務の実績ということですが、これにつきましては図面

表示してありません。全地域でこういうことをやっているということを記入させていた

だきました。ちなみに道路整備の実績、委託を含めまして事業費ということで舗装工事

が５,０００万円ほど、改良工事が３,２００万円、委託につきましては８００万円、あ

と市道維持業務の実績ということで大体２,５００万円くらい、当蒲原地区にお金が落

ちているということでご理解願いたいと思います。 

  以上です。 

志田会長  これについてどなたか。 
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内藤委員   舗装①の市道山手線ですけれども、これも工事が終わってちょうどうちの

前あたりなんですけれどもね。ここの道路の舗装の仕方がすごく不自然だと私は思った

んです。ちょうど堰沢と中の境のところで線を引いたように舗装がそこで、道路の途中

でぴたっととまってるんですよね。そして、そこは西小学校の子供たちの通学路であり

まして、舗装を新しくされたところは子供が通る歩道が色を変えて、すごく歩きやすい

ような形できれいに舗装されているんですよ。子供たちもあと５０メートルくらい行く

と、蒲原駅の方へ行く道の角のところで通っていくような形になるんですけれども、ど

うしてその道の途中のところで舗装がとまっているのか。せめて子供たちが安全に通れ

るような蒲原駅の角のところ、入るところまで舗装が、何でここまで補装が来なかった

のかなあというのが不自然に思いました。実際、そこのアスファルトもかなり傷んでい

るんですよね。その辺はどういう基準でそういう舗装のあれが決まるのか、ちょっと教

えていただきたいと思います。 

大畑道路整備第３課参事   市道南北線という都市計画道路があるですけれども、その

整備の状況がどうなるか把握していなかったものですから、とりあえずその都市計画道

路に係る部分については今回、道路整備３課の工事としては抜かせていただいたという

ことです。 

志田会長   よろしいですか。 

内藤委員   市道南北線というのは大体いつごろでき上がる計画でしょうか。今ちょっ

と全然、表の１軒が立ち退いた形で、あとは草ぼうぼうでちょっとまだ進んでないみた

いですけど。 

大畑道路整備第３課参事   申しわけございません。都市計画道路は街路課の仕事にな

りますので申しわけございませんが、道路３課ではちょっと把握しておりません。もし

よろしかったら街路課の方へ直接問い合わせをしていただければと思います。 

須藤委員   業務委託の３ですけれども市道日の出線、これ、測量設計という話になっ

ていますけれども、蒲原町時代に測量設計は終わっているじゃないんですか。それはも

う一部工事が入っていまして、一部は完了しているわけですね。その先の方はこういう

形で計画してということで設計図ができていないんですか。そこらはどうでしょう。 

佐野道路整備第３課参事   道路整備３課の佐野と申します。設計は引き継いでいるん

ですけれども、静岡市としてあの道が必要か必要でないかということで、基本的に今８

メートルでできていると思います。それを中学があるということであれを歩道計画等を
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つくって、市として必要な道だと位置づけなければならないものですから、それを再度

業務委託かけて計画をつくっています。 

須藤委員   あそこの道路については必要かどうかという話ですけれども、その結論は

いつころ出るんでしょうか。というのは、あそこの住民の方に家が古くなって、できれ

ば建て替えたいと。ところが、あの計画があるのでどうしていいかよくわからないとい

う相談も私受けているですけれども、あそこの日の出線について静岡市としてね、やっ

ぱりあれは必要だから事業を進めるんだという結論はいつ頃出ますかね。 

佐野道路整備第３課副参事   基本的にはやるという方向で進めています。ただ、業務

委託かけまして、あの地域の人たちの協力が得られるということであれば、先ほど言い

ましたような歩道計画を入れた中で必要路線という形で進めていきたいと今発注した

ところです。 

須藤委員   もう一ついいですか。当然その道にひっかかる人達の協力は得なければで

きないわけですね。だから、そういう今度は仕事をしていくわけですよね。そういう仕

事をして、いつごろまでにその結論を出すつもりなのかということですけれども、それ

を聞いているですけれど。 

佐野道路整備第３課副参事   すいません。今年度中には業務委託が終わりますので、

地元説明等できると思います。 

須藤委員   今年度中に業務委託が終わって設計はしますと。その後に今度はその今か

かっている、今度はかかる人らと話し合って、その人らの了解を取るための努力をして

いって、取れたら工事にかかるという、そういうことになりますね。まだかなり時間が

かかるということになりますか。 

佐野道路整備第３課副参事   そのとおりです。 

須藤委員  できるだけ早目にやっていただいて、あそこの住民の人たちでそういう人た

ちもいるものですから、できるだけ努力していただきたいということを要望しておきま

す。 

志田会長   よろしいですか。ほかにどなたか。 

 それでは、次の市街地整備課の説明の方に入らせていただきます。 

山梨市街地整備課参事   市街地整備課の区画整理を担当しています山梨と申します。

よろしくお願いいたします。 

  まず区画整理の現況ですけれども、合併以前に設立されました蒲原六番向道下区画整
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理事業につきましては順調に推移しておりまして、現在、事業地を見ていただくとわか

るんですけれども、大体宅盤の造成工事が終わった状況でございます。この後さらに化

粧土を入れて見栄えのいい土地にしていく予定でおります。 

  また、今後の予定ですけれども、年が変わりまして新たな設計というか細かい街区工

事に入っていく予定でいます。街区工事といいましても上下水道工事、道路工事、ガス

工事等の中でスタートするわけですけれども、大体おおむね１年の工事になろうかと思

っております。その間に保留地等の販売計画も実施していきたいと思います。既に引き

合いも来ておりますので、事業としては２２年の３月までを予定しておりますけれども、

今の状況でいきますとかなり早いペースで完了するのではないかと予定しております。 

  もう一地域、六千坪地域ですけれども、これにつきましては現在予想される地区の地

権者の皆さんと９月、個人面接というか今後の土地の将来計画、そういうものについて

どのように利用していくとかというようなそれぞれのご意見を伺いまして、その中でこ

の地区の区画整理の可能性について今協議を進めております。 

  その中で約１０数名の方に準備委員をやっていただけるということがわかりまして、

実は本日、午前中もその第１回目の会合を持ったんですけれども、今後できれば年度内

に地区、要するに区画整理の事業地域をどの辺にするかというような協議を重ねて推進

していきたいと思っております。また新年度へ入って順調にいけば事業計画を立て、組

合設立というような感じで考えております。 

  この２件以外にもう一地域、今、区画整理の可能性について相談が持ち込まれており

ますが、基本的には組合施行の事業でございますので、地区の方である程度の盛り上が

りとかそういうものが出てくれば今後事業の可能性、また、推進に協力していきたいと

考えております。 

  以上です。 

志田会長   今の説明に対してどなたか。 

中島委員   先ほど六千坪地域の、きょう文化センターで午前中に説明会があったよう

ですけれども、私もその関係者の方にちょっと、きょうそういうのをやるということで

聞かれたんですが、きょうの内容はどのようなものだったのでしょうか。 

山梨市街地整備課参事   お答えします。きょうは実は、六千坪地域では約６０名の地

権者がいるんですけれども、その大方の方と９月に個々の先ほど言いましたように面接

したんですけれども、それで皆さん今後どうしていかれる予定ですかという中で、もし
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区画整理をやるならばその事業の、はっきり言いますと将来役員になって動いていただ

