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第３期第１４回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年１１月１０日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席者     （委   員）須藤会長、稲葉委員、宇佐美委員、折原委員、草谷委員、 

               小西委員、篠原委員、杉浦委員、鈴木委員、日野委員、 

               望月委員、山本委員 

(磯部委員、片瀬委員、寺門委員欠席、鈴木委員遅刻） 

          （関 係 課） 下水道計画課：石原統括副主幹、天野主任技師 

         （事 務 局） 区政課：増田課長、山口統括主幹、杉山主事 

                総務・防災課：広瀬課長、山梨参事兼区付主幹 

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）公共下水道事業について 

 （２）蒲原地域審議会要望書の回答について 

 （３）合併建設計画関連事業の整理について（資料１、資料２） 

 （４）その他 

 

５ その他 
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蒲原支所参事   定刻になりましたので、ただいまより第３期第１４回静岡市蒲原地

域審議会を開催します。 

  本日はお忙しい中、御出席いただき、ありがとうございます。 

  初めに、報告いたします。本日は、磯部委員、片瀬委員、寺門委員の３名の委員から

欠席の連絡がありました。なお、鈴木委員はおくれて出席とのことです。現在、１１

名の委員が出席されておりますので、会議は成立します。 

  それでは、まず資料の御確認をお願いします。 

  配付いたしました資料は、本日の次第、次に資料１、「合併建設計画蒲原地区関連事

業等」と書かれているＡ４の資料、次に、資料２、こちらも「合併建設計画蒲原地区

関連事業等」と書かれておりますが、カラー刷りのＡ３の資料です。それから資料ナ

ンバーはありませんが、「公共下水道合併処理浄化槽について」、最後に「第２節 

下水道」と書かれております縦書きの資料となっております。以上の資料ですけれど

も、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いたします。 

会長   皆さんこんにちは。お忙しい中、出席していただきましてありがとうござい

ます。 

  今回の審議会は、１２回、それから１３回の中で要望書に対する回答についていろい

ろ皆さんと話をしたんですけれども、その中でこういう問題については、もう一度し

っかり確認してほしいという内容について説明をいただいて、それから十分審議して

いくということでやっていきます。 

  それで、きょうは議事の（１）に「公共下水事業について」ということで、審議会の

中で公共下水道を推進していこうという姿勢でこの審議会をやっているわけですけど、

公共下水道について詳しく知りたいということで、きょうは担当者の方に来ていただ

いて説明をしていただくことになっています。 

  お手元に「第２節 下水道」という資料を配付してあるわけですけど、ここで私、以

前、皆さんに話しましたように、合併する前に３町で公共下水道について話し合って

おります。その内容についてちょっと調べてみたんですけど、これは蒲原町史の第３

巻に載っているんですけど、ここに書いてありますように、平成２年から３町合併、

３町合同で公共下水道について話し合ってきたと。平成１４年、約１２年間話し合っ
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てきたんですけど、最終的に、３ページ目の中ほどにありますけど、蒲原町、由比町

は公共下水道を推進していこうということになったんですけど、富士川町は合併浄化

槽及びコミュニティープラントの整備、普及方式を採用して公共下水道は行わないと

いうことになりまして、平成１４年に、この話し合いは終わったということです。こ

の中にもありますように、建設費が非常にかかるわけですね。３４７億３，２００万

円。３町で公共下水道をやっていくということになると、このぐらいの建設費がかか

るということも書いてあります。これも公共下水道についての話し合いをしていく上

で参考になりますので読んでおいていただきたいと思います。 

  また、６月１日付で設置されました緊急津波対策室というのがありますね。これもか

なり時間が経過していますので、その動きについてもきょうは報告をしてもらうとい

うことになっていますので、どうぞ皆さん、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、これから次第３の「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、議事を進めます。 

  議事に先立ちまして皆さん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。御

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。 

  初めに、「（１）公共下水道事業について」を議題とします。 

  公共下水道事業については、８月に静岡市長に提出した蒲原地域における課題等に係

る要望書の中でも、早期実施を要望しておりますが、公共下水道事業について説明し

てほしいという要望がありましたので、下水道計画課に説明をお願いしました。 

  本日は、下水道計画課、石原統括副主幹から公共下水道事業の一般的な内容について

説明をしていただきます。 

  それでは、石原統括副主幹、よろしくお願いします。 

下水道計画課統括副主幹   下水道計画課の石原です。 

  本日、担当の天野も一緒に来ておりますので、よろしくお願いします。 
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  それでは、座って説明をさせていただきます。 

  「公共下水道・合併処理浄化槽について」ということで、資料を用意させていただい

ておりますが、お手元のほうにありますでしょうか。それでは、資料に沿って説明し

ます。 

  先ほど会長から下水道についての説明をしてもらうとの話がありましたが、事前に伺

っていた話では、下水道と合併処理浄化槽の違いについてということでしたので、本

日は、その説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  １枚めくっていただきまして、公共下水道の役割というところから簡単に説明をさせ

