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平成２３年度第３期第１１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年８月１日（月） １３時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席者   （委  員）須藤会長、磯部委員、稲葉委員、折原委員、片瀬委員、 

              篠原委員、杉浦委員、鈴木委員、寺門委員、日野委員、 

              望月委員、山本委員 

              （宇佐美委員、草谷委員、小西委員欠席） 

（事 務 局）総務・防災課：広瀬課長、山梨参事兼区付主幹、久保田           

副主幹 

蒲原支所：宇佐美支所長、石切山参事兼主幹、杉山主幹 

         

４ 議 事    

 （１）蒲原地域における課題等に係る要望書及び津波対策についての要望書について

（資料１）（資料２） 

 （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、ただいまより第３期第

１１回静岡市蒲原地域審議会を開催いたします。 

  本日はお忙しい中、また、緊急な開催にもかかわらずご出席いただきまして、まこと

にありがとうございます。 

  はじめに報告いたします。本日は、宇佐美委員、草谷委員、小西委員の３名の委員か

ら欠席の連絡をいただきました。現在１２名の委員が出席をされておりますので、会

議は成立しております。 

  それではまず、資料のご確認をお願いします。 

  本日配付しました資料は、まず本日の次第、次に資料１の蒲原地域における課題等に

係る要望書（案）、それから資料２としまして蒲原地域における津波対策についての

要望書（案）、それから資料３といたしまして静岡市の土木構造物健全化計画におけ

ます橋梁について、点検の適用種類の考え方をフローチャートで示した資料になって

おります。皆さん、お手元にございますでしょうか。 

  それでは、次第２の「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。突然、緊急にお集まりいただきまして、どうして緊急に

皆さんに集まっていただいたかということをお話ししたいと思うですけども、前回の

地域審議会の中で皆さんの同意を得まして要望書を決定しました。その後、広瀬課長

が各担当課のほうへと、地域審議会のほうからこういう要望書の内容が出てきますよ

ということで話をして回りました。その際、担当課のほうから、こういうふうな内容

にしたほうが内容的にいいではないかというようなことが２点出てきました。私たち

はこの前の審議会の後、８月８日に市長に会う前に事前打ち合わせをしようというこ

とで、７月２６日に事前打ち合わせをしました。その時に広瀬課長のほうから、こう

いう話が出てきましたということでその内容を説明してもらいまして話し合いました。

しかし、会長・副会長だけで決定はできないと。やはり皆さんに緊急に集まってもら

って、そこで決めたほうがいいだろうというような結論になりまして、きょう、お忙

しい中でありますけれども緊急に集まっていただいたわけです。 

  そういうことで、きょうはその２点について十分に話し合いをしていただいて、最終

的に要望書の決定をするということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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  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。よろしくお願いいたします。 

会長   それでは、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。ご協

力をお願いします。 

  それでは、次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

  はじめに、「（１）蒲原地域における課題等に係る要望書及び津波対策についての要

望書について」を議題とします。 

  前回、蒲原地域における課題等に係る要望書及び蒲原地域における津波対策について

の要望書の内容について審議していただきました。本日は、前回の内容を一部変更し

た要望書（案）について審議していただき、最終案としてまとめたいと思います。 

  では、要望書（案）について事務局より説明をお願いします。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   総務・防災課、広瀬です。よろしくお願いします。まず、蒲原地

域における課題等に係る要望書（案）、こちらのほうで、先ほど会長のごあいさつの

中にもありましたように、２点ほどここはこうしたほうがいいんじゃないかというこ

とで、きょう急遽開催させていただきました。まず１点として、その他事業の１、新

しい資料のほうは「蒲原地域内の道路に係る橋梁の点検実施について」というような

項目に変更させていただきました。前回までは、確か「主要道路に係る橋梁」という

ような考えでいっているかと思いますが、これを「道路に係る橋梁の点検実施」とい

うような形にしました。８つの橋梁について視察したかと思いますが、市の考え方と

してはこの中で耐震性を伴うような調査の該当になるものは、結論からいいますと県

道の蒲原橋、鉄管路のところです、あそこだけが対象になるよと。じゃ、ほかのとこ

はどうなのというと、この資料３、１枚ペラでついているかと思いますが、こちらを

見ていただきたいと思います。そこの②点検の適用種類の考え方ということで、２行

目に「車道橋以外、あるいは橋長５メートル未満の橋梁については通常点検等により

対応することを基本とする」というようなことで、うちのほうで今考えている８つの
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橋のうち７つが５メートル未満の対象の橋になってしまうものですから、これらにつ

いては通常点検等により対応するというのが基本的な考え方ですよ、というような事

前の報告があったわけです。その中で、８路線をどうしてもやってくれということで

いいものかどうか、あるいは、今いうように対象となる蒲原橋のみというような形の

ものを重点的に調査対象にしていただきたいというような要望にするのかということ

で、ちなみに、通常点検のみというのはその下のフローチャートでいうと一番右です

よね。通常点検等のみということで、ここに該当してしまうということで、これにつ

いては、じゃ、どういう点検になのというと、定期的に路面とか高欄・橋などを通行

支障等について道路パトロールカーで点検するよと、いうような程度のものになって

しまうということでございます。こういう中で、どうしても８つ、通常点検でもいい

からやってほしいよというような要望にするのか、諏訪橋を重点的に耐震化の調査を

してもらうかというような点で、この辺を審議会としての考え方をまとめていただき

たいというのが、まず１点でございます。 

  それともう１点が、３番目の共立蒲原総合病院の今回の要望書の案については「維

持・継続について」というような表題にさせていただきました。前回までは、「共立

蒲原総合病院の２４時間診療体制の確立」というような表題で要望書をつくられてお

ります。この２４時間診療体制の確立につきましては、蒲原病院も含めて清水病院、

静岡病院ともに、現在、２次救急というような立場で２４時間体制はとっていると。

蒲原病院についても。そういう体制をとっているにもかかわらず、こういう要望書を

するのはいかがなものかなというようなことで、維持・継続についてというような表

題にしたほうがいいではないかというような意見を聞きまして、これでどうかという

ことで審議会に諮っていただきたいというようなことでございます。これにつきまし

ては、ざっくばらんにお話させていただきますと、まず蒲原総合病院の問題ですけど、

ご承知のとおり一部事務組合ということで、静岡市、それと富士市と富士宮市ですね、

今現在は。この３市の構成で成り立っていますということで、まず蒲原総合病院のあ

り方が審議会等でも厳しく指摘されているというのが状況でございます。そういうな

かで、経営困難な蒲原病院に対して財政的な支援をしてほしいという趣旨の要望とい

うものが、正直、非常に実現困難な内容ではないかなということで、先ほども言いま

した、一構成市としての静岡市として、今後も蒲原総合病院については維持・継続で

きるために構成市として経営改善に取り組んでほしいというような要望にしたらいか
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がなものかというような意見を聞いております。そういうような中で、審議会として

維持・継続についてという表題にして要望書を出したらどうかというようなことで、

この２点について、前回と変わったところでございます。 

  以上です。 

会長   ただいま、課長のほうから説明がありました。そのことについて、質問・ご

意見ありますか。 

  まず、１点目の橋梁の問題について、定期点検でパトロールだというような点検の要

望ということになってしまうわけですけど、そういう要望でいいのかどうか。今まで、

「蒲原地区の主要道路に架かる橋梁の安全性の調査を実施し、調査の結果危険な橋梁

については耐震化などの実施を要望します。」というような要望の文章だったのが、

「定期的な点検」というような形になるわけですけど、その点について、質問・ご意

見ありますか。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。広瀬課長、パトロールカーで巡回するんですね。これはただ