けませんか、活躍していただけませんかというようなご案内も同時に、その説明会の中

で個々にお願いをしてきました。その中でちょうど十一、二名の方がぜひこの地区のた

めにやってみたいというような方が手を挙げていただきまして、きょうその１回目で、

きょうはざっくばらんな話し合いで、１００％の同意を得られているわけではないもん

ですから、またアンケート、また面接をやっても直接まだ会っていない方もいらっしゃ

るものですから、そういう方の情報がありましたらいただきたいということで、また、

もし知り合いの方があったらその方に声をかけてほしいよということで、次回１月の上

旪に２回目をまた開きましょうということで、きょうは散会しました。 

志田会長  よろしいですか。ほかにどなたか。 

片瀬委員   六番向道下の件であります。先日、第５回の六番向道下の区画整理事業の

総会が終わりまして、事業計画の変更等がありました。その中で事業計画費の中で昨年

の３月、石川町長の時代に協定書を結びまして、そのとき、この六番向道下の予算とし

て５,０００万円取ってあるよというようなことの中で、今回の総会では事業計画の変

更によって３,２００万円になりましたということになりました。総会は皆さん納得し

て無事に終わったわけですけれども、蒲原町時代にいろいろな形で協定書とか契約とか

約束事とかという部分があったのが、市になって協定書は３月、市の助成措置は９月に

確か決定をされたように聞いておりますけれども、そうした部分の整合性といいますか

蒲原町時代の協定書等の有効性みたいな部分について、いま一つしっくりこない部分が

ありましたので、これからどういうふうに考えていくべきかちょっとお聞きしたいなと

思います。 

山梨市街地整備課参事   お答えします。旧の方からの我々の方へ持ち込まれましたそ

の協定書の内容ですけれども、実際は約１,８００万円落ちたんですけれども、その分

事業をカットしたとかそういうことではなくて、事業計画を変更する約１年強の間に組

合員の皆さんと協議を重ねて、どういう事業内容にしていこうかという中で、町の時代

につくった基本計画からさらに実際の詳細へというなか、特に道路線形が大分変わった

ものですから、その辺の町の時代にあった道路設計費分約５,０００万円が今大分その

道路面積が減りまして約３,２００万円、１,８００万円の減額になったんですけれども、

これについては確かに減額となったですけれども組合員の皆さんにとっては、それだけ

公共減部の緩和ということで、この前の総会ではご説明し、ご了解をいただいておりま
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す。今後のことですけれども、市の助成要綱というのはあくまで固有の助成要綱で、特

に、その前段の区画整理法で定めたような内容ではなく、各都市のそれぞれの支援事業

というんですか、それの内容ですので我々も今後、また今新たに今後六千坪、それから

また今ご相談を受けている新地域についてもし今後設立の方向であれば、その助成要綱

の範囲の中でご支援していきたいと考えております。 

  以上です。 

片瀬委員   減額になって、そのときにわかったことですけれども蒲原町はほかの地域

に比べて、例えば基準がほかの地域は１０分の２の助成が蒲原だけは１０分の３になっ

て、ある意味では合併前の約束事を守ってもらったのかなあというふうに思います。そ

こら辺がこれからいろいろな形で、いろいろな事業でも出てくるかなと思いますので、

なるべくわかりやすく市民の人には説明をお願いしたいなあと思います。 

  以上です。 

内藤委員   合併建設計画全般のことについての質問ですけれども、よろしいでしょう

か。 

志田会長   この問題だけに絞っていただいて、またの機会にしていただけますか。 

  ほかに。 

  担当はこの３課しか来ていないから、きょうは説明ということで、その説明に対して

の質問を受けるということで今やっていますから。 

稲葉委員   前回１１月６日に一覧表、資料掲載事業の一覧表をいただきまして、そし

て現地視察をやりましたけれども、そこで載っている例えば３の第１次総合計画に登載

されていない投資的事業というこのグレーのゾーンに載っている５８番から６７番ま

での、この前見ましたね。神沢、堰沢のところの同整備事業とか蛭沢線だとか川向道線

とか、この辺については所管課としては今どういうふうな整備をされて。 

志田会長   きょうの説明に含めて全体、稲葉さんのあれも。 

稲葉委員   今の中には入ってこなかったですね。今説明された中には。 

志田会長   内藤さんの質問と同じになりますけれども、その辺、当局の方何か。 

稲葉委員   所管が違うということですか。 

志田会長   きょう、関係所管来ていないから。 

稲葉委員   第３課だからわからない。 

内藤委員   私がこれから質問するのは前回も逃げていたと思うので、ちょっと質問さ
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せていただきたいと思いますけど、前回視察に行く前に蒲原で全戸配付しました静岡と

蒲原の合併建設計画のことに対してちょっと足早に、市の職員の方が視察に行く前に足

早に説明してくださったと思うですけれども、その辺のことちょっと、いま一つよくわ

からなかったものですから、そこのところをもう一度説明していただきたいと思うんで

すけれども。 

志田会長   その他で入れますか。 

内藤委員   その他でやっていただけますか。 

志田会長   はい。今の項目、これ、きょうはこの３課の方の説明ということで予定し

ているわけですね、今の時間は。とりあえず今の説明に対しての意見なり質問があれば。

よろしいですか。（１）の各所管からの説明ということは、これで説明を受けたという

ことで。これは一応これで閉じさせていただきます。 

  一応（１）の所管課からの報告ということはこれで終わらせていただきます。 

  （２）の公民館会議室の代用についてということに入らせていただきますけれども、

一部退席される方はここでどうぞ。 

  公民館の方から説明いただけますか。 

萩原中央公民館副参事   中央公民館の萩原です。よろしくお願いします。 

  公民館会議室の代用についてということですけれども、参考資料の第３号を見てくだ

さい。ここに書いてあるものが来年度、平成２０年、２１年度が現在の蒲原文化センタ

ー、蒲原公民館が建て替え中の代替として話がつきそうなものなどです。 

  まず、支所、会議室ですけれども、ここについては社会教育関係団体と公益団体とい

うものに使っていただこうと考えています。この支所、会議室というのはこの部屋、元

議場のこの部屋ですね。それから隣の元委員会室といった会議室、それからさらに別棟

のボランティアビューローもあいていれば使えるのかなというふうに考えております

が、この三つということになります。 

  社会教育関係団体というのは社会教育に関する活動を継続的・計画的に行う団体で、

会則や代表者がしっかり決まっているものということで具体的には蒲原の場合、蒲原地

区体育会、蒲原ＦＣとかソフトテニス、スポーツ尐年団、ソフトテニス、ハイキング部、

ミニバス、ベアーズ、バドミントン、陸上競技部等の蒲原地区体育会の集まり。それか

ら文化協会の関係の絵を楽しむ会とか大正琴ですとか香胡会などが入ります。それから

ジュニアブラスバンド、ガールスカウト、国際交流協会、どろんこ、断酒会、女性の会、
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子供会、蒲原地区青尐年育成推進委員会等の団体が社会教育関係団体ということになり

ます。 

  それから公益団体としましては、連合自治会、成人の日の行事の実行委員会等の団体

が公益団体ということで支所を使っていただければいいかなと考えております。 

  それから図書館、学校等となっておりますけれども、ここについては公民館教室と社

会教育関係団体、公益団体、この３種類が使えると考えております。公民館教室として

は主に学校を使うことになろうかと思いますけれども、子ども科学教室、子どもアート

教室、子どもお菓子づくり教室、子ども太鼓教室、手づくりおもちゃで遊ぼうですとか、

あとは古代塗り教室も学校でできるかなと考えております。 

  それから社会教育関係団体としましては、母子・寡婦福祉会ですとかさくらワーク、

それから庵原日本語の会が図書館・学校等と場合によっては支所の会議室と交互に使う

ことになるかもしれませんけれども、そのように考えております。 

  それから公益団体としては消費者グループが使えると考えております。 

  それから商工会・農協さんにつきましては公民館教室と社会教育関係団体ということ

で、公民館教室のうち寿、踊りとか民謡など、それから社会教育関係団体では老人クラ

ブ連合会、自然公園づくりの会、蒲原まつり実行委員会、それから蒲原地区体育会のス

クエアダンスとか文化協会の岳南竹友会などが商工会さんとか農協さんとかを使える

と考えておりますが、実際には商工会あるいは農協さんで会議室を使うのが優先します

ので、毎週何曜日が使えるよとかという約束できるものでは今現在はありません。です

から、あいているときに使わせていただくということで、これから具体的にそれぞれの

団体、会場と話を詰めていくことになろうかと思います。 

  それから各区の会館等ということで各自治会の会館については、ここに載っていない

その他の団体がそれぞれ交渉をしていただいて使っていただくと。本当は全部用意でき

ればいいんですけれども、全部用意するためには現在の文化センターの同じ建物をもう

一個代替に建てなければならない、あるいは、たくさんの会場を全部押さえなければな

らないということでなかなか難しいものがありまして、申しわけないですけれどもこの

ようにさせていただきました。 

  以上です。 

内藤委員   これを見させていただきましたところ、私、前回、前々回から文化センタ

ーの裏にある児童館の利用状況をお示ししてお話ししたと思うですけれども、児童館の
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子供たちの受け皿が載っていないんですけれども、その辺はどのように扱っていただけ