ていただきたいと思います。下水道の役割としては３つありまして、汚水を適切に処

理することによって海や川がきれいになります。また道路側溝などがきれいになり、

地域の生活環境の改善が図られます。この２点につきましては、合併処理浄化槽を設

置し、適切な管理をしていただくことでも同様の結果は得られることとなります。 

その他の下水の役割として、今回は説明しませんが、雨水対策というのがありまし

て、実施をすることにより浸水から町を守ることになります。 

近年、局所的な集中豪雨による被害がありまして、本市でも１５年、１６年に床上

浸水の被害を受けた地域がありました。そういうこともありまして、浸水被害対策推

進プランというのを策定し、被害をなくす、また軽減することを目標に順次整備を進

めております。これにつきましては、市のホームページでもご覧いただくことができ

ますので、そちらをご覧いただきたいと思います。 

  続きまして、３ページになります。汚水処理施設と書いてあるところですが、静岡市

で行っている汚水処理の手法を紹介したいと思います。静岡市では公共下水道のほか

に農業集落排水施設、合併処理浄化槽があります。公共下水道は人口密度が高い市街

地の住宅、病院、工場などの排水を処理するのに適しております。 

農業集落排水施設につきましては、農業振興地域で約２０戸以上ある農業集落で行

っております。 

合併処理浄化槽につきましては、上記の２手法によらない人口密度が低い地域で行

っております。 

  ４ページをご覧ください。これがイメージ図になります。大まかな区分けとしまして、

中心部等の人口の密集している区域は公共下水道、農村部の集落は農業集落排水、人

家の密集していない区域につきましては合併処理浄化槽が有利とされております。今
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回はその中でも公共下水道と合併処理浄化槽について簡単に御説明をさせていただき

ます。 

  それでは、５ページをご覧ください。まず公共下水道ですが、仕組みについて簡単に

御説明をいたします。これは簡単なイメージ図ですが、各家庭や工場からの汚水を道

路の下に入っている下水道管を通して浄化センターに集めます。沈砂池、最初沈殿池、

エアレーションタンク、最終沈殿池などの各池を通しまして、汚物を沈殿させるなど

の処理を行い、きれいな水にして川や海などの公共用水域に放流いたします。下水道

の簡単な仕組みとしてはそんなところになります。 

  続きまして、６ページになります。こちらが合併処理浄化槽になります。各家庭で浄

化槽を設置しまして、宅地内で汚水を処理し、宅地前の道路側溝や水路に放流いたし

ます。イメージとしましては宅内に簡易な処理場を造るような、そんなイメージにな

ると思います。 

たまった汚泥につきましてはバキュームカーで吸い出しまして、し尿処理施設に運

ばれて処理をいたします。 

  続きまして、７ページをご覧ください。公共下水道と合併処理浄化槽の違いを説明し

ますが、イメージとしましてこんな形になります。上段の絵ですが、下水道では管渠

や浄化センターでの汚水や汚泥の処理に関する維持管理は市で行い、その分の費用を

下水道使用料として皆さんに負担していただきます。下水道の放流水質基準、ＢＯＤ

といいますが、１５以下となっていますが、現在、本市の浄化センターで処理した水

はＢＯＤ５以下で放流できています。対しまして下の絵ですが、合併処理浄化槽では

浄化槽の点検やバキュームカーによる清掃、汚泥処理などの維持管理は各家庭で行っ

ていただきます。バキュームカーで集めた汚泥はし尿処理施設で処理しますが、し尿

処理施設の維持管理費は皆様の税金で賄われております。合併処理浄化槽の放流水質

基準ですけど、ＢＯＤ２０以下となっております。これにつきまして浄化槽が適切な

維持管理を行われた場合にこの程度の水質となります。 

  続きまして、次のページをご覧ください。今、話の中にありましたＢＯＤですが、簡

単に言いますとＢＯＤは河川水、排水及び下水などの汚濁の程度を示すもので、数値

が大きいほど水質が汚濁していることを示します。参考で下に表をつけてありますが、

ＢＯＤ５以下ぐらいであればコイやフナが生息できるとされております。 

  続きまして、９ページをご覧ください。浄化槽について追加で説明をいたしたいと思
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います。以前はトイレの汚水は汲み取りや単独浄化槽で処理しており、台所や風呂な