道路状況と橋脚の手すりとか、そういうものがどうだというのを見ていくわけですか。

ただ目視してやるだけですか。 

  そうすると避難地になっている西小学校に上がって行く橋などは対象外ですね。これ

によると蒲原橋だけですよね。避難地に行く、特に主なところだけは、何とか調査と

いうか今の状況を把握したいですよね、住民のためにも。その辺が、市独自ではでき

ないですか。どうでしょうか。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   通常の点検等といいますか。市独自でやるのにどのぐらいの耐震

化の調査、経費等がかかるかというのは、申しわけない、把握はしていないですけれ

ど、そういう要望は可能だと思います。ただ、それが実現するかどうかとなると、オ

ール静岡の中で考えなければならないものですから、これが予算化されるかどうかは

問題があるかと思いますので、要望すること自体は構わないとは思います。 

会長   そのほか、質問・意見ありますか。 

  先ほどの話ですと、国の補助等で平成１７年度に実施した静岡と清水の橋の耐震性を

実施したわけですけど、それと同じ橋は蒲原橋しかないと。そういう説明だったです

ね。そのほかについては、要するに定期点検でやるしかないと。 
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  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。本当の気持ちをいうと、蒲原８カ所とか、ちょっと広げて名

前をリストアップしたけど、はっきり言ったら西小学校に上がる渡辺産業の物すごい

トラックが通っているあの橋だけですよね。本当のことをいうと。あそこを白黒つけ

てもらう。今いった県道の蒲原橋、あそこは、見ただけでもきちっとなっていました

よね、頑強そうで。こういう基準があるというのはわからなかったんですが、現に小

学生があそこを歩いているし、大きいトラックも通っているし、橋のできた由来とい

うか、それが工事用の橋であったものがそのままになっているという経緯からしても、

何とかそこだけはチェックしてもらう、そういう方法ってないのかなと思うんですけ

ど。こういう基準があるといわれても、本当にこの基準だけですべての橋がチェック、

見落としがないように網羅されているのかとちょっと心配になりますけどね。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   １点、説明不足で申しわけなかったんですけど、先ほど５メート

ル未満の橋梁については通常点検ですよというのが、何を根拠に５メートルかという

と、阪神・淡路大震災の時に５メートル未満の橋が落ちたところは一カ所もなかった

というのがあったらしいんですよ。一応、そういう基準であるという中で、５メート

ル未満の橋については通常点検のみですよと。そして、単径間といって、橋が渡って

いますよね、そして、その両岸に橋脚があって、その真ん中に橋脚がないものについ

ては、強度が保たれているらしいですよ。それは５メートル未満の話ですけど。そう

いう中で、そういうものは耐震化の調査の中には入れなくても十分だという判断の基

になっているようです。 

会長   はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。いま、この資料３の図を手繰っていくと、塩害地域の橋かど

うかという項目があったときに、この蒲原地区は塩害ということで、橋の点検という

ことにもっていくことはできないでしょうか。 

会長   地域によって塩害というのも該当になるかもしれないですけど。 

  ちょっと待ってください。どうですか。 

総務・防災課長   先ほど来言っているように、やはり５メートルという基本がある

んですよ。塩害地域であろうがなかろうが。 

会長   地域審議会で今まで進めてきた中で、地震による橋の崩壊ということについ
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て非常に不安があるということから、蒲原地区全部の橋をという話をしたところ、担

当者のほうからはやはりそちらから要望を出してくれということで８カ所が出てきた

わけですよね。そういう経過ですが、実際にはこういう決めがあって、こうだという

ことで内容が変わってきたと。 

  片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。今はそういうような話で、このマニュアル化されたもので判

断をしているわけですよね。そうすると、５メートル未満というかそれくらいのもの

は、通常点検以外の該当する項目はないということになるわけですか。 

会長   どうですか、広瀬課長。 

  要するに、５メートル未満は。 

総務・防災課長   そうですね、通常点検以外には、調査できないということですね。 

片瀬委員   その辺が、話の持っていきようがない部分かなと思うんですよ。例えば、

橋を直すには詳細点検をしなければ直らないのか、あるいは概略点検なのか、簡易点

検なのか、どの部分でやってもらえれば橋を直すということになるのか。そこら辺の

基準というのが、私たちにとってはこの表だけだと余りにもあいまいというか、きち

っとし過ぎてしまって、つけ入るすきがないというか、そういうふうな形になると思

うんですけど。どうですか。 

会長   どうですか。 

総務・防災課長   申しわけないですけど、今の段階ではその辺の回答できません。 

会長   鈴木委員。はい、どうぞ。 

鈴木委員   鈴木です。片瀬委員と同じような意見ですけど、聞き逃していたら申し

わけないですが、この資料３は何かの抜粋だと思うんですけど、何という種類の法例

なのか条例なのか規則なのか、そこをまず教えていただければ。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長    市のほうで出しております「市土木構造物健全化計画案の橋梁

編」の中で定めたものでございます。 

会長   はい、鈴木委員。 

鈴木委員   ということは、これを超えた調査はしてはいけないということになるの

でしょうか。そうじゃなければ、このまま当初の希望通りの要望を出せばいいだけの

話のように自分は感じますが。 
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会長   はい、どうぞ。 

総務・防災課長   だから、出すことは可能、要望することは可能です。ということ

で、ただ、先ほど言ったように５メートル未満の橋については、そういう点検しかで

きませんよというような状況で、西小学校へあがって行くあの橋については、これは

特別なんだよと。そういう点で、要望する際に、もちろん、これ資料つけますので、

この部分については極力お願いしたいということは伝えることはできるんじゃないか

なと思っております。 

会長   いいですか、鈴木委員。 

鈴木委員   すいません、私、連続して欠席していまして、皆さんの議論の結果がよ

くわからなくて申しわけありません。自分は、このまま出せばいいんじゃないかなと。

その結果を回答いただいたほうが、正規なルートとして審議会のあり方としていいじ

ゃないかと思います。 

  以上です。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。ちょっと教えて、この表です。これでいくと５メートル以内

の場合でも「車道橋か？」という問いのノーの方へいけば通常点検のみになってしま

うでしょう。しかし、「車道橋か？」を下へくる。それで、「塩害地域の橋梁か？」

ということでしょう。これが海岸線から距離で２００メートルの橋梁ですね。これ直

線でしょう。海岸線から直線ですね、多分。そうすると、これでいくと、イエスで左

にいくわけでしょう。重要なネットワーク①の橋梁かということで、緊急輸送路上の

橋梁とか、こういうのもあるわけですね。避難地もあるわけです。特殊な橋であるか

もわからない。そして、それをイエスへいくと、優先度１というところに行き着くの

では。それは出来ないの。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   ※―１、ここの重要ネットワーク①については、というところで

すけど、「国や県、市町村と協同して幹線道路協議会等・・」とそういうような組織

の中での重要な指針があるんです。 

寺門委員   それにはまっていないとだめということですか。 

総務・防災課長   重要なネットワークの①を読んでいただくとわかるように、補助

国道及び主要地方道上の橋梁、緊急輸送路上の橋梁等、こうあるわけですけど、緊急
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輸送路といわれているのが、蒲原地域内ですとバイパスと県道しかないんですよ。 