るのでしょうか。 

萩原中央公民館副参事   きょうは児童館の担当の課が来ていませんのではっきりとは

お答えできませんけれども、尐し前に子育て支援課さんの方から問い合わせがありまし

て、そちらはどうしているということで、こんなふうに支所とか考えているよという相

談がありました。こちらを使うこともできるとは思うけれども、西部保育園とかほかの

場所もないことはないので、また考えてみたいというようなことを言っておりましたの

で、ひょっとしたらほかの場所が確保できたか、あるいは白銀の方でやるかという、結

論については、私は承知はしておりませんけれども、もし支所等でいいから使いたいと

いうことであれば、今現在この代替場所としてこれらの部屋を借りることについての具

体的な要綱を詰めている段階ですので、入れることも可能かなと考えてはおります。 

志田会長   よろしいですか。 

内藤委員   白銀の児童センターという話も今出ましたけれども、こっちの西部地区の

子供たちが白銀児童センターに毎日のように遊びに行くというのはとても、ちょっと実

現は不可能だと思いますので、ぜひ今ある文化センターのこの近辺にそれにかわるもの、

例えば小学校の空き教室なんかも利用できるじゃないかなあなんて思うですけれども、

ぜひその辺を考慮してよろしくお願いしたいと思います。 

石野委員   今大体大まかな説明がありましたけど、どの団体がどこを使うかと決定す

るまでにはどういうような話し合いをしていくのか。それで２０年度の公民館活動とい

うのはもう４月１日ごろから募集すると思うんですけど、それまでにどんなふうに決定

するまでの話し合いをしていくのか。募集をかけるとするともう要綱を、原稿を２月か

３月ぐらいに出して、それをつくって４月には各家庭に知らせていくと思いますけれど

も、そういうスケジュールも含めてちょっと説明していただきたいと思いますけど。 

稲葉委員   今の石野委員とちょっとダブりますけれども、この代替の場所、こういう

ふうな考え方で進みますよということを、あともう来年度まで二、三カ月しかないわけ

で、どういう形で各団体に説明しようとしているのかとか、どこに申し込んで、どうい

う形でこの２年間、この代替場所を活用していく、その辺のルールも含めてどういう計

画でいるか、ちょっと確認したいですが。 

萩原中央公民館副参事   支所を使う団体については普通の会議室だよということをわ

かっていただければ、そのまま使っていただければいいかなと考えております。農協と
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か商工会さんとか図書館とか、ちょっと使う時間とか予約の日時というか、何カ月も前

に予約ができないようなところについては、こちらで考えている団体に連絡をとって、

「商工会さんの２階を借りるということでよろしいですね」ということで、よろしいと

いうことであれば商工会さんに具体的に「毎月第１木曜日だけどどうだね」ということ、

それぞれの橋渡しをうちがすることになると考えております。 

  それから、この中の各区の公民館を除いて、支所、会議室、図書館、学校、商工会、

農協さん、ここら辺を使うことについては一応公民館の事務所を支所に置きますので、

そこに申し込みをしていただいて仲立ちをして、火曜日の夜とかバッティングしちゃう

こともありますので、調整をした上で予約をうちの方が連絡をするという形にしたいと

考えております。それから各団体については、ここに載っている団体についてはこちら

から連絡をしますけれども、それ以外の団体については各区の公民館に直接連絡をとっ

ていただいて予約をしていただくというふうに考えております。 

石野委員   今説明されたようなそういう案がいつ団体に来るんでしょうか。申し込み

をするわけでしょ。例えば、どろんこは先ほどありましたけど支所になっていますけど、

支所の方にどろんこはいつ使わせてくださいという、そういう申し込みをその都度して

いくと思いますけど、もう変えられないですね。このどろんこは他のとこはもう行けな

いわけですね。 

萩原中央公民館副参事   そういうことではなくて、ここでいいだろうという案をこち

らでつくっているだけですので、こういう理由があってここじゃまずいんだよと、支所

の会議室にならないかとか図書館を使えないかという相談にはもちろんのります。それ

から各団体への連絡については検討しますけど、電話連絡にするか文書をそれぞれ配る

か、あるいは集まってもらって説明会をするか、そういう方法でこうなりましたという

説明をしなければいけないかなと考えております。 

石野委員   関連していますけど、例えば調理室なんかは使えませんね。今度つぶして

しまうから。そういう物をつくったり料理したり、そういうことができるところも確保

されるんでしょうか。 

萩原中央公民館副参事   調理室が一番難しい問題でして、小中学校の調理実習室しか

ないんですけれども、そこについては学校が使っていないときに限り、しかも土日だと

人がいないので、平日の使っていない時間であれば学校と話をつけて借りるということ

はできます。 
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石野委員  平日は使えない。子供が使いますからね。 

萩原中央公民館副参事   平日、家庭科をずっとやっているわけではないので、案外あ

いている時間は水曜と木曜ならあいているよとかというのもありますので、希望の日を

聞いた上で学校に接触をします。 

石野委員   逆に言うと土日とかそういうときに活動したい団体とかがあるわけですね。

どろんこでいうと土曜日は活動しますから、土曜日に学校の調理室を借りたいんですよ。

それを平日にやるなんていうことはできませんので、そういうことも考慮して考えても

らいたいと思いますけど、使う団体の使い勝手がありますからね。 

萩原中央公民館副参事   毎月とか毎週とかいうことには無理だとは思いますけれども、

学校の人にかぎをあけてもらうということがありますので、年１回とか２回必要だよと

いうことであれば公民館の職員が行って、かぎをあけることになるのか、あるいは学校

の方へお願いしてやってもらうのか、それは不可能ではないと思いますので、また相談

してください。 

中島委員   前年度までやっていましたいろいろな教室、その教室は状況、要するに文

化センターがなくなりますから、その２年間はやらないという教室も出るんでしょうか。 

萩原中央公民館副参事   全体的には例えば月に３回やっていた公民館教室は月に２回

にしようとか、月２回やっていたやつは１回にしようとかといって数を減らして、その

分市民の方に使ってもらう回数をふやしているつもりです。やらなくなるのは今も話に

出ました調理室が文化センター独自の調理室がなくなってしまうので、毎月、毎週学校

の調理場を借りるというわけにはいかないものですから、パンづくりでしたか、そうい

うものが幾つかできないという状態はあります。 

中島委員   そうしますと結局、土日をやっている教室がございますね。そういう教室

はどのようにやるか、やっぱり募集要項を早く計画的につくっていただいてやっていた

だきたいと思いますが、それについては、募集要項はいつごろまでにできますかね。も

う来年２月になれば募集しなければならないじゃないかなあと私は感じておりますが。 

萩原中央公民館副参事    募集の関係は４月ぐらいをめどに行いますけれども、各公

民館の教室は４月１日から始まるのではなくて５月に入ってから始まります。募集は４

月ぐらいになると考えております。 

石野委員   もう一つ、パソコンの部屋がありますね、４階。あれはどうなるんですか

ね。聞かれているんですけど、あれをどっかへ移動させるのか、その場所を確保される



 