どの雑排水そのまま道路側溝や川などに流れ出ることになっていました。現在もそう

なっているお宅が多いかと思います。 

この地域で昨年度アンケートを行いましたけど、その中でも約６割のお宅が、現在、

汲み取りや単独浄化槽との回答をもらっております。 

現在は浄化槽法の改正により、新築や建て替えをするお宅は家庭内の生活排水をす

べて処理する合併処理浄化槽を設置することとなっております。 

  続きまして、１０ページをご覧ください。下水道と合併処理浄化槽の特徴の違いとい

うことで表にしました。それぞれに長所、短所がありますが、浄化槽の長所としまし

ては、処理場や管渠の完成を待たず、宅内に浄化槽を設置すればいつでも生活排水の

処理が可能となります。そのほか、使用水量が増加しても年間の維持管理費はほとん

ど変わりません。短所としましては、宅地内に設置した浄化槽は個人の管理となりま

す。年に１回程度のバキュームカーによる清掃や個別の水質管理などが必要となりま

す。また浄化槽設置のためのスペースが敷地内に必要となります。大体、車１台分程

度になると思います。 

対しまして下水道ですが、長所としましては、汚物が速やかに宅地外に排除され、

においのもとを残さない。個別に水質の管理を行う必要がないなどの長所があります。

短所としましては、処理場の建設や管の布設など、下水道が使えるようになるまであ

る程度の期間が必要となります。また使用水量の変動により、年間の維持管理費、こ

れは下水道使用料ですけど、これが変動いたします。 

  続きまして、１１ページをご覧ください。今話しました下水道と合併処理浄化槽の費

用を簡単に比較しております。 

下水道の場合は工事費としまして、敷地の状況によりますが、約２０万円から５０

万円。場合によりましては、もっとかかることもあります。これは敷地の広さとか外

構などをきれいにやっているお宅などはそれなりのお金がかかり、費用の幅が広いよ

うな形になっております。その他ですが、下水道が整備された区域にある土地の面積

に応じて、一度限り納めていただくものとして受益者負担金があります。これは一番

上の欄になります。平成２２年度の清水区の単価では１平米当たり４６０円。仮に計

算しますと、宅地４０坪、駐車場２０坪の土地をお持ちの場合は９１，０８０円とな

ります。 
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対しまして浄化槽の場合ですが、設置費用として５人用で約８４万円程度かかりま

す。 

工事費や設置費以外で毎年、下水道使用料や維持管理費がそれぞれ発生しますが、

下水道の場合、仮に水道水を１カ月２５立米使用した場合、これは大体１世帯３人程

度の平均水量になりますが、下水道使用料として月３，４１０円。年間で約４１，０

００円かかります。下水道使用料、水道もそうですが、２カ月に１回請求がいきます

ので、皆様の水道を使っている量を見ていただければ大体の目安にはなるかと思いま

す。あと浄化槽の場合ですが、適正に浄化槽を管理するのであれば、平均で年間約６

万３，０００円。これには電気料金、法定点検費用、検査費用、浄化槽汚泥の引き抜

き費用、ブロア、空気ポンプの維持管理費用を含めまして大体このぐらいかかるとい

うことが国の平均として出ております。 

  簡単でございますが、下水道と合併処理浄化槽の比較ということで説明をさせていた

だきました。 

  初期費用としましては、今申しました料金のところにありますが、下水道では、下欄

の工事費の約２０万円から５０万円。それに一番上の欄の受益者負担金が１０万円程

度、宅地の広さにもよりますけど、足していただくような形が初期費用としてかかり

ます。 

浄化槽を新たに設置するのであれば、工事費として約８４万円となっております。 

年間の維持管理費としましては、下水道使用料ですと約４万１，０００円、浄化槽で

あれば適正に維持管理をしていけば、約６万３，０００円程度かかるというような結

果になっております。 

  以上、簡単ですが、私どもからの説明を終わらせていただきます。 

会長   今、簡単に公共下水道と浄化槽についての説明がありましたけど、質問、あ

りますか。 

  稲葉委員。 

稲葉委員   前にアンケートを実施したり、いろいろそこでも勉強したつもりですけ

ど、何となくまだイメージがわかないですけど、非常に素人っぽい質問ですが、静岡

市の普及率というのは、旧静岡市、それから清水区でどのくらいかということと、そ

ういう下水の配管をしてあるところの住民というのは、全家庭がそこにつなぎ込んで

いるのか、いないのか、その辺の選択みたいなものというのは、実際やっていてどう
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いうルールというか実態だろうかということ、そして、例えば蒲原地区で公共下水道