寺門委員   ああ、そういうことか。全部当てはまるわけじゃないんだ。わかりまし

た。 

会長   はい、日野委員。 

日野委員   日野です。先ほど鈴木委員がおっしゃったように、これを、ただ普通に

要望して出すことは可能だと思うですが、ただこれに当てはめて、そのまま「はい、

だめですよ」で終わってしまうことがあり得ると思うんですよ、このまま出せば。で

すから、先ほどおっしゃったように、ここの橋が昔は大型のトラックが入らなかった

橋だけど、今は非常に大型のトラックも通行している。そして小学生も通る。避難地

の場合に、大勢の人がそこを通るということなので、我々としては十分ここを重点的

に精査していただきたいという、ポイントで要望するということはどうでしょうか。 

会長   前回８カ所を見ていただいて、それぞれこの橋は何点だ、何点だとチェック

して歩いたんですけど、前回の審議会の中では、連合自治会のほうでも思いを込めて

出してきたんだからこのまま出そうということになったんですけど、今の話を聞いて、

重点的にこの橋とこの橋は、こういう理由でしっかり調査してほしいというように絞

った形の中で要望していくかどうか。あるいは、鈴木委員が言われたように、我々の

思いがこもっているんだからこのまま出して、確かに今課長が言ったような回答が返

ってくるかもしれないけれども、我々の思いはこのまま出そうというのか。その辺を

もう少し考えがある人は出してください。 

  はい、磯部委員。 

磯部委員   磯部です。この問題は、地域審議会のほうでも検討した話で、最終的に

一番危ない橋だということで結論づけたと思いますから、これに写真をつけて、実際

の現状のものをつけて、一応要望書に添付したらどうですか。現状はこうなっている

と。先ほどやったように、避難路として必要な道路であるというのを文の中で、そう

いう写真をつけて実際にこういう状況だということを、パトロールしてもらう前に。

実際に、こういう現状を把握していただくということは必要じゃないかなと思います

けど。 

会長   そのほか、どうですか。 

  はい、折原委員。 

折原委員   折原です。実際に西小に上るあの橋が、本当に５メートル未満なのかど
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うかというのは、市のほうはちゃんと測って言っているんですか。それはどうでしょ

うか。 

会長   はい、どうぞ。 

総務・防災課長   市のほうは、全部確認しての回答です。 

会長   もっとあるような気がするけど。 

折原委員   車の前から後ろが長くて４メートル七、八十ありますので、５メートル

以上あると思います。ですので、あの幅ぐらいはあると思うんですけど。（「川幅か

な。」と寺門委員が言う） 

会長   橋の幅。長さじゃなくて幅でしょう。 

総務・防災課長   すいません。説明不足で申しわけないですけど、橋台、これあり

ますよね。ちょっと橋に架かっていますよね。橋台部分は除くんですよ。 

日野委員   台は除くんですか。 

総務・防災課長   実際の橋の長さではなくて、台に乗っている部分は外しますよと。

だから、浮いている部分。 

会長   そうすると、コンクリートで出っ張っているところが、かなり出ているから。 

寺門委員   １メートル以上出っ張っていますよね、両方へ。 

会長   そうそう、そういうのは確かに。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   私の意見は、西小学校のところの橋と、前々からいろいろな人からいわ

れている六千坪の橋、あそこは重量制限があって１４トン。そうすると現にあの辺で

生活している人は、１５トン以上の車も走らせたいというのもありますよね。今の規

制だと走らせられないだとか。場合によってはむちゃをして走ってしまうケースも出

てくるだろう。そう考えると、本当にこんなに重たい車がここを通っていいのかなと、

心配になる橋が西小の橋と六千坪橋ですよね。造られてから、重量制限などもある、

その後の実態からするともっと重たい車も通っている現実がある、また可能性もある

ということを言いながら、２つなら２つに絞りこんで、かつ要望するときにこういう

基準があるのはわかっているけれども、でもこれを押してあるけれどもこれだけは点

検してほしいと。点検の方法はお任せしますというような、「こういうルールがある

けれども、特別これは心配になるからやってくれ。」程度の要望で出すしかないのか

なと、私は思います。それでだめだったら、あとの責任は市でもってもらう。何があ
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っても。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   先ほどの磯部委員のほうから、現場の写真等をつけたらどうかと

いうことでしたが、そのつもりでいます。蒲原地内のこの橋ですよと８カ所を示した

もの。こうしてくれというようないいかたではなくて、こういう蒲原地域内の橋につ

いてこういう理由だからやっていただきたいよというような文面になっているもので

すから、一応資料として、前回回った８カ所の写真ですね、これらを全部資料として

つけた中で、今、審議会のほうの意見としてまとまってからの話かと思うんですけど、

西小学校を上がって行くあの橋と六千坪、この２つについてはやっていただきたいと

いうような念押しですか、そういうような要望の仕方もあるかと思うんですけど。 

会長   どうですか、そのほかご意見ありますか。 

  蒲原町時代から、西小学校のところの橋は大丈夫かという話は出ていましたね。議会

の中でも問題になりました。それから、六千坪のほうは区画整理が始まるですよね。

お金を出してくれる企業があれば、あそこは区画整理をしようという計画があるんで

すね。そうすると、大きな企業が来てトラックがあそこを通った場合に、とてもあの

橋ではもたないということは確かですね。ただ、２点に絞っていいのかどうかと。 

  はい、どうぞ。 

望月委員   望月です。今、会長のほうから補足をしてもらったんですけれども、ま

ず、５メートルというカテゴリーというか、そういうのがある中において、今回の、

稲葉委員からも出ましたけれども、２つの橋ですね。私が思いますのに、西小学校の

下の橋ですけれども、この橋については津波対策、要は高台に逃げて行くための橋に

もなるわけですので、そういうことからすると今までの対象とちょっと違ってくるか

なという。それともう１点は、六千坪の橋についても、今後の有効利用的な部分には。

で、すべてをやりますと、すべて８つの橋を対象にということにすると一気に問題が

出てくる。ですから、広瀬課長から出ましたように、余り特定をしないで出して、そ

してその中において議論をしていく。その中で私たちが優先順位を決めておくという

んですかね。そんなことで対応したらいかがかなと思います。 

  以上です。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   自治会でこれだけ出してくれたけど、５メートル以下はだめだよと、通
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常の点検しかできないと。だけど、特に避難地のある橋と六千坪、この２つは何とか

してもらいたいという形をとって、８カ所は無理だけど。出してきたところに怒られ

てしまうけどね。うちのところはやらないという話になってしまうけどね。特に必要

なところだけは優先的に要望を出したよという形にしたらどうか。ほかにもあるかも

しれないけど、出してきた地域は、皆重要性があるといういい方をすると思いますよ。 

会長   一応、連合自治会のほうから出していただいた橋を、地域審議会の委員は全

部見て回ったと。確かに８つ出してもらったけど、どうもこの橋とこの橋は、非常に

今言った理由で重要だということなので、いろいろ市のほうでは基準があるかもしれ

ないけど、やはり私たちの思いで、この２つについては耐震調査をしっかりしてもら

って、直せるものは直すという形にもっていきたいということで要望を出すか。そう

すると、この上の字句がちょっと変わりますけどね。２行目まではいいですよ。「つ

きましては」から変わるんですね、ちょっと。 

寺門委員   寺門です。最後の「蒲原地域内の道路に係る橋梁の安全性について、そ

の規模に応じた点検の実施をお願いします。」その後、特にこれだけやってもらいた

いというのを入れたらどう。その前でもいいし。 

会長   点検実施ですけど、点検実施というとパトロールじゃなく点検実施だけにな

ってしまうから、それだったら・・。 

寺門委員   耐震調査まで入れてくれという形で、２カ所だけ入れたらどうかと思い

ます。 

会長   それで、蒲原地区内に架かる橋梁の安全調査の実施についてということで、

それを２カ所に絞ると。 

望月委員   それはわかります。ですけど、この文面からその他、この資料ね、この

資料からすると、ここには８つの橋が特定されていませんね。そうなると・・。 

会長   だから、どういうふうな文章にしてもっていくか。それでよければ、文章を

考えなければいけないところです。 

  はい、山本委員。 

山本委員   山本です。一つお聞きしてもいいですか。橋の点検ですけれど、橋がい

つ建てられたかとか、そういう年数的なことは一切考えられないんですか。橋の大き

さ以外にも。先日、見学したときに、結構橋として古い時期に建てられたものもあり

ますよね。そうすると、例え５メートル未満であっても橋が落ちてしまったら渡れな
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いじゃないですか。そういうことは。規則は規則ですけれど。 