 ―１７― 

んでしょうか。中学のパソコン教室ありますけど、ああいうところを使うようになるの

か。あるいは小学校にもありますけどね。 

萩原中央公民館副参事   江沢先生の方と打ち合わせ済みですので、また聞いてみてく

ださい。 

須藤委員   今この３カ所のところで使える団体の話をしましたね。４月１日からは使

えない、今まで使っていたけど、そういう人たちの４月１日からはもう文化センターと

かこういう公共の施設は使えませんという人たちがいるわけですよね。いなきゃいいで

すよ。実際にはいるんですよね。そういう人たちはいつまでに通知を出して、あなた方

はこの三つのところでは使えませんから、例えば各区の公民館を使ってくださいとかね、

自分たちで探してくださいというのはいつまでにそれは、もう既にそういう通知は出し

てあるんですか。 

萩原中央公民館副参事   問い合わせがあれば答えていくようにしますけれども、全体

的には公民館で発行している公民館報ですとかで全世帯にお知らせをしたいと考えて

おります。 

須藤委員   ちょっと不親切ですね。やっぱり今まで使っていて、こういう事情で使え

なくなりましたという人たちについては、やっぱりこういう問題があるわけですから通

知を出してね。今まで使っていたけど、こういうことで使えなくなりましたと。ですか

ら今後活動していくなら、こういうところを探して自分たちでやってくださいという通

知ぐらい出してもらいたいと思うんですけどね。どうですか。 

萩原中央公民館副参事   よく使う団体でこちらが把握しているものについては通知を

出してお知らせをします。ただ、年に１回しか使ったことがないとかいうところまでは

ちょっと難しいものですから。 

須藤委員   そこは選択して、できるだけ出すようにしてください。 

萩原中央公民館副参事   はい、わかりました。 

稲葉委員   公民館それから文化センターが２年というふうな間、全面的になくなって                                                                                                                                                                             

しまって代替を活用しなければいかんというのは初めての経験ですし、今の話聞いてい

ますと今まで使っていた団体には連絡しますということですけど、やはり蒲原地域の住

民みんなが一応、ああ代替の場所はこういうふうに使われ、また、運営していくんだな

とか、きちっとそのルールというか全体像がわかるような格好にして、やはり公表して、

そして、ああ自分はこういう形で使おうとしているからこれに該当するだとか、もしか
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したらこれから団体で新たな団体が出てきて、自分たちはどういうふうに使ったらいい

んだろうかとか生まれてくる可能性もあるわけですよね。そうすると今まで使っていた

団体にこうとかというだけではなくて全体に、この場所についてはこういうルールで申

し込んでくれとか、いろいろなだれもがわかるような例えば、パソコンについてはパソ

コンのその団体にだけ話をするとかじゃなくて、全体像がわかるような形でぜひ公表し

ていただきたいなと。そうしないとこれは昨年合併した直後に文化センターの会議室を

使う場合に、特別申請して許可されたところは減免しますよとかありましたね、使用料

の減免について。それは例えば、そういうことを耳にしたところはいち早く手続をして、

きちっとそれでいけたんだけど、全然それが公にというか聞いていなかったところなど

は、もうその手続もできずに使用料を払うとか、そんな問題が確か去年の五、六月に起

こって、タウンミーティングでもその辺の話が出るように、この地域の中でも知ってい

る者、知らない者でちょっといろいろな問題が出たと思うですが、それと同じようなこ

とが今度のこの代替場所の活用ということをめぐって、この地域の中でいろいろな困難

が起きるようにちょっと思うんですけれどもね。やはりみんないろいろなことで心配し

ているので、きちっとあるルールを公表して、丁寧な対応をしていただきたいなあとい

うふうに思います。 

萩原中央公民館副参事   代替場所が用意できるのは社会教育関係団体と公益団体、あ

とは数は減らしますけれども公民館教室だけです。この社会教育関係団体と公益団体は

もう登録されていますので、そのすべてには通知をします。しかし、その他の団体のう

ちでも今お話にありました新規にできた団体というのはこちらでも把握はしていませ

んので通知はできませんから、公民館報、それで足りなければ回覧板でも何でもいいで

すけれど、全世帯にこういうことになったという形でお知らせをするということでよろ

しいですね。 

中島委員   代替の建物は、すべてが耐震性は大丈夫ですか。 

萩原中央公民館副参事   一部古いところがありますが、そこについては公民館教室の

方で使う方向に考えてあります。すべてが耐震性が満足されているというわけではない

と思います。 

中島委員   それはすべてが耐震性がないかもしれませんけれども、東海地震がいつ来

るかわかりません。その団体が例えば公民館教室、社会教育関係団体、公益団体等が利

用していたときにそういうことがあったら、なぜ耐震性の悪いところを代替にしたかと
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いうこともありますから、そこらあたりも教室の募集のときも十分検討して広報をやっ

ていただいた方がいいんじゃないかと私は思いますけれども、どうですか。 

萩原中央公民館副参事   募集のときに耐震性がない場所でやるから集まってくれとい

うのはやりにくい、ちょっと何か考えたいと思います。 

石野委員   取り壊している間２０年、２１年の２年間のこの公民館の事務所というの

はどこになるんですか。 

萩原中央公民館副参事   この支所の一部をお借りして、事務所だけ置くというふう考

えております。 

石野委員   何かがあればそこへ行って、いろいろ要望を出したり相談に乗ってもらう

わけですね。 

萩原中央公民館副参事   そうです。 

志田会長   よろしいですか。 

  なければ、ここでちょっと一たん休憩挟んで、残りの議事を進めたいと思いますけれ

どもよろしいですか。ここでちょっと５分休憩させていただきます。あの時計で１５分

までにしましょうか。 

休憩 午後 ３時０８分 

再開 午後 ３時１５分 

志田会長   （３）のまずその他、水道料金の改定について説明をしていただきます。 

佐野水道総務課長   水道総務課長の佐野と申します。よろしくお願いいたします。 

  まず、先週月曜日に発生いたしました蒲原地区の断水に際しまして、地域の皆様方に

ご迷惑をおかけいたしまして大変申しわけございませんでした。この断水の原因といた

しましては、現在城山に三つの配水池がございますが、最も新しいものが昭和５９年度

につくりました城山第３配水池、次が昭和４１年度につくりました城山第２配水池、最

も古いものが城山の第１配水池で昭和３１年度につくられまして、現在既に５０年経っ

ております。この城山の第１配水池の電動弁、これ、電気で作動する弁でございますけ

れども、これも昭和６０年代に設置したもので２０年以上たっていたそうでございます

が、これが故障し、さらに、ここに設置してございました水位計も大分以前から故障し

ておりましたために、今回断水が発生したものでございます。 

  事故後速やかにこの電動弁、水位計ともに修理を行いましたけれども、私どもといた

しましては、この第１配水池は今度の計画にも載っておりますように、平成２３年度ま
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でに全面改築する計画でございまして、現在改築工事に入っております蒲原の第３浄水