をやる場合に、ここに下水終末処理場とありますね、こういうふうなものを造らなけ

ればいけないかと思うですが、静岡市はこういう処理場が何カ所ぐらいあるんですか。

世帯数のこのくらいのエリアに１個だとか、全部で１個しかないのか、ちょっとイメ

ージがわかないのでその辺をちょっと教えてください。 

下水道計画課統括副主幹   お答えさせていただきます。 

  先ほど申しました普及率ですが、静岡市全体で平成２２年度末７９．３％となってお

ります。 

  どのぐらいの家庭がつないでいるのかという質問ですが、接続率というのですが、今、

詳しいデータを持って来なくて、正確な数字がわからないのですが、８０数パーセン

トだったと記憶しています。これにつきましては調べまして、次回回答させていただ

きたいと思います。基本的には管が通って供用開始になったところにつきましては、

皆様に下水道への接続を願いしております。その中でも今言ったように、パーセンテ

ージでいくと２割弱なのか、詳しい数字はわかりませんが、まだつないでいただけて

いないような状況にはなっております。 

  そのほかに処理場の数ですが、処理場の数が今６つで、県が管理しています静清浄化

センターというのがもう１つありますが、これも２５年度から静岡市のほうに移管さ

れることになりますので、それを入れれば７浄化センターという形になります。これ

は具体的に何人で１つというわけではなくて、地形にもよりますので、例えば安倍川

を挟んだ西側に長田地区というのがありますが、あちらは長田浄化センターで処理す

るというふうに、そこで１つの浄化センターを造っております。中島浄化センター、

高松とか城北とかいろいろありますが、それぞれ地形等によって浄化センターを造る

位置は決めております。現在６つ管理しており、２５年度以降は県のものも含めて７

つ、管理するような形になります。 

  以上になります。 

会長   そのほか、どうでしょう。質問はありますか。 

  山本委員。 

山本委員   山本です。１つお聞きしたいですが、先日のような地震があった場合に

電気などが使えなくなると、下水道の場合、下水処理ができなくなると聞いたんです

が、どうでしょう。 
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下水道計画課統括副主幹   そのとおりで、ポンプ等を使っておりますので、電気が

使えなくなりますと処理はできなくなります。そういうことを想定して、非常用発電

機等を用意しているのですが、前回は、津波で非常用発電機などがやられてしまった

ということで、処理のほうが滞ったということです。 

そういうことを踏まえまして、処理場は海沿いとかに多いものですから、これから

対策等は検討をしていくところでございます。 

会長   山本委員。 

山本委員   加えてよろしいですか。そうしますと、そういうときにお水を家庭で流

したりトイレを使ったりということは可能なのですか。 

下水道計画課統括副主幹   状況によりますけど、処理場が使える状況とかであれば、

ある程度は使っていただくことも可能ですが、どうしても使えないような状況等にな

りましたら、どういうふうに被災地に広報できるかという問題もありますが、使用制

限といいますか、なるべく使用を控えてくださいというようなことではお知らせする

ようにしていきたいと思っております。 

会長   折原委員。 

折原委員   折原です。蒲原というこの地区がものすごく住宅密集地が多くて、ほん

とに道も狭い、家同士がくっついている状態、こういう状態で実際に下水道というも

のの配管が可能でしょうか。他地区の状況等を見て、この地区の特徴等を見て、もし

やった場合にどういうことがあって、どんなことが予測されるのか。完璧に完全にす

べて工事というのが行えるのかどうかということをちょっと伺いたいですけど。 

下水道計画課統括副主幹   まだ詳細設計を行っていないものですから、場所によっ

てはあるかもしれませんが、今、静岡のほうでも道路が狭いようなところはありまし

て、幅１メートルぐらいのところでも入れたりはしているところはあります。そうい

うのを考えれば、官地があれば、そこにはなるべく入れるような形ではいけると思い

ます。通常、今の下水道管を入れるにあたっては、大体、幅１メートルぐらいの幅で

掘って、その中で作業をして入れていくものですから、１メートルちょっとくらいの

余裕があれば管は入れることは可能だと思います。重機が入るのかなどの施工性もあ

るとは思いますけど、一応、管を入れること自体は、ある程度の幅の官地があれば可

能ではないかと思っております。 

  ただ、高低差とかもありますので、下水道は自然流化で流していくので、低いお宅の
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汚水を取るとなると、管を深く入れなければならない等もありますので、その辺はま