総務・防災課長   市内の橋の建設年度とかは、全部市のほうは把握しております。

台帳も全部あります。 

山本委員   そうすると、そういう年数の規則というのは、何かあるんですか。 

総務・防災課長   耐用年数。それはあるかと思いますけど。 

山本委員   それが、普通の一般的な地域の場合、こういう蒲原のように海が近い場

合、同じ５年、１０年でもやはり安全性という面では違ってくるのではないかなと。 

総務・防災課長   それは言えますね。 

山本委員   そうすると、きょういただいたほうの、その規模に応じた点検の実施と

いうと、本当に漠然とし過ぎてしまうので、やはり８つの橋が住民の声で揚がってい

ると、その中でも特にこの２つについては津波・地震のことを考えた上でも耐震性の

確保をしておきたいと。そういう目的として、ここを安全かどうかの確認をしたいと

いうことを、やはりアピールしたほうがいいんじゃないかなと思います。 

会長   時間的な問題もありますから。 

稲葉委員   稲葉です。今、山本委員が言ったように、このマトリックスというか、

どうもある一面のルールだけですから、例えば、ある橋があって、何かの拍子でひび

が入っている、現に目で見て。どこかにひびが入っているという橋であったとしても、

この中でやっていくと、ひびが例え入っていたとしても通常点検のみになってしまう

んですよ。そういう条件が入っていないから。ということは、本当に何メートルなの

か、塩害はどうなのか、重要なのかどうなのかだけだから、そこの橋の現状というの

か、歴史とか、そういうのは全然含まれていない表なので、逆に、僕はこれを無視し

て、こういうことだからという、こちらの心配ごとだけでも押し込んでいいじゃない

かと思いますけど。そういう要求に対して、ルールはこうだから要望は無視なんてき

たら、それは正当な回答じゃないと僕は思いますので、ですから、こういうルールは

こういうルールで一応あるでしょう。だけど、我々というのはルールで単に見ている

じゃなくて、本当に見て、見るからに心配なので、点検をやってくれて、心配しなく

てもいいよということを言ってくれれば安心するわけです。それだけのことやってい

ますので。どうも余りこれに・・・。 

会長   はい、折原委員。 

折原委員   折原です。山本委員のおっしゃったように、耐用年数ですとか橋をつく
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った時期という問題に関してのことが欠如しているというのは、この表に出ていると

思うんです。だから、この表の欠点を指摘した上で、この表にはそういったものが何

も評価されていないということを指摘した上で、先ほどのお話を続けていけば、ちゃ

んと話が通ってくるじゃないかと思います。 

会長   諏訪橋は昭和１６年につくった橋だと。ちょうど私の生まれた年です。もう

７０年経っています。そのぐらいの古い橋もあるので、やっぱり心配ですよね、そう

いう意味では。 

  ある程度時間も過ぎましたので、どうするかということのまとめに入りたいと思いま

す。 

  一つは、鈴木委員が先ほど言われたように、我々の思いだということで、これをこの

まま出す。もう一つは、私たちが点検した結果、この橋とこの橋については非常に重

要だと。この橋についてはどうも私たちが見た限りでは、いろいろ条件があって危な

いと。だから、この橋とこの橋についてはしっかりと耐震性を調べて、問題があるよ

うなら補修してほしいというような要望を出す。あるいは、今言ったような定期点

検・パトロールでいいよという。定期点検・パトロールでいいよというと、何で要望

を出すのという話になってしまうんです。そこがちょっと、要望を出さなくてもやる

からいいじゃないかという話になりますから。 

  折原委員、勤務の時間もあると思いますので、蒲原病院の話、思いがあるようなら、

今言ったように維持・継続というのが重要だというようなことで変えてきたけど、こ

れでいいとか、何か思いはありますか。はい、折原委員。 

折原委員   基本的には、行政がこうではないかという問題よりも自分たちの思いを

伝えるのがまず優先だと思いますので、そのまま意見を出したほうが私はいいと思い

ます。または、こちらの意見をもう一回、公の場にきちんと出して伝えるという姿勢

が必要じゃないかなと思います。事前打ち合わせは、もちろん、当然必要だと思うん

ですけれども、それまでにやってきた私たちの努力ですとか思いが、各住民から挙が

ってきた問題をそのまま伝えるというのが一番大切じゃないかと思います。 

会長   仕事の都合もありますので折原委員は退場します。病院の方へ移りましたけ

ども、もう一度戻します。で、橋の問題について。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   私は、この当初の文章をそのまま使って、１から８番までの橋も全部あ

げた上で、その下に、特にこの何番と何番に関しては災害の避難路にあり、なおかつ
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現状、重量のあるトラックが通行する状態にあり、耐久性の疑問がありますので云々

と書いて、特にこの２つに関しては最優先で実施をお願いします。というような文章

をつけ足したらどうだろうかと自分は思うんですけど。というのは、この１番から８

番をもし落としてしまって、実際に災害があってどこかが落ちましたという場合、後

で審議会の責任にもなりかねないという気がしますし、これ、１番から８番をそのま

ま載せて後でつけ足ししたほうがいいと自分は思います。 

  以上です。 

会長   どうですか。まとめの意見を言ってください。 

  はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。私も、今、鈴木委員の言ったことに賛成します。やはり自治

会のほうからそれぞれに出た橋というのは、それぞれの地区が悩みをもって挙げた橋

だと思うので、やはり全部をやって、その中から最重要というかそういったもので、

１、２点ですか今回、それを別項目としてちょっと説明書きを加えて、一応全部の橋

は出したほうがいいと思います。 

会長   どうですか。はい、日野委員。 

日野委員   日野です。やはり、今おっしゃったような出し方がいいと思います。そ

して、この蒲原地域内の云々のところに、「その規模に応じた点検の実施」というこ

の文章はないほうがいいのかもしれないと思います。その規模に応じたというと、先

ほどのフローチャートで処理されてしまいそうなので、ここの部分はなくて、実際に

私たちが審議してこの橋が挙がってきた。特にその中で、これとこれとが、こういう

理由によってより精査をしてほしい、安全性を確保してほしいという、そういう出し

方のほうがいいんではないかと思います。 

会長   そうしますと、１の提案、新しく出てきた１の内容でなくて、前の内容に戻

るということですか。私たちが最終的にまとめた内容に。それにプラス、例えば米印

で、これのこれについては避難地への道路でもあるし、というちょっとコメントを入

れて、米印にして書くと。重点的にやってほしいというようなことで書くということ

ですか。 

日野委員   はい、そう思います。 

会長   はい、山本委員。 

山本委員   先ほど、この８つについては写真も添付するというお話でしたね。 
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会長   それは前の話です。今度変えてきたこの内容は、要するに安全パトロール、

普通の点検にしてくださいと、そういうふうに要望すると。その規模に応じた点検の

実施をお願いしますと。 

山本委員   その時に写真をつけるというお話ではないですか。 

会長   この内容のときは添付して。（「前回のとき。」と山本委員が言う。）はい、

提出しようというような考えでいたんですけど。 

山本委員   でも、それもしたほうがよろしいじゃないですか。そういうものをつけ

た上で我々も目で確認しましたと、でも、その中でも、またさらに見ていただきたい

ところがあるというほうがインパクトとしてもあるのではないでしょうか。 

会長   それでは、そういうことでまとめますか。どうですか。 

（「はい」の声あり） 

会長   それでは、米印のところの文章をちょっと考えてください。 

望月委員   ですから今度の津波に合わせて、どちらにしても３の蛭沢川橋ですか、

これは高台に位置する避難路として使う橋ですから、これは大義名分が十分にたちま

すよね。そして最後、８番目の六千坪、これも避難路になるわけですね。それともう

一つは１４トンというもの。それも地域開発のための云々というのも大義名分がある

わけです。それと合わせたらいかがですか。渡辺産業さんのあれも十分ありますよね。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   すいませんけど、会長と副会長にその辺は任せますよ。 