場、さらに今後計画をしております第１配水池とともに、それら大規模改修にあわせ、

この運転業務を清水地区にございます谷津浄水場において集中的に管理する方向で事

業を進めておりましたけれども、何分このような事態が発生いたしましたものですから、

早急に蒲原地区における水道施設の点検を行いまして、再発の防止に努めてまいりたい

と考えております。 

  それでは続きまして、水道料金の一元化につきまして説明させていただきます。 

  恐れ入ります、Ａ３の１枚の紙と「くらしと水」というものがお配りされていると思

いますので、Ａ３の紙の方から説明させていただきます。 

  現在、本市の水道料金は、平成１５年４月の旧静岡・清水の合併に際しまして、合併

協議会の事務事業すり合わせ方針によりまして、水道料金については合併後当分の間、

現行どおりとし、新市における水道事業計画を速やかに策定し、料金体系を検討するも

のと決定されております。さらに平成１８年３月に合併いたしました蒲原町との合併協

議会におきましても合併後当分の間現行どおりとし、速やかに静岡市全体としての統一

に調整を図るものとされております。そのため私どもといたしましては、新静岡市とし

てふさわしい水道事業を推進するよう平成１７年３月、静岡市水道事業基本構想・基本

計画を策定し、旧蒲原町につきましては合併時の蒲原町建設事業計画を取り込む形で主

要施策として実現に向けて進めておるところでございます。 

  しかし、現行の料金水準は高い方から旧の静岡市、旧の清水市、旧の蒲原町の順にな

っておりまして、旧の静岡市地域におきましては清水との合併から５年間、旧蒲原町と

は２年間の間、水道料金の負担に関しまして他の地区と比べ不均衡な状態に置かれてお

ります。また、旧清水地区におきましては平成９年４月から１１年間、旧蒲原町地区で

も平成１１年１０月から約９年間、水道料金の改定は行われず現在に至っており、その

施設の整備、改良の観点からも対策の充実を図る必要性が求められております。これら

のことから３地区において異なります料金水準体系により使用者の負担に格差が生じ

ておりますため、公平性確保の観点から適正な料金水準を確保するとともに、料金体系

の一元化を図る必要が課題となっております。 

  この一元化を図りますため平成１９年６月１９日、広く市民の方々から意見を伺うこ

とを目的といたしまして、静岡市水道料金等懇話会を設置いたしました。同懇話会は６

月から１０月にかけて５回開催し、１０月１６日の最終回にはその検討された結果を意
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見書として取りまとめていただき、私ども管理者あてに提出いただきました。今回その

主なものについてご報告させていただきたいと思います。なお、この意見書の要旨、一

元化素案の概要につきましては今回配付いたしました第９号「くらしと水」、これは、

この１１月の半ばに新聞折り込みとして皆様のお宅の方にも届けられると思いますけ

れども、この中でも説明をさせていただいておりますし、また、静岡市の企業局のホー

ムページですとか、この蒲原支所の窓口ですとか、蒲原サービスコーナー等でも公開し

ておりますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。 

  まず、このＡ３の紙めくっていただいて裏面をお願いします。右の方の中段に「○地

区別の主要建設事業」というものがございます。四角く蒲原地区と囲ってございます。

財政計画の期間が平成２０年度から２３年度の４カ年でございまして、主に①から⑤に

ございます主要５事業、これらに９億円の事業費を予定しておりまして、これらを蒲原

地区の給水人口１人当たりに換算しますと約７万２,０００円ほどの整備費が必要とな

ろうかと思います。その内容でございます。まず、蒲原第３浄水場改良工事、平成１８

年度から２０年度の計画で、予算３億円で進めております。平成１８年度は実施設計業

務委託に出しまして、現在１９年度、２０年度の２カ年で改良工事を行う予定でござい

ます。 

  ②の蒲原第１浄水場の改良工事でございます。これに関しましては平成２１年度から

２３年度、３億円の予定でおります。 

  ③の蒲原第１配水池改良工事でございます。これは先ほどお話しました５０年ほどた

っておる配水池でございますが、これに関しましても平成２２年度から２３年度に２億

円の予定でおります。 

  ④の送配水管の布設工事でございますが、計画期間の平成２０年度から２３年度、延

長予定が１キロございまして、これを１億円で予定しております。 

  ⑤の経年配水管布設替工事でございますが、これもやはり２０年度から２３年度に同

じく１キロを１億円で予定しております。 

  そうしますとこれらの合計が約９億円でございまして、先ほどお話し申し上げたよう

に、給水人口１人当たりに換算しますと７万２,０００円という形になります。これを

清水地区で見ていただきますと給水人口１人当たりが、清水地区が約３万６,０００円、

静岡地区で申しますと給水人口１人当たりが約２万５,０００円という形でございます。

したがいまして、蒲原地区で計画しておる事業費は静岡地区の約３倍という形で予定を
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しております。 

  その上の方へ行っていただきますと県内水道料金比較表、口径２０ｍｍ・一般家庭１

カ月当たり税込みというものがございます。これは一番左の１０㎥使用の欄で申します

と、現行の清水地区は安い方から３番目で６８２円、現行の蒲原地区は安い方から６番

目で９４５円、それを新しい料金素案では１４番目の１,０００トンで２９円を予定し

ております。同じく２０㎥でございますと、蒲原地区は８番目で１,９９５円の予定で

ございますが、これを新しい素案では１４番目の２,１５２円、３０㎥でございますと、

蒲原地区は１０番目の３,１５０円でございますが、新しい料金素案では１７番目の３,

６４３円になるということです。 

  大体一般の家庭ですと２０㎥から３０㎥の使用が一番多いものですから、そうします

と大体月に直すと５００円ぐらい一般の家庭では引き上げになるのかなあと。年間に直

すと６,０００円ぐらいという形になろうかと思います。４０㎥、５０㎥それぞれ記載

しているとおりでございます。 

  さらに恐れ入ります、この紙の１枚目へ戻っていただきますと、水道料金の一元化に

ついては先ほど読ませていただきましたが、その下の方に新しい新料金体系（素案）に

ついてということで載っております。非常に細かい数字で見えにくくて恐縮でございま

すけれども、私ども合併以降企業局といたしまして職員数を削減したり、業務の民間委

託か等を図りまして、全体の平均改定率を今回３.２０％下げさせていただくような提

案をさせていただきます。 

  内訳といたしまして、静岡地区は７.６７％の引き下げ、清水地区は４.０８％の引き

上げ、清水地区は今まで業務用に頼っていた部分が多かったもんですから、内訳として

家事用を１６.６２％引き上げて、業務用を１５.３４％引き下げるという案でございま

す。蒲原地区に関しましては全体的に一番お安いものですから、全体的に上がる形で１

８.６５％の引き上げをお願いしようという計画でございます。 

  この表の右の方をごらんになっていただきますと、これは蒲原地区で一番口径が多い

１３㎥の表でございますけれども、新料金（案）と３地区の料金（現行）との比較（１

月あたり）ということでございます。一番標準的なのが真ん中の辺にございます３０㎥

使用、１３ｍｍで新料金が３,６４３円、蒲原地区の一般の家庭が現行３,０９７円です

ので、約５４６円引き上げられるという形でございます。 

  あまり表が細かいものですから細かい話はあれですけれども、いずれにしましてもこ
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れに関します条例の改正案を来年２月開催の定例会で給水条例の改正案を上程させて