た詳細設計等を進めていく中では、いろいろ問題が生じたりすると思いますが、途中

でポンプアップしたりすることもできますので、そういう形ではよっぽど何かがない

限りは入れていけるじゃないかとは思っております。 

会長   そのほか、どうですか。 

  草谷委員。 

草谷委員   草谷です。ちょっと伺いたいですけど、公共下水道と合併処理浄化槽の

溶存酸素量とありますよね、これはどの程度の違いがあるわけですか。公共下水道と

合併処理浄化槽の場合の溶存酸素量というのはかなり格差が出てくるわけですか。 

  それと、現在、蒲原地区、由比地区の溶存酸素量、結局、川とか海の汚濁の量という

のはわかりますか。 

下水道計画課統括副主幹   ＢＯＤの話ですかね。（「はい、そうです。」と草谷委

員が言う。）先ほども申し上げましたが、今、下水で処理している処理水のＢＯＤは

５程度で放流をしております。 

  合併浄化槽ですが、合併処理浄化槽は性能がＢＯＤ２０ぐらいで放流できることとな

っておりますので、大体その程度で放流をされているのではないかと思います。 

  下水のほうにつきまして、放流の水質基準というのはＢＯＤ１５ですけど、実績とし

まして、今、浄化センターで測りますと、ＢＯＤ５くらいというような状況にはなっ

ております。 

会長   いいですか。 

  草谷委員。 

草谷委員   今、その結果で。 

下水道計画課統括副主幹   川の水ですね、こちらの川のＢＯＤは、まだ測っていな

いものですから、ちょっとわからないところはありますけど。中島浄化センターとい

うところがありますが、そこは安倍川に放流しているんですけど、そこは定期的に検

査していますが、そこにつきましては基準値以下ということで、ＢＯＤ１５以下ぐら

いの水質になっているのではないかということで、記憶はしております。 

草谷委員   富士川の今の状況はわかりますか。 

下水道計画課統括副主幹   富士川の水質については、環境のほうで、その辺のデー

タがあるかもしれないので、その辺はまた調べまして、次回報告をさせていただきま
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す。 

草谷委員   はい、わかりました。ありがとうございます。 

会長   そのほか、質問はありますか。 

  稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。ざっくりと例えば蒲原地区、由比地区で下水道にして、浄化

槽、終末処理場を造るというふうに考えた場合に、いろいろな条件で全然違うと思う

んですけど、何百億円なのか、概略。例えば清水、静岡の実績等を見て、どのくらい

の単位で見たらいいんですか。全然オーダーがわからないんですが。 

下水道計画課統括副主幹   すいません。今は何とも言えないところですが、何百億

円という単位になるじゃないかとは思います。先ほど、３町で三百何十億円というふ

うな数字があったんですけど、個人的な見解では、大体それより高いか安いかそんな

感じかなというふうには思いますけど、今はわかりません。 

会長   そのほかどうですか。 

  それでは、私から１ついいですか。由比、蒲原でやるのが一番いいだろうと。静岡へ

引っ張るじゃなくて。そういうような案がかなり有効だろうということですけど、施

工して何年ぐらいで完成するものですか。この３町で検討したときは整備期間が２０

年ということになっているんですけど、一体何年ぐらいで完成するものでしょう。い

や、概略でいいです。 

下水道計画課統括副主幹   先ほど、全体事業費というようなお話もありましたけど、

今後、事業費がわかりまして、今、市も財政的に厳しいものですから、そういうのも

含めて年間いくらぐらい下水道事業に投入していけるかというのもありますし、また

静岡の既存施設も大正のころからやっているものですから、その辺の老朽化もありま

して、その改築更新、そちらのほうも正直お金がかかってくる。あと前回の東日本で

すね、ああいうものの津波対策とか耐震ですね、そちらのほうもまたお金がかかって

くるということで、財政状況、そういうのも加味して今後検討していかなければなら

ないと思うんですけど、１０年、２０年とかそういうスパンは少なくともかかるとは

思っております。 

会長   それから、現実に静岡、清水はやっているわけですけども、合併浄化槽を入

れるわけですね、今は。 

下水道計画課統括副主幹   今は、そうですね。 
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会長   当然、通ってないところは。 