会長   いいですか。 

（「はい」の声あり） 

寺門委員   そうしてください。お願いします。 

会長   わかりました。 

  それでは、どういう回答が出てくるか、これはわかりません。ただ、一応課長が担当

者と話した内容では、こういう決めがあって、こういうことしかできませんよという

内容だったんですけど、今皆さんが言われたように長く検討してきて連合自治会のほ

うからもいろいろ協力していただいた中でつくった内容だから、これはこのまま出し

たいということでいいですか。 

（「はい」の声あり） 

会長   では、そういうことで、次にいきます。 
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  次に、３の「共立蒲原総合病院の維持・継続について」ということで、先ほど課長の

ほうから説明がありました。これについて、質問・意見ありますか。 

  ちょっと一服します。継続してやりますか。いいですか。 

  じゃ、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。先ほどの課長の説明によりますと、既に蒲原病院は２４時間

の診療体制になっているということですね。ということですが、我々がこの要望をま

とめるときに、２４時間診療体制の確立をといった気持ちというのは、どういう姿の

病院のあり方を望んで要望をまとめたのか。そこのギャップというか、表現の仕方に

未整理のところがあったのかなと今感じているんですけど。単に２４時間診療体制の

確立といったら、それはもう既に２４時間になっているんですよと言われてしまうと、

返す言葉がなくなってしまうので、何を望んでいただろうかというところの議論が必

要かなと感じました。 

会長   はい、日野委員。 

日野委員   日野です。前に、蒲原病院が緊急の患者さんを受け入れなかったり、お

断りしたり、ほかの病院にすぐに回されてしまったりというような事態があったので、

皆さんの中から蒲原病院が急患を診てくれないから困ったという声が上がっていたこ

とがあります。で、その後、一応病院側も立て直しをしたというか、急患は診てくだ

さっていると思います。ただ、はっきりした当番医という、休日とか夜とかの当番医

は一応ふだんの日は蒲原病院ですけど、日曜とか祝日の当番医は開業医と蒲原病院が

順番で診るようになっています。例えその時に当番医じゃなかったとしても、蒲原病

院は急患ということなら受け入れてくれていると思います、現在は。ですから、その

時期によって多少変化が出てきてしまっているので、私としては、何しろ診てくれと

いうよりも病院がなくなってしまうことのほうがつらいことなので、先ほどの意見の

ほうが、維持・継続してほしいと、絶対つぶさないでほしいというその言い方のほう

がいいのかなという気はしています。 

会長   はい。日野委員はそういう話です。さあ、そのほか、山本委員。 

山本委員   山本です。質問ですが、先ほどの説明の２次救急として２４時間体制と

いうことですけど。 

総務・防災課長   ２次救急として２４時間云々じゃなくて、蒲原病院は２次救急の

指定病院でありますよということです。 
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山本委員   ２次救急というのは、どういった。 

総務・防災課長   入院や手術を要する医療体制が整った病院を指します。簡単に言

いますと。 

会長   いいですか、山本委員。 

日野委員   （不明）。そして、その急患で開業医が診られない分を病院へ送ると診

てくださるというので２次救急。で、もっと大変な人は３次救急と。救命救急センタ

ーのようなところは３次救急、そういうふうな仕分けになっています。 

会長   そのほかありますか。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   私はさっき折原委員がおっしゃった意見に全く賛成で、とりあえず、も

ともとの文章の「共立蒲原総合病院の２４時間診療体制の確立」という、この文章の

ままで出したほうが。それで突っ込まれたら突っ込まれたその時に対応すればいいと

自分は思うですけど、一度皆さんでお作りになった文章はそのまま市長に見ていただ

くのが何よりだと思うんで、変えるべきではないと自分は思います。 

  というのは、手直しされた文章ですと、自分からすると当たり前のことを述べている

だけであって、特に何を強く要望しているのかが伝わってこないので、お任せします

という内容に自分はとれてしまうんですね。これでは弱過ぎると自分は思いますので、

仮に文章の中に突っ込まれる部分があったとしても、もと通りの文章で一度出すのが

筋なんじゃないかなと自分は思います。 

  以上です。 

会長   鈴木委員としては、２４時間診療体制の確立を要望するというほうがいいと。

ただ、今の説明でいくと日野委員も言っていましたけど、２４時間体制については今

やっていますと。それを確立するということは、どういうことかという話になるわけ

ですね。２４時間体制の確立を要望して、実際に、もう今、２４時間体制は蒲原病院

はやっていますよと。２次医療の緊急体制としてやっていますよという答弁が返って

きてもいいよと。 

鈴木委員   ごめんなさい。私連続して欠席していまして申しわけございません。ど

ういう皆さんの議論がなされたかわからないですけれども、この文章を、まず、おま

とめになった際にはこれでいいというご判断を多分されたんですよね、一度。で、こ

れで十分意味が通じるよという文章でおつくりになっていると思うんで、もし必要で
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あれば、実際問題,住民の気持ちとして２４時間、例えば脳卒中を起こしました、心臓

発作を起こしました、命に関わるような病気ですと言って、迷わず蒲原病院へ行きま

しょうという気持ちではないんですよね。その背景にある法的な仕組みとかはわから

ないです。わからないですけれども、実際の住民の気持ちとして、そうではないとい

う部分を伝えたかったんだろうと思うんです。だから、その部分を、もしこれじゃ伝

わらないということであれば、多少文章を追加して、そういうことを伝えたらどうだ

ろうと自分は思うんですけども。 

会長   鈴木委員の意見ですね。はい、日野委員は日野委員の意見を。 

日野委員   この２４時間診療体制の確立という言葉になってしまうと、夜中でも何

でも看護婦さんが普通の昼間と同じにいて診療をしますって、徳洲会のような、そう

いう形なんです。だけど、今救急は、蒲原病院が２次救急として診るということにな

ると２４時間診療体制という言葉とちょっと違ってきてしまうんですね。だから、あ

くまでも２４時間、救急の患者さんが来れば、先生が対応してくださると。だけど、

これが２４時間診療体制の確立という言葉になってしまうと、風邪をひいた人でも何

でも普通の診療に行くように夜中に来てしまうということがあり得てくるんです。そ

こでとても大きな誤解があるし、今は本当に救急車が蒲原病院搬送をいつもしてくれ

ます。前は、蒲原病院は受け入れないと言っていたので、皆、とても困って、あちこ

ちの病院に行くことになっていましたけど、今は一応蒲原病院は受け入れます。で、

どうしても手が回らなかったら、ほかに回すこともありますけど、一応は受け入れる

ようになっています。だから、その辺が２４時間体制って診療体制の確立になると、

本当に徳洲会みたいに２４時間いつでも患者さん来ていいですよっていう形になって

しまうので、これはちょっと誤解が出てきてしまうかもしれないなと思います。 

会長   例えば、２４時間緊急医療体制の確立ということにすると、緊急医療体制は

もう確立していますということになるので、それだと、要望がおかしいじゃないかと

いう話になる。診療体制じゃなくて、緊急医療体制でもおかしくなってしまうという

ことですか。（「今、診てくださっていますから。」と日野委員が言う。）そういう

ふうになっているということですか。（「はい。」と日野委員が言う。）広瀬課長の

ほうからも、そういう体制にはなっていますと。そうすると、そういう説明であると、

私たちの思いは緊急医療体制の充実ということで進んでいったんですね。充実と確立、

今の緊急医療体制では不十分だと。だからという思いがあったのかどうかなんですよ
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ね。 

  杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。知っていらっしゃるかたにちょっと質問ですけど、例えば、