いただき、ご審議いただいた上で議決していただき、大体３月の中旪ごろに議決かと思

いますけれども、平成２０年６月の使用分から新しい料金の適用をさせていただきたい

と考えております。 

  概要は以上でございますけれども、何分ご理解のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。 

志田会長   よろしいですか。どなたか質問があれば。 

中島委員   くらしと水というのも今のような状況の説明になっているですかね。私は

読んでいないものですからわかりませんけれども。実は、結局工事が多いから値上げす

るという、蒲原地区はそうなると私は思いますけれどもね。ただ、我々ちょっとこうや

ってわかりますけれども一般の方は、１８.５％上がるということは私たちに中島さん

こんなふうに上がるけどどうですかと言われて、ただ工事が多いから上がるということ

ではなくて、その辺のこと何か当局側はありますかね。 

佐野水道総務課長   先ほども説明させていただきましたけれども、旧の蒲原町さんと

は合併以降２年間、従前の水道料金に据え置かれておったと。その間、私ども第３浄水

場の建設事業ですとか、あるいは、ことしも既に４カ所や５カ所行っておりますけど、

管網整備事業ですとか、さらには今後の第１浄水場ですとか第１配水池の計画も予定し

ておりますものですから、単にその工事が多いというだけではなくて、それは一つのメ

リットとしてとらえていただければなあと思います。と申しますのは旧のこちらの蒲原

地区の水道料金が年間、平成１８年度で２億４００万円ぐらいですか、その２億４００

万円のこちらの地区でこれだけの整備事業が現在必要とされておると。これを旧蒲原町

単独で行おうとすればなかなか難しいのではないだろうかと。今以上に、１８.６％以

上の料金改定が必要であったのではないだろうかと。したがって合併をしていただいた

からこそ、この程度で何とか事業が進められるのではないかというようなとらえ方をし

ていただければ幸いだと存じます。 

中島委員   それは当然で上がってくるのはわかりますけれども、ここに載せているよ

うに「合併後当分の間」というこの当分の間が２年ぐらいのことを意味するのか、そこ

らあたりどう考えますか。 

佐野水道総務課長   ですから「合併後速やかに」という表現でございますので、私ど

も旧の清水市さんとは５年間時間があったわけですけれども、その間、当然旧の清水市
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さんとはいろいろな建設事業計画とかすり合わせをさせていただきましたけれども、蒲

原地区に関しましては正直言ってあまりお時間がなかったものですから、旧の蒲原町さ

んの計画を丸のみ、すべて含めさせていただいてございますので、地区の要望に沿った

ような形で整備ができるのではないかというふうに考えております。 

  以上でございます。 

中島委員   一般的に我々も理由わかりますよ。でも、住民一人一人が料金を払います

けれども、その方たちに、ただ工事が多いからだけで済まされる問題ではないと私は感

じておりますけれども、内容を見る限り「速やかに」とか「当分の間」とかいろいろご

ざいますけれども、そういう説明はどうしたらいいかなと感じるような状況なんですよ。

そこらあたりは、ただ工事だ、工事だ、今までは蒲原町が安すぎましたからね。そうい

うことになると思いますけれども、ただそうやって説明だけじゃ済まないような気がし

ます。 

野村委員   説明をしてもらったんですけれども、一元化をするということに向けてと

いうことで言っていますけれども、また、合併に際しては住民の負担を上げないと、負

担をふやさないというのも合併のときの一つの約束だったんじゃないですか。だから私

としては、そもそもこの今回の一元化によって蒲原地域、あるいは清水地域が負担が増

えるということについては全く道理がないというふうに考えています。そもそも蒲原、

静岡、この清水地域と三つとも水源が違うし、コストだって全然違うじゃないですか。

それをわざわざなぜ一番高い方の静岡に水準を合わせてやらなければならないんです

か。無理やり一元化にしなきゃならないんですか。その辺が納得いかないですよね。そ

の辺はどうなんですかね。それに今回の値上げにあっては水道事業そのものが黒字にな

っているんですよ。しかも収益率だって政令市で一番高い方じゃないですか、静岡市が。

これでまたちょっとね、こういうことについても道理がないですよね。蒲原地域１８％

平均で上がっていますよ。本当に住民の皆さんね、暮らしがいろいろ上がってきて大変

な中でやりくりして、本当に水道の水なんていうのは生活の中で一日も欠かすことはで

きないでしょ。そういう点では本当は命の水になるんですけれども、本当に今回の値上

げについては痛いと思いますよね。本当に納得いきませんよ。 

  それで一つの情報として出ているんですけれども、一般家庭用は上がるけれども大口

の企業用は下がると、そういう状況にもなっているんじゃないですか。それも納得がい

かないし、しかも年金暮らしの家庭で一生懸命節水に心がけて、毎月１０㎥以下でやっ
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ているところなんていうのは５０％もの値上げになるというふうにも聞いていますよ。

本当に理不尽だし納得いかないですよね。その辺いかがですか。 

佐野水道総務課長   企業用が引き下げになるのは旧の清水市でございまして、これは

用途別料金体系をとっておりますために、旧の清水市の時代も料金改定審議会におきま

して過去２回も用途別を廃止して口径別に一元化するようにという答申がなされてお

ったものですから、今回口径別に統一させていただくということでございます。それか

ら、やはり命の水とおっしゃったですけれども、確かにそのとおりだと思います。先日

の第１城山の配水池の事故をごらんになれば、水がなければ本当に不便だと思います。

ただ、これを改修するには当然経費はかかることになりますものですから、その辺はぜ

ひ重ねてご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

寺門委員   要するに、安定した供給をいかに実現するかということが根本だと思うん

ですよ。この間みたいに断水がなくなるようにするという形がやっぱりもとにないと、

安定した安心した暮らしができないわけですから、そういう意味で前から西の方で水が

細くなるとかという話も大分出ていました。前回蒲原町で値上げするときも議会で値上

げの数字も出てきたわけですが、そういうなかで金利が安いということで長期の借り入

れを起こして、それで対応しようという形の中でやってきたわけですけど、そういうこ

ともあったわけです。しかし、この数字を見ると、やはり大きな設備投資の金額をどう

したら出すことができるかということが一つあると思うですよね。だけど、これに対し

て安定した蒲原の住民が、いつも何時も蛇口をひねれば安定した水がもう出るという形

がね、やはりこの設備投資をすることによって私は求められると思うですよ。だから、

そういう意味で過去のあれなんかも見ても、値上げもそういう形の中でやってきたわけ

ですけど、やはりやむを得ないという部分もある。それはやはり安心した生活ができる

という形のものをつくり上げていくということが私は大事じゃないのかなというふう

に思うわけですけどね。私の意見としてはそういう意見でございます。 

三好委員   ちょっとお伺いしたいですけれども、この水道料金と懇話会の１５人のメ

ンバーの中に蒲原町の人いました。 

佐野水道総務課長   商工会並びに自治会から各１名、計２名の方に出席していただい

ております。それから一般公募も蒲原地区も募ったんですけれども、応募した方がいら

っしゃらなかったものですから一般公募は出ませんでした。 
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  以上でございます。 

寺門委員   今の私の意見ですけど、要するにこれだけの設備投資をすることによって

安心した供給、安定した供給というのは確実にできるという理解でよろしいですか。 

佐野水道総務課長   はい。私どもの市長も私ども企業局も旧の蒲原地区は率先して合

併をなさってくださったものですから、優先的に設備投資とか建設改良事業をやりなさ

いよということで上の方からも重々それは伝わってきておりますものですから、ぜひ今

後３年、４年の間には今の状況から脱却して、安心した形で飲料水が供給できますよう

に努めていきたいと思います。 

  以上でございます。 

野村委員   今までの議論も聞いているんですけれども、設備投資をするということで

あれば設備投資全部が水道体系でやっているわけじゃないと思うんですよ。設備投資に

ついては本当にこういう公共性の強いものについては、本当に一番公共性強い事業です

から、一般財源も投入するということを考えてみたらいかがですかね。そういうことも

やらずして値上げというのは納得いかないですよ。本当、住民も値上げは困るというふ

うに言っています。私、意見として言わせていただきますけれども、本当に蒲原から選

出された議員の方もよくわかりました、承知しましたなどということを言っていると聞

いていますけれども、本当に納得できないという声がいっぱいですので、意見として言

わせていただきます。 

辻委員   地区別主要建設事業というところの蒲原地区で先ほど、先日故障したという

か、それが第１配水池というわけですね。そこを今きっと毎日何か車とまっていますの

であれですけど、仮に何かやっているわけですか。それで、この計画ですと２２年から

２３年に改良工事をやるということですけど、どのような改良工事なんでしょうか。 

佐野水道総務課長   第１配水池は先ほどお話いたしましたように既に建築後５０年た

っておりますものですから、これ、全面改築という形になろうかと思います。 

  以上でございます。 

戸塚（正）委員   料金の件ではないんですけど、先ほどちょっと説明がありましたけ

れど、断水の件なんですけれど電動バルブですか、その故障は仕方ないとしても、要す

るに同報無線での連絡が、あれ、１時間ぐらいたってからですよね。その辺の何か理由

とかあったんですか。 

佐野水道総務課長   申しわけございません。後でこちらの片岡参事から聞きましたけ
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れども、旧の蒲原町におきましては当時の水道課が直接マイクを握って同報無線を扱う