下水道計画課統括副主幹   ここの地区ですよね。 

会長   ええ。 

下水道計画課統括副主幹   はい。 

会長   それで、例えば今言った１０年から２０年で完成しましたといったときに、

合併浄化槽を設置して５年くらいでまだこれを使いたいという場合に、例えばその家

へと入れるパイプ代、パイプの工事費はお金として出すんですか。 

下水道計画課統括副主幹   ここの地区をどのように整備していくのかはまだわかり

ませんが、基本的なやり方としまして、処理場に近いところから整備をしていき、通

常であれば、管ができればその年度終わりには使えるようになります。 

最初は、浄化センターを造りながら管渠も進めていくので、浄化槽を造らなければ

ならないお宅もあるかもしれないが、浄化センターが完成して、それ以降に管を布設

していくところは、もう下流がつながっているような状況で、だんだん上流へ上流へ

というふうに工事を進めていきますので、普通であれば、管ができれば、すぐにその

年度では接続をしていただけるというような形になると思います。 

会長   ただ、うちの場合は合併浄化槽を設置したばかりだと、だから。（「下水に

つなぎたくないとのことですね。」と下水道計画課統括副主幹が言う。）入らないと

いった場合に、例えば主管と、支管がありますよね、支管は通さなくてもいいわけで

すか、入りたいというときに支管の工事をしてもらうと。 

下水道計画課統括副主幹   いいえ、下水道にするということは使用料を当然見込ん

で布設していくものですから、今、静岡市では、下水が使えるようになった区域につ

きましては３年以内に切り替えをお願いしています。静岡のほうでもやっております。

３年以内に切り替えてくださいというお願いですね。 

会長   必ず入ってくださいという指導をしているんですね。 

下水道計画課統括副主幹   そうですね、お願いをしています。 

会長   わかりました。 

  折原委員。 

折原委員   ちょっと管轄が違うかもしれないですけど、ちょっと参考までに伺いた

いんですけど、下水にするともちろん川がきれいになるというのはわかるんですけど、

蒲原の東部地区に小池川という川が流れていまして、上部は富士川です。旧富士川町
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ですけど、上の上部のほうは多分、合併浄化槽で流れて来ているわけで、川の浄化能

力等あるかもしれませんが、蒲原地区まで流れて来てそのままの状態で、蒲原地区で

下水道をやったとしてもどのぐらいきれいになっているかというのが、上のほうが変

わらない限りどうなのか、ちょっと微妙ですけど、富士市の富士川地区のことに関し

ての情報というのは静岡のほうには入って来ていないですか。 

下水道計画課統括副主幹   ちょっと情報はないですけど、基本的には合併処理浄化

槽も悪いというわけではないものですから、先ほど申しましたように、皆さん、合併

処理浄化槽にして適切に管理をしていただければそれなりの水質は確保できますので、

旧富士川町で、上流のほうでそういうふうな形でやっていただければ、基本的にはそ

んなに汚い水は来ないんじゃないかというようなことにはなると思います。 

会長 

   杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。ほんとに基本的な質問で申しわけないですけれども、１平米

当たり受益者負担金、これが４６０円という金額が出ているんですけど、これはどう

いう試算から４６０円という金額が出たでしょうか、教えてください。 

下水道計画課統括副主幹   ４６０円というのは２２年度の清水区の単価設定ですけ

ど、受益者負担金と言いまして、ある程度の地区ですね、その地区を建設したときの

建設費用、処理場とかを抜かした面整備、その地区の面整備にかかる管渠整備費の大

体５分の１程度を面積で割って、１平米当たり２２年度の清水区では４６０円。そう

いうような設定になっております。 

会長   杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。そうすると、５分の１が４６０円という負担であれば、５分

の４はやはり税金で賄われているという理解でいいでしょうか。 

下水道計画課統括副主幹   税金というか、一度借金をして、使用料で返していく、

簡単に言えば、下水道使用料ですね、そちらのほうでやっているような状況です。 

杉浦委員   はい、わかりました。ありがとうございました。 

会長   そのほか、どうですか。 

  鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。先ほど蒲原地域の合併処理浄化槽の導入率が４割ぐらいとい

うお話だったと思うんですけど、残り６割は単独処理と汲み取りと伺ったですけど、
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合併処理浄化槽というのは新築をしなければ入れる義務はないという理解でいいんで

しょうか。 

下水道計画課統括副主幹   単独処理浄化槽も、みなし浄化槽というような、確かそ

ういうような位置づけで、悪いというわけではないと思います。 

  ただ、新しくお宅を建てるのであれば、合併処理浄化槽を入れなければ建てられない

ということになります。 

会長   いいですか。 

  鈴木委員。 

鈴木委員   そうすると、単独処理浄化槽で汚水を流した場合のＢＯＤというのはど

のぐらいですか。 

下水道計画課統括副主幹   単純に言いますと、ここの絵にも書いてあるのですが、

合併処理浄化槽の８倍ぐらいになります。単独処理浄化槽というのは、トイレの汚水

を処理するだけなので、お風呂とか台所の水はそのまま流れていくような形になりま

す。そういうものを合わせて計算すると大体、合併処理浄化槽の８倍ぐらいになりま

す。 

会長   いいですか。そのほか。 

  稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今、この説明を聞かせてもらいまして、いろいろな質問に答

えていただいて、そういうものかというふうな、以前よりは理解度が増したような感

じはするんですが、審議会からは市に公共下水道の設置ということの要望書を出して

いるんですが、行政のほうとして、じゃ、この前アンケートもやったし、全体を眺め

る中で、ここをどういうふうにしていくかという方針と言いますか、出さなければい

けないと思うんですよ。それはまだ出ていないと思うですが。そして、それを出すに

しても、我々はこうして質問して聞かせてもらう。だけど実際にやるにしてもやらな

いにしても、ある方向を決めていくためには地域住民のみんなの目線というか、ある

程度の理解度を深めて、そして本当にやろうとする方針に対してみんながイエス、ノ

ーをきちっと言えるような下地というのも必要だと思うんですよ。ということは、こ

ういう説明だとか、こうなったらこうなるよとか、費用がどうとか、そして他の地域

の実態だとか、そういうものによるＰＲというか、そういうことが必要かと思うです

が。例えば今出た質問等も含めたこういうものを、例えば自治会の役員だとか、また
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もっと言えば広く市民に対して、蒲原地区の住民に対して説明会をするとか、そうい