夜中に脳梗塞で倒れました。で、片や骨折でどうしても整形としての手術が必要です。

といった場合に、今、蒲原病院では両方を夜受け入れるということは可能になってい

るんですか。それとも、当直医によって違うということですか。 

会長   いいですよ。特に日野委員はそっちの方詳しいから。 

日野委員   例えば、骨折という場合は緊急を要さないので、とりあえず入院をさせ

ておくと思います。ただ、蒲原病院の場合、今、整形のお医者様がとても少ないので、

ちょっと無理かなという気がしなくもないんですけど、脳卒中や何かは受け入れます。

脳梗塞、脳卒中、脳外の先生がいらっしゃるし、もしも眼科の先生が当直だったとし

ても脳外の先生を呼んでくださって、それなりの手だてはしてくださると思います。

今は。前は、１、２年前は本当に全部拒否だったから、物すごく大変だったんですが、

今はとりあえずは受け入れてくれるようになっています。 

会長   はい、杉浦委員。 

杉浦委員   私事ですけど、かつて、十数年ほど前に父が脳梗塞で倒れたときには、

確実にすぐ蒲原病院で手術もしていただいて一命を取りとめました。しかし、５年ほ

ど前に娘が腹痛を起こしまして、当然私たちは苦しんでいるから一番近い蒲原病院に

運んでくれるだろうと思いましたら、家の前で３０分ほど、あっちの病院に電話し、

こっちの病院に電話し、結局県立総合病院のほうに運ばれたんですね。だから、そう

いったことを考えたときに、何か本当にあって、家族ってすごく不安ですよね。その

場合、蒲原病院が本当にすぐ近くで、救急の者を受け入れてくれたら住民としたら安

心するなということで、私は救急体制の充実というものをより図ってもらいたいとい

う気持ちでこの文章を読んでいるんですけれども。 

  以上です。 

会長   はい、片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。今の話を聞いている中で、最初に稲葉さんが言った、どうい

う姿の病院を望んでいるのかという部分が今回の要望の一番大きな点だと思うんです

ね。そういった中では、私も内容はよくわからないんですけれども、緊急医療体制の

確立という部分の充実を図ってほしいというのは住民の意見かなというふうには思い
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ます。そこら辺のことを強く押せばいいのかなと思いますけど。 

会長   はい、山本委員。 

山本委員   私も病院を利用する患者の立場として、この言葉が２４時間診療体制と

いうのと救急医療体制、ちょっとここがごちゃごちゃしているのかなと思うんですけ

れど、望みとしましては、医療の必要があるときに十分な、適切な医療を受けたいと。

そういう病院が地元にほしいと、そういうことです。それには、共立で建設されてい

る病院ですから、内部のこと、事務的なこと、お医者様のことというのはどこまで口

を出せるのかわからないんですけれど。実際の経営というものもありますから。でも、

患者の立場としては、そういう病院がほしい。それを言葉に、適切な言葉にしてあら

わしていただけたらと思います。 

会長   そのほかありますか。 

  はい、篠原委員。 

篠原委員   篠原です。先ほど日野委員が今は受けていただいているというようなお

話をしたんですけど、先月の中ごろですが知り合いが、やはり昼間です、バイク事故

だったんですが、救急車を呼んだらもうその時点で断られました。蒲原病院のほうで。

で、結局県立総合病院のほうへ搬送されたというようなことがあるので、山本委員と

も言っているように私たち素人の立場として、いつでも安心して蒲原病院へお願いが

できる体制が整った病院というのを、やはり何も事情がわからない素人の人はそうい

うふうに考えているのではないかなと思うので、もちろん、夜中に、前々から熱があ

るのに突然行ってしまったという意味ではなく、脳卒中とか、本当にお願いしたい時

に行ける病院というのが必要にはなるんじゃないかなと思います。私も、義理の父で

すが４年前に呼吸ができなくなって救急車を呼びましたけど、やはり蒲原病院のほう

で呼吸器のほうは診られないからということで、朝だったんですけど、厚生病院のほ

うまで運ばれたということがあって、呼吸ができなくて苦しんでいるのに厚生病院ま

で連れて行って大丈夫なのかなというような不安がありますので、やはり、とりあえ

ずは蒲原病院に運ばれて何かの処置をして、ここではできないので、もうちょっと大

きな病院、もうちょっといろいろな設備の整った病院へというようなことを説明して

いただければいいんですけど、だめだとそこで言われてしまうと不安なので、一般の

人が納得いくような病院を望みたいと思います。 

会長   今、出てきたのは蒲原病院の内部を充実して、蒲原地域の市民の皆さんがい
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つ行っても安心して受けられるような病院。それは、緊急じゃなくてもそういうこと

を要望するということなのか、あるいは、なかなか難しいと。皆さんが期待するよう

なお医者さんをそろえて、いつでも、今の蒲原病院としては非常に大変なような気が

するんです。だから、せめて緊急の時に、命も危ない、命に係るようなことについて

しっかりと受けとめてくれるような緊急体制の充実というものを要望していくのか。

しっかりと維持・管理ということになると、今は担当者が、広瀬課長が言ったように、

なかなか蒲原病院の体制維持が厳しいから、かえって維持・管理というのを要望した

ほうがいいんじゃないかというのが担当の人から出てきた課長の話ですね。だから、

どちらをどういう形で要望していくかということを、今一度はっきりしていただきた

いんですよね。 

  はい、どうぞ。 

望月委員   今の会長の意見に補足させていただくと、今皆さんのお手元にある資料

は維持と継続ということになっています。最初にこの問題を提起されたときに、維持

ということは、要は病院がつぶれるかどうか。経営が悪化しているから病院がつぶれ

たら困りますよと。少なくても、どんな形でも蒲原総合病院を残していただきたいと

いう要望。それと、もう一歩踏み込んでいきますと、今度はその中の充実という問題

が出てくると思います。２４時間という中においても必ず拒否されない病院。それは、

整形外科であり、診療科目に左右されない受け入れというんですかね、これが一番理

想だと思うんですけれども。ですから、その辺のところをうまく合わせていくという

んですか、表題は維持と継続ということになっているわけですから。２４時間という

問題については議論が尽くされているんじゃないかというか、結論的なところが出て

いるんじゃないかなと。その２４時間を、救急救命センターみたいにして受け入れる

というのとは、また違うところがあるんじゃないかなというふうに思います。その辺

のすみ分けといいますか、それを先にやられたらどうかと思います。 

  以上です。 

会長   はい。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。私は、まず大前提は維持・継続してほしいと。その中で、緊

急時、命に関わるようなそういうところについては２４時間受け入れる体制をとって

ほしい。もう少し言うならば、その時に、どうしても先生とかいろいろな体制の中で、

この科というのかな、これとこれは難しいですよということは、はっきりと難しいと
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いうことを言って、我々はそれについては（不明）しようとか心の準備をしておいて、