ことができたようでございますけれども、現在は同報無線を使いますには消防防災局の

方の許可を得ないとならないものですから、それで多尐ちょっと時間を要してしまった

んですけれども、先日も大村区長ともちょっと話しまして、非常の場合にはもう消防防

災局を通さずに区長の権限で使えるようにするかという話もしています。これを教訓と

いたしまして、今後はなるべくそういった形で迅速に対応をしていきたいと思いますも

のですから、ご理解をいただきたいと思います。 

戸塚（正）委員   今そういうお答えですけど、本当、災害時のときの連絡が本当に心

配ですので、その辺よろしくお願いいたしたいと思います。この地域審議会でもそうい

う話が出たということを重々わかっていただきたいと思います。 

内藤委員   水道料金の値上げ、説明を聞けばいたし方がないというふうに部分もわか

ります。でも、蒲原、静岡と合併しまして合併の本当にメリットというか、はっきり言

いまして市県民税も値上がったし固定資産税も値上がったし、本当に蒲原地区の人にし

てみれば値上げラッシュで、ここへ来てまた水道料が一気にこんな１６．何％も上がっ

ていくのでは本当に地域の人の、住民の不平、不満がいっぱい聞こえてくるんですね。

静岡気分で決算が出て見ましたところ、１５億円も水道会計で黒字で出ているようです

しね。本当に一気に１６．何％も値上げするじゃなくて、三、四年くらいかけて段階的

に値上げをしていくというような、そういう措置はとれないでしょうかね。 

佐野水道総務課長   今回の水道料金と懇話会におきましても一部にはそういうお話も

出たんですけれども、私どもの懇話会の会長であります東海大学の鈴木先生の方から、

毎年尐しずつでも値上げすると毎年値上げする気分があって、非常に好ましくないだろ

うというようなご意見がございましたものですから、過去２年間は激変緩和期間という

ことでご承知いただきまして、平成２０年度からの一元化にご理解をいただきたいと思

います。 

  以上でございます。 

鈴木委員   すいません、水道料と関係ないんですけれども、今の内藤委員のご発言の

中で固定資産税が上がったというお話だったんですが、自分の認識では下がったと思う

んですけれども。 

志田会長   ほかにこの件、よろしいですか。意見として出してもらったということで。 

  説明はいいですね。この件については、これで終わらせていただきます。 
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  その他の件で何か。ちょっと時間ありますので、先ほどの内藤委員からの質問という

ことで先にあれしておきましょうか。 

望月地域総務課長   地域総務課です。昨年度の１月、２月だったか、確定申告の相談

日の件でございますけれども、うちの区長も税務署等といろいろ足運びまして協議させ

ていただきまして、今年度につきましては現在の予定ですと年金相談につきまして２日

間、１月３０、３１日を予定したいと。それとあと無料相談、これ、税務署の方で行っ

ていただきますけれども、２月２７、２８で予定を現在させていただいております。昨

年同様、蒲原地区におきまして確定申告の相談の方をさせていただくと。前回は区の方

がリードして税務署とやってきたわけですけど、今回から税務署の方にお願いいたしま

して、税務署の方の主導でもって行うということになります。 

  以上、報告させていただきます。 

志田会長   それは蒲原地区でやるですね。地元でね。 

望月地域総務課長   場所ですけれども、現在の予定ですと蒲原の公民館の方というこ

とで考えております。 

志田会長   その他。 

山崎参事   お手元に地域審議会委員へのアンケート調査という用紙が行っていると思

いますけれども、そのことについてお話ししたいと思います。 

  よろしいでしょうか。そこに１番として目的が書いてあります。ちょっと読ませてい

ただきますけれども、このアンケートは、委員の皆様が静岡市蒲原地域審議会委員とし

てこの１年６カ月の審議活動を通した中で感じられた思い、意見とか要望等をお答えい

ただき、その内容を来期の地域審議会の運営方針等に反映させようとするものでありま

す。ということで、このような目的でこのアンケート調査を行いたいと思っております。 

  ２番の調査項目ですけれども８項目ありまして、委員の皆様の氏名、それから２番と

して年間の地域審議会の開催回数、一応８回を予定しておりますけれども、それが適当

なのか、尐ないのか、多いのか、ここら辺はその該当するところへ丸をつけていただき

たいと思います。 

  それから、３番として地域審議会の実施時間、これも通常２時間ぐらいを予定してお

りますけれども、これが短いのか、適当なのか、長いのか。 

  それから、４番として今までの審議内容は適当であったか、不適当であったかと。不

適当であった場合はどんな内容がよかったのかというのをお書きいただければありが
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たいと思います。 

  それから５番として委員の構成、協議書の中では２０人までというふうになっており

ます。この２０人までが適当なのか、２０人というのは多いのかというところを書いて

いただきたいと思います。多いと答えた方には一応２０人の構成が各種団体、それから

有識者、公募という形で成り立っておりますので、これが何人ずつが適当なのか、そこ

ら辺も入れていただくとありがたいと思います。 

  それから６番目としまして、地域審議会委員として来期も活動したいとお考えですか

ということで、素直な率直な気持ちを書いていただきたいと思います。 

  それから７番目に、今後どのような審議内容で地域審議会を開催すべきだと思います

かということで、これを書いていただければ来年度からの参考にしたというふうに思い

ます。 

  それから８番目は、そのほか何かいろいろな意見がありましたら書いていただきたい

と思います。 

  このアンケート調査は１枚だけですけれども、もし書き足らないようでしたらほかの

便せんに書いて閉じていただいて結構ですのでよろしくお願いします。お手元の方に返

信用の封筒が行っていると思いますので、それに入れて今年中に投函していただければ

ありがたいと思います。 

  以上です。 

志田会長   ほかに要件ありますか。いいですか。 

鷲巣委員   蒲原地域審議会の内容であるのに恐縮です。静岡市全体のこれからの都市

づくり・まちづくり構想について、実現するかどうかということは別問題として、私な

りにレポートをつくってまいりました。皆さんにお分けしてよろしいでしょうか。 

志田会長   届けることは結構だと思いますけど。 

鷲巣委員   関係ないでしょうか。 

志田会長   いいですね。 

鷲巣委員   その他でお願いしています。 

志田会長   分けるということですね。 

鷲巣委員   はい、一応レポートの方を印刷して人数分お持ちしたんですけれどもお時

間もありませんので、ここは蒲原地域の審議会ですので静岡市全体の都市づくりに関連

しての発言は、もしできないようであればレポートだけお分けしたいと思いますが。 
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志田会長   それは皆さん見て参考にするということでいただきます。 