う計画というか、お考えはあるのか、またはこちらからぜひ説明会をやってほしいよ

といったときには「やっていいよと、対応しますよ。」というお考えか、その辺をち

ょっと教えてください。 

下水道計画課統括副主幹   先ほどもお話しましたが、うちの局でもまだどちらにし

ようかとの方針が定まっていない状況でありまして、経営的に成り立つか、そういう

ところもやはり大きな要因ではありますので、その辺を今精査しているところです。

その辺がある程度決まりましたら、また、皆さんのほうに説明会という形になるのか、

広報でお知らせする形になるのか、何らかの形はとっていくつもりでおります。今は

局の中でも精査をしている段階というところで皆さんには、待ってもらっているよう

な形になっているのですが、一応そういうふうには考えております。皆さんにはどち

らにしても、一度御説明はしようかと思っておりますので。 

稲葉委員   それは、半年とか１年とかという単位で時間がかかるものか、その辺は

どのくらいみておけばいいですか。 

下水道計画課統括副主幹   一応、今年度中には決めたいと思っているんですけど、

今はそんな状況で、いろいろと検討する事項がたくさんあるものですから、今その辺

を進めております。今年度中には皆様に御報告というか、ある程度の方向を示せるか

なとは思っているんですけど。 

会長   いいですか。 

  折原委員。 

折原委員   ちょっと伺いたいですけど、蒲原地区にも汲み取り業者さんがいらっし

ゃるんですけど、そういう方たちに補償とかということに関しては何ら話をする予定

はないのか、何かそういうところを考えているのか。つまり下水処理するとそういう

方たちは要らなくなるわけですよね。だから、それに対してはどうなのかということ

はどうでしょうか。 

下水道計画課統括副主幹   具体的にはうちの方では今考えていないのが実情であり

ます。今後、浄化槽を管轄している環境局とも話をしていきますし、現在話もしてい

るので、その中でそういう話も出るかとは思います。その中で話はしていきたいとは

思います。 

会長   いいですか。 
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  小西委員。 

小西委員   懐かしく町史を見せてもらいました。私も編さん委員だったものですか

ら。 

  この当時から蒲原町の下水道工事というのは大変難しいということを聞いておりまし

て、とにかく落差がないということで。今でさえ私どもの家なんか１５０人槽で、初

期投資で合併浄化槽が１，０００万円もかかりましたよ。それで、維持費を入れると

三、四十万円かかるんですね、年間。大きな雨が降ると落差がないのではけなくなっ

てしまうんですよ。八幡町が一番ひどいんじゃないかな。その辺がすごくネックにな

っていることをずっと聞いていましたけど、下水工事にしろ、合併浄化槽にしろ、相

当何か工事的、工法的に難しいんじゃないかということを聞いておりますけど、それ

はお宅のほうではどうでしょうか。とにかく落差がないところが多くて、流れないと

いうことです。 

下水道計画課統括副主幹   そうですね、確かに落差がないということで、検討の中

でも、１回ポンプアップして、水を上げてそこから流す。ポンプ場というのですが、

いくつかこの地域にも造らなければならないとの検討にはなっていますので、そうい

うものを造るとなると、必然的に全体の工事費は上がると思っています。 

会長   ３町でやろうとしたときの図面を見ると、かなりポンプ場が何カ所かあって、

一たん上げるんですよね、また下げていくというようなやり方が図面の中にかなりあ

りましたね、ポンプ場が。 

小西委員   私有地を提供してもらえないと、この設備を造るのは大変だということ

を聞いていましたけど。 

会長   実際に静岡とか清水でもそういう落差のすごい、今度は反対に落差のすごい

ところもやっているわけでしょ。 

下水道計画課統括副主幹   そうですね、旧静岡のほうは比較的落差がありまして、

それこそ北から南に流れて来るのはある程度の落差がありますのでいいのですが、清

水区のほうはポンプ場なり、マンホールポンプという、マンホールの中に簡易なポン

プを入れた物はいくつかあります。 

会長   時間もかなり経ちましたので、きょうは公共下水道についてはこの程度で終

わりたいと思いますけど、いいですか。まだあります。 

  それじゃ、あと２件だけ。 
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  じゃ、山本委員、どうぞ。 