昼間でも受け入れられるような科については夜でも緊急の場合は受け入れてほしいと

いうぐらいで私はいいかなと。理想を言ったら切りがないので。そう思います。 

会長   だから、文章にして要望していくわけでしょう。考え方はわかるんですけど

も、今回は、新しく出てきたのは維持・継続ですね。維持・継続が求められるところ

ですと。それで、維持・継続について、なお一層のご尽力をお願いしたいという要望、

新しく出てきたのは。 

  意見を言ってください、いろいろ。こういうふうにまとめたほうがいいという形にし

ないと、いつまでも質問・意見を出していると時間がないです。 

望月委員   その要望をするときに、同じ静岡でも私たちが住んでいるところは静岡

の一番東。静岡の中心街、これを言ったら切りがないかもしれません、井川の方もあ

るわけですから。けれども、どこを中心街にするかといったら市役所のある何キロと

いう範囲の中とすると、私たち公平差というのが出てくると思います。東の端ですか

ら。そういったものも中に入れつつ、市の中において旧蒲原町の充実ということはど

うかと、ちょっと思ったんですけれども。 

  以上です。 

会長   はい、鈴木委員。 

鈴木委員   私も同感で、この間の地震のときも救急車は通っていたかもしれません

けども、実質、清水の方にも富士の方にもほとんど一日行けないような状態になった

んですよね。陸の孤島に近い状態になって。ついこの間の台風のときでしたか、同様

ですよね。全く通行もできないような状態になる。最近簡単なことで、すぐに薩埵が

通れなくなって、行き来ができなくなる状況ですので、明らかに、興津より向こうの

市街地と我々の住んでいる環境は全く違うんで、そこを強調していったほうがいいと

自分も思います。富士川の橋だって落ちないとは限りませんので、全く陸の孤島にな

った場合に頼れるのは蒲原病院だけ、手術できるのは蒲原病院だけという状態になる

ことっていうのは容易に考えられることなので、それはぜひわかっていただいた上で、

いつでも安心してかかれる、先ほど皆さんおっしゃったような病院にしていただかな

いと困るよということだと思うんです。 

会長   ちょっと逸脱してしまったんですね。前回、審議会で決めた内容、これは皆

さん了承したわけですね。それに対して、担当者に聞いて、こういう要望の仕方がい
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いじゃないかということで今度の案が出てきたと。さて、どちらがいいのかと。そう

いう議論をしてもらいたいですよね。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   そこですよ。２４時間の医療体制の確立でしょう。これに対しては２次

体制の中で、もう２４時間やっていますよと、その答えが返ってきたらそれでもう終

わりでしょう。という話になってしまうんですよね。それを課長は心配したと思うん

ですよ。それで、今度はこういう文章になってきたんですけど、維持・継続、市民の

皆さんも、蒲原病院も閑散としてしまってどうなるんだろうかという心配は本当にし

ていますよ。だから、蒲原病院にできるだけ行きなさい。と言うんですけどね。そう

いう中で、この病院が緊急のときに対応してくれるということをまず前提の中でやっ

てもらうような体制を組んでもらうという形が僕は必要だと思う。そういう意味で、

この２４時間診療体制だと、やっています。それで終わってしまうから、この維持・

継続、こっちのほうでもう少しうまく文章をつけ足して、今、鈴木委員も言ったよう

に、蒲原の東の外れだよと、いろいろな意味で陸の孤島になりかねないと、頼りにな

るのはそこしかないよという話になるわけですから、その辺をうまくまとめて作り直

していただくというふうにしていただいたらいかがでしょうか。 

会長   作り変えていたほうがいいんじゃないか。後は、会長・副会長にお任せとい

うことは。ただ、それはちょっと。ここでしっかりと皆さんで話をして、こういう文

章でいきましょうよというところまでいないと。ただ、今度の提案でも蒲原地域の医

療を担う中核病院であり、緊急医療体制において重大な役割を果たしておりますって、

ここで言っているわけですよね。そういう中での、地域住民になくてはならない大切

な病院であり、その維持・継続が強く求められておりますという内容が入っているん

で、これでいいのかどうかということですよ。だから、前の提案と、今までの議論の

中で２４時間体制を望みますということを話していくと２４時間体制については以前

はいろいろ問題があったようですが、最近は非常に充実してきていると。日野委員が

先ほど言われたように。だから、２４時間体制ということはやめて、そしてどうして

いくかと、どうですか。 

望月委員   今の意見、全く私も同感ですけど、ここに緊急医療体制においても重要

な役割を果たしていますということで、ここで一つ私は認めているわけですね、この

医療が必要ですよということ。維持というのは、先ほど言ったようにこの病院をなく
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されては困りますよと、維持というのはそういう軸でとれると思うんですけど。継続

というのは、この継続は今までの蒲原病院の体制、これ体制だと思うんですけど、そ

れを継続するのは、これ発展だと思うですね。継続というのをどうとらえるかなんで

すけど、私は今までのものよりはもっと先に進んで欲しい、もっと充実してほしいと

いうことじゃないかと思います。そうすると、この辺の事項をどうしたらいいのかな。

で、皆さんの思いが伝わってくるんじゃないかなというふうに感じますけどいかがで

しょうか。 

日野委員   今おっしゃったように継続というと、維持して継続というと今の内容の

ままになってしまうので、維持・充実という言葉、より一層の充実を願うという言葉

にすればちょっといいかしらと思いますけれども。 

会長   ただ、先ほどの広瀬課長の話だと、そういう状態じゃないんだと。いつ継続

できなくなるかという、非常に蒲原病院は大変なところにきているんだよというふう

な話をしているものですから、継続という話が出てきたんですね。だけど私たちの希

望としては、維持・充実と、維持してなお一層充実してほしいということで要望する

と。で、この文章を活かすと。どうですか。 

  はい、片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。今、この文章を活かして問題の趣旨というのももちろん通っ

ているとは思いますけど、この中で重要な役割を果たしておりますというところで、

陸の孤島じゃないですけれども、その部分の一行くらい、やっぱり入れることも必要

かなというふうに思うんですけど。災害時や交通渋滞等でほかに行けないというよう

なことをつけ加えたらどうかと思います。で、この病院は地域の住民になくてはなら

ない大切な病院と。そういうふうな形で、この中にそこら辺の不便さというようなこ

とを、地理的な不便さっていうか不利さを入れればいいかなというふうに思います。 

会長   はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。やはり地域住民としたら継続というよりも、より一層の充実

を、なかの経営状態がどうであれ、実際に安心して住めるということに関しては充実

を望むと思うので、私も充実という言葉に変えたほうがいいのではないかと思います。 

会長   そうすると、「この病院は地域住民になくてはならない大切な病院であり、

なお一層の充実と」で、継続は入れない。維持・充実。 

日野委員   維持を望むとともに、より一層の充実を図っていただきたいとか、そう
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いうふうな感じでどうでしょうか。それを一番感じているんですよね。それだって、