鷲巣委員   ありがとうございます。 

志田会長   先ほど問題になりました稲葉委員、内藤委員の建設計画の関連のちょっと

時間ありますので、時間あるといっても１０分しかないんですけれども一応出していた

だいたら、その他で取り上げたいと思いますけれども。 

内藤委員   先ほどお伺いしましたけれども、前回の視察の前に蒲原町に全戸配付しま

した静岡との合併建設計画のことに関しまして、市の当局の方からちょっと何か足早に

説明があったと思うんですけど、その辺をちょっともう一度お願いしたいと思います。 

天野地域総務課主幹   前回視察の前にご説明した件について再度ご説明いたします。 

  合併建設計画につきましては市町村の合併の特例に関する法律ということで、静岡市

と旧蒲原町において法定計画としてできたものであります。期間としては平成１８年度

から平成２７年度までの１０年間となっております。お手元にそのとき印刷したものを

お分けしてありますけれども、そこに記載されている事業が静岡市、蒲原町の合意事業

ということになっております。 

  それで内藤委員のお尋ねの住民に配付した事業でありますけれども、これにつきまし

てはあくまでも合併建設計画における分野ごとの概算事業費、こちらを算出するために

抽出した事業としてとらえております。ですから、そこに載っている事業イコールすべ

てが合併建設事業に具体的に入っているというわけではありません。この配付事業につ

きましても旧蒲原町が単独で配付したというふうに聞いております。しかしながら、住

民に配付した事業におきましても、その趣旨につきましては道路建設とかいろいろあり

まして、趣旨については合併建設計画に沿ったものもあるものですから、それらについ

て今後検討していきたいということでなっております。お手元に住民配付事業のもとに

した表も配ってあります。網かけのところがまだ計画までいっていませんよということ

で、網かけにしたものを配ってあります。 

  簡単にご説明するとそういうことになりますけれども、以上です。 

内藤委員   そうしますと山崎町長が町民に全戸配付した静岡市と蒲原町との合併建設

計画は、あくまでも蒲原山崎町長が独自にしたことで、静岡市としてはそのとおりには

受け取ってはいないというような内容のご発言だったと思うんですけれども、合併の流

れをさかのぼっていきますと本当に、これは平成１７年の４月２６日になっているです

けれども、これは実は第２回目の資料です。第１回目は平成１６年の１１月下旪に出て
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いるわけなんですね。この平成１６年の１１月下旪というのは、平成１６年の４月２８

日から、それが第１回目の静岡市と蒲原町との合併協議会ですね。第８回目が１１月３

０日に行われているわけです。それと同じ時期に一番最初の蒲原町と静岡との合併建設

計画が住民に全戸配付されているわけです。だから本当に協議会を経てこの内容が決ま

ったというふうに私は受け取っていたですけれども、実際問題蒲原町の町民は全戸配付

されたこの建設計画の資料を見まして、それで「ああすごい、やはり静岡と合併すると

すごい蒲原町ではできなかった事業とかメリットがいろいろあるんだ」ということで、

静岡市との合併を決めた町民が数多くいるのも事実です。そういうところをやっぱり考

えますと本当に、この間いただきました合併建設住民配付資料の内容と蒲原町時代に全

戸配付されたこの内容とは金額的にも事業の内容についても、もう全然隔たりがあるわ

けなんですよね。本当に蒲原町民は全戸配付のこの資料を見て合併を決めたという、そ

ういうことをすごく重くとらえていただきたいと思います。 

  それでもう一つ質問があるんですけれども、この間いただきました静岡気分に平成１

８年度の予算と１９年度の上半期の執行状況の資料が出ておりましたが、蒲原町分に使

われました決算額ですね。人件費とかそういう経常経費を除きました事業として使われ

た蒲原町分の金額とかそういうのが分かりましたら提示していただけたらありがたい

と思いますけど。 

天野地域総務課主幹   できるだけ蒲原地区の分については財政課の方がこういうのは

把握しているものですから、そちらの方にちょっと聞いてみないと、どういう答えにな

るかわからないんですけれども、もし出せるようであればお答えしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

内藤委員   次回までにはぜひお願いしたいと思います。 

望月地域総務課長   ただいまの質問の蒲原町で配付されました合併建設計画の個々の

事業につきましてですけれども、先ほども説明いたしましたように基本的には両市町で

調印しました合併建設計画に基づく内容についてはそれを今後、合併建設計画にある内

容ですので、その辺については大体おおむね認められておりまして、個々の事業計画に

ついては、その中でいつということがまだ定められていないとか、金額について個々に

幾らというようなものは特に現在はそれらが載ってきていないということでして、グレ

ーの網かけの部分につきましてはこの辺がまだ今計画の中にないということで、今後こ

れらを地域審議会で審議していただいて、どういう形で今後、来年度、再来年度で第２
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次の総合計画の策定に入りますので、その辺へ登載というか、そういうようなことで要

望を地域審議会としていけたらというふうに考えますけれども、静岡市、前回も説明さ

せていただきましたけれども、まず基本は総合計画に載せていただいて実施計画、そう

いうようなものでもって計画に載せていかないとなかなか事業の方に結びついていか

ないということですので、まずその辺の作業をさせていただけたらというふうに考えて

おります。 

  以上です。 

内藤委員   １９年度の上半期も出ているようなので、そちらの方もあわせてお願いい

たしたいと思います。 

  それからもう一つ、合併建設計画とは関係ないんですけれども要望といたしまして、

市民センターの方があらかたもう形がついて設計図なんかもでき上がって、もう決まり

ましたものですから、初回から地域審議会で審議されたことを市民の皆さんにぜひ広報

なり何なりを使って、地域審議会がこんなことをやっているということをぜひ広報をし

てもらいたいというのを再三お願いしていたんですけれども、残念ながら一度もペーパ

ーを使っての広報はなされていませんので、決まりました市民センターの概要、例えば

設計図とか私達が資料でいただきましたああいうふうな形のものを市民の皆様に回覧

みたいな形で、ことし一年かけて市民センターはこういうふうに決まりました、こうい

うものができますよということをぜひお知らせしていただきたいと思います。あわせて、

前にもお願いしたんですけれども立体模型のようなものをつくっていただいて、役場な

り文化センターなりに置いていただければ、なお市民の皆様が、ああ市民センターって

こんなにすばらしいものがこんなふうにできるんだというのを実感していただけると

思います。ぜひそれを検討して、お願いしたいと思います。 

原蒲原支所長   今、そんなようなご要望いただいているというのは再三向こうに伝え

てありますけれども、また申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

志田会長   ほかになければ一応時間も来ているようですから、ほかになければ、あと

残ったその他を二、三。 

稲葉委員   皆さんのお手元に資料がありますが、成人式のご案内ということでお願い

したいと思います。蒲原地区の成人式というのは合併した昨年というか、ことしの１月

にやったもの、そして初めてですけれども、これまで行政の方でいろいろ準備してやっ

ていた成人式を（不明）成人者とか父兄とか自治会とかいろいろな関係者が集まって実
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行委員会をつくって、唯一清水の中でも実行委員会形式は蒲原だけだと思いますけれど

もやってきています。それで年明けた１月５日土曜日が平成２０年の成人式ということ

で、今実行委員の皆さんが頑張ってやってくれています。ということでぜひ文化センタ

ー最後の成人式にもなりますけれども、参加をしてやっていただきたいなあと思います。

よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

山崎参事   蒲原支所の総務担当です。次回の第８回地域審議会は２月の初旪を予定し

ております。まだ日にちははっきり決まっておりませんけど、２月初旪を予定しており

ますのでよろしくお願いします。 

石野委員   文化センターが３月で終わるんですけど、何か支所の方としては行政の立

場から、あそこを閉庁するという何か最後のセレモニーがあるのかどうかね。私たちは

私たちで何か考えていますから。 

萩原中央公民館副参事   公民館としては建て替えですので特に考えてはおりませんけ

れども、生涯学習課の方が文化センターのホールを持っていますので、そちらに要望を

出していただければいいかなと思いますが。 

志田会長   よろしいですか。時間も来たようなものですから、これで今回、終了した

いと思います。本日の会議録の署名人は野村委員にお願いいたします。 

  以上をもちまして第７回の静岡市蒲原地区審議会を閉会させていただきます。長時間

ありがとうございました。 

    （午後 ４時０７分 閉会） 

 

                   会     長 

                   会議録署名委員 