もう老人病院になってしまうといううわさもありますし、その辺が我々としては、そ

の病院が何しろないと困るという、そういう気持ちですよね。 

会長   さあ、ご意見があれば出してください。今、片瀬委員のほうからは、この蒲

原病院の位置づけも文章の中に入れたらどうかという意見があったんですが、どこへ

どう入れるかというのも、なかなか難しいんですよね。 

  はい、山本委員。 

山本委員   今のところですが、「蒲原地区の医療を担う中核病院であり」とありま

すよね。ここを一度あると切って、そこに、「蒲原地区は静岡市ではあるが、ここは

特殊な地域であると。東に位置して道路も東西をつなぐのはバイパス一本しかない」

と。その文章をここに入れればどうですか。そういう意味で、蒲原病院は救急医療体

制としても、ここの地域にはとても重要だと。で、先ほどのより一層の充実という言

葉をその後に入れたらよろしいんじゃないでしょうか。 

会長   それよりも、「共立蒲原総合病院は」ということで、まず位置づけを言って

しまって、それで、「蒲原地域の医療を担う中核である」というふうにしたほうが。

（「そうですね。」と山本委員が言う。）それで、「中核であり、救急医療体制にお

いても重要な役割を果たしていく。」この共立蒲原病院まで場所の話をして、災害時、

孤立したときの重要な病院であるということを入れて。（「それは構わないと思いま

す。」と山本委員が言う。） 

望月委員   ですから、私、皆さんの思いというのは大体出たと思います。後はどう

つなげるかということ。それは、もしあれでしたら会長に一任ということでやってみ

たらいかがですか。 

会長   もう時間ありませんので、そうしましょう。皆さんの思いはわかりました。 

  それじゃ、もう一度確認します。この再提案された内容で文章を若干変えてつくると

いうことで、一つは、「蒲原総合病院は地域的にこういう病院であり、そして蒲原地

区の医療には中核病院、救急医療体制においても重要な役割を果たしております。」

ということでここへ入れて、「この病院は地域住民になくてはならない大切な病院で

あり、その維持・継続とより一層の充実を求めているところであります。」と。 

  わかりました。皆さんの総意としては、そういうところで要望書をまとめるというこ

とでいいですか。 
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（「はい」の声あり） 

会長   じゃ、もう８日までは集まりません。一任されましたので。 

  それでは、今いろいろな話が出ましたけど、最終的には橋の問題、それから蒲原病院

に対する要望について、今、決定した内容で、要望書は８月８日に田辺静岡市長に提

出したいと思います。 

  それで、田辺市長と会う時間が前回は３０分だったんですけど、どうも忙しくて３０

分は無理だという話がありまして、１５分しか時間がとれないということになりまし

た。それで、１５分というと、例えば極端なことをいうと、課題をいうと津波対策を

１６、説明だけで多分終わるんじゃないかなと、ですから今回は、一応こちらの思い

を、私があいさつで言って、市長にこの要望書を手渡すと。それで、せっかく要望書

を提出した以上は、時間があれば二つ、なければ一つ、１５分ですからね、市長の考

えを聞いてくると。今回、確かに課題もそうですけど、津波対策についての市長の考

えをまず聞くと。時間があったら、蛭沢道線当たりを強く要望してくると。多分時間

がないだろうという話ですが。 

  それからもう一つは、回答はその日に出ません。後日、回答をしてくれると、書類で。

それが、前回８月２５日に、これ市民の皆さんも市がどういう回答をしたかと非常に

注目・興味を持つところだから、夜７時から審議会をやろうということになりました

けど、８月２５日までに回答が出るかどうか。広瀬課長には最大限努力してもらいま

すけども、それでも出なかった場合には日程を変更する可能性もありますということ

を了承しておいてください。ただ、せっかく夜の審議会をやろうということですから、

日にちが変わっても夜やりたいと思っていますけど、いいですかそれで。 

  もし、８月２５日が変更した場合は、速やかに決まり次第、皆さんに連絡します。連

絡のない場合には、そのまま８月２５日の夜７時から次の審議会をやるということで

いきたいと思います。いいですね。そういうことで、よろしくお願いします。 

  それでは、この件につきましてはこれで終了します。 

  続きまして、（２）「その他」について、委員の皆さんから、本日の審議項目以外で

何かご意見・ご質問あれば出してください。ありませんか。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。９月３日にタウンミーティングというか、田辺市長が見えら

れてあります。それで、８月半ば過ぎになったらいろいろな回覧とかＰＲをして、た
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くさんの人に出てもらいたいなという取り組みをしたいなと思うんですけれども、今、

市の回答がなかなかまとまって出てこないという状況であればある程、タウンミーテ

ィングのときにフリートークがありますので、回答があるなしにかかわらず、それぞ

れの委員の皆さんが、やらせじゃないです、一般の人たちの声の出方によって積極的

ないい提言ができるように臨みませんかということでお願いします。 

会長   そうですね。一般の人たちがまず優先と。 

稲葉委員   そう、優先して。 

会長   で、時間が変なふうに空間ができたら、そこをうまく埋めてもらうというこ

とで。 

稲葉委員   一人一つぐらいはね、何か話したいようなことを準備して参加してくれ

たらにぎわうミーティングになるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

総務・防災課長   タウンミーティングですが、９月３日の13時30分から15時半まで、

生涯学習交流館で開催されます。そして、第１回目が４月２６日、清水のふれあいホ

ールで開催されました。これ、どんなものかなと思って、私も見に行ったんですけど、

ちょうど今度は８月２０日、かんばらまつりのときに、ここ数年「カズandアイ」とい

って、吉本の２人が司会やっていますよね。この２人が「まちみがきトーク」という

んですけど、この司会進行をやります。なかなかおもしろい組み立てで、今まで小嶋

市長のときは、ある程度事前に各自治会からそういう要望等を受けて、それを当日答

えるというような流れだったんですけど、今回も田辺市長はもちろん事前の質問等も

なく、その場で手を挙げていただいて、いろいろな質問にその場で市長自ら答えると、

そういうことで２６日にやりました。意外と評判よかったです。１回目ということで。

９月３日に稲葉委員おっしゃるように、地域審議会としてではなく一蒲原地区の地域

の住民として、いろいろな質問をしてやっていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   津波対策というのがあるんですが、実はこの間、うちの地元の堀川です

けど、台風が遅かったですね。ノロノロ来たので、２日前から川が埋まってしまった

んですよ。それで、台風が来る前に水が上がってきてしまって、「さあ、困ったぞ。

これから台風が来る」ということで、県と市を呼んだんですよ。我々素人は対応の仕
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様がないから、あなたたちはどういうふうに考えるかと言ったら、下はブルドーザー

が入れないんですよね。掘れないので、「寺門さん、土嚢を積みましょう」という話

になったんですよ。で、１，３５０個。川沿いの低い家の所へ１，３５０個積んだん

ですよ。そして、雨がひどくなって来て、三日目の朝、４時４５分に僕見に行ったん

ですよ。だって、このぐらいですよ、もう。水嵩が上がってしまって。「これはあふ

れるぞ」と言っていたら、５時１５分になったら山居沢の水がドンと出たら、それに

押されてふたが開いてしまった。よかったですよ、波が小さくなったので、少し。あ

れ、まともに来ていたら完全にあふれたね。 

  だから、蒲原の川は低いですよね。あの辺が怖いなと思いましたけどね。県のほうも

対応の仕様がないと。土嚢を積むしかないという話でした。それでもやってくれまし

たよ。そんな体験をしました。だから、蒲原の川は気をつけたほうがいいな。津波登

ってくるよ、絶対登る。間違いなく。３メートルでも登るよ。河床が低いから。砂地

と砂浜と一緒の高さでしょ、大体。上がっても１メートル上がっているかどうかなの

で。実際経験してみて怖いなと感じました。こんなような報告ですけど。 

会長   例の津波対策のほうで放水路を削除したと。ちょっと報告してください。 

蒲原支所参事   津波の要望書の関係ですけども、内容的には大きくは変わっており

ませんけど、多少修正をしましたので、一応報告をさせていただきます。 

  この津波対策についての要望書の表紙でありますけれども、２行目のところで前回の

行方不明者が２万２，０００人を超えるということになっておりましたけれども、行

方不明がダブって報告されていたということもありまして、人数が少なくなりました

ので、この２万２，０００人を２万人を超えるということに変えました。 

  それから、要望事項の中で、２の樋門の設置及びその稼働の確認ということでありま

すけれども、現在「河川に設置されている」ということになっております。前回は

「放水路等に設置されている樋門の」というふうになっていたんですけど、この前の

審議会でも話が出ましたように放水路については市の管理ではありませんので、この

「放水路等の」という部分を削除しましたので、一応報告をさせていただきます。 

会長   いいですか。 

  前回も報告しましたけども、放水路については日軽金と国土交通省の間で協定される

内容ですので、放水路等という文字を削除したということです。 

  では、その他ないようですので、事務局のほうから何かありますか。 
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蒲原支所参事   それでは、次回の開催の件ですけど、会長のほうからも話がありま

したけれども、次回８月２５日午後７時から、夜間の開催を予定しているわけですけ

れども、今回の要望書の回答の期限がいつになるか、まだ不明でありますので、これ

までに間に合うように回答が出た場合、この予定どおり開催したいと思いますけれど

も、回答のほうがおくれた場合、開催の日をずらすことも予定しておりますので、ご

承知おきいただきたいと思います。どちらにしても、開催通知のほうは開催前に出す

ようにいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

会長   そのほか、何かありますか。 

  特にないようですので、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委員は鈴木委員にお願いします。 

  これをもちまして、第３期第１１回蒲原地域審議会を閉会させていただきます。 

  長時間、ご苦労さまでした。 

                    （午 後 ２ 時 ４３ 分 閉 会） 

 

      会  長 

      署名委員 

 