山本委員   山本です。最後の下水処理施設ですが、先ほども７カ所ですか、静岡に

はあるというお話ですが、ここに下水施設が造られた場合の下水処理、最後の下水処

理というのはどこに予定していますか。 

下水道計画課統括副主幹   放流先ということですか。 

山本委員   放流先ではなくて、水処理施設、汚泥処理施設の下水処理。 

下水道計画課統括副主幹   どこに造るかということですか。 

山本委員   はい。 

下水道計画課統括副主幹   それは今、それこそ検討中というか、これからの検討に

なるんですけど。 

山本委員   いや、もうどこか決まった土地が、ここです、というところが現在ある

のかどうかお聞きしたかったんですけど、それはないということですね。 

下水道計画課統括副主幹   この辺に造るのであれば庵原高校の跡地が有力な候補地

になるのではないかと思います。 

会長   先ほど私が説明したところに、最初、富士川河川敷を考えていたけど、それ

はちょっと無理だということで、平成１１年のところですね、「蒲原町地内県立庵原

高校隣接地周辺が候補地になり得る」ということで、実際に図を書いたときにあそこ

のところに何々部落というのがありましたね、その辺が候補地に挙がっていたという

ことです。 

下水道計画課統括副主幹   そうですね。候補地としては、そこもありますし、あと

清水のほうに静清浄化センターというところがありますが、そちらのほうに持ってい

く等あります。この間の震災を踏まえますと、海沿いに造るのはどうかというような

話もありますし、そういうものも加味してその辺はまた決めていきたいとは思ってい

ます。どちらにしても、どういう処理方法でやるかというのが先決だと思います。 

会長   はい、鈴木委員。いいですか。 

鈴木委員   前回も同じ質問をして、そのまま退席してしまったものですから申しわ

けなかったですけど、審議会として２度ほど早期設置を要望しているのに対して、市

長の基本的なお考えというのが何か伝わって来ないんですけど、その辺は何か情報は

ありますでしょうか。これだけの事業になると市長のお考えというのは非常に大切に

なると思うんですけど、その辺、２度要望を出していますので、返事があってもいい
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かなと思うんですけど、いかがでしょう。 

下水道計画課統括副主幹   今申し上げましたように、まだ、市長に上げる前にうち

の部局内でこの事業について採算が取れるのかどうか、その辺も含めて検討している

ところです。まずその辺がある程度固まってから市長に報告してというような形にな

ってくると思います。 

鈴木委員   前回わけていただいた資料にもあるですが、平成２１年に最初の要望を

出しているんですよ。いまだにその状態というのはちょっと解せないなと自分は思い

ます。ぜひ早く見解を出していただきたいと思います。 

会長   あのときはアンケート調査をしたいと、早急にアンケート調査をして意向を

聞いた上で、その後に検討して結論を出したいという返事はもらっているものですか

ら、それが今説明された内容だと思っていますので、今年度中に何とかという話です

よね。その内容について期待したいと思っています。 

下水道計画課統括副主幹   そうですね、大きい事業でありますので検討に時間がか

かって申しわけないのですが、検討を進めていきますのでよろしくお願いいたします。 

会長   それでは、「公共下水道について」はこれで終わりたいと思います。 

  説明どうもありがとうございました。 

  用事がありますので、席を外しますので、了承願いたいと思います。 

  どうも御苦労さまでした。ありがとうございました。 

  それでは、ここで３時５分まで休憩いたします。 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時０５分 

会長   審議会を再開します。 

  続きまして、「（２）蒲原地域審議会要望書の回答について」を議題といたします。 

  要望書に対する回答については、前回、前々回の審議会で委員の皆様からこういうこ

とを確認してほしいという内容が出ました。そういう内容に対する回答について事務

局より報告をお願いします。 

総務・防災課長   総務・防災課広瀬です。 

  今、会長からお話がありましたように、前回、前々回と要望書の回答について、もう

少し詳しくということで、大きく４点あったかと思います。これについての資料はご

ざいませんので、私のほうから口頭で説明させていただきます。 
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  まず第１点が、津波対策についての要望に対する回答の中で、３項目ほど国、県に対

しての要望というものがあったかと思います。これについて市として国、県に対して

対策の早期実現を要望していきますというような回答に対して、じゃあ、現在どのよ

うな形で要望しているのか、あるいは進捗状況を報告してほしいと。国等への要望時

期はいつごろになるのか確認し、その都度、進捗状況を報告してほしいというような

要望に対して、回答といたしましては、まず現在、国において、３．１１の東日本大

震災、この関係における第４次被害想定を今協議している状況であるというのがまず

１点。それに伴って、災害査定などもやっている状況であるということで、県におい

ても先の台風１２号、あるいは１５号における災害査定の作業中であるということで、

これは県、国もそうですけど、市においても今このような作業を都市局とか建設局が

中心となってやっているというような中で、国、県に働きかけることについては、ど

のように持っていこうかということで今検討中ということでございます。それに伴っ

て要望時期についても、現在のところは未定であるということで、このような要望を

どのように行うか、あるいは時期、この状況が見えた時点で随時報告させていただき

ます。これがまず１点。 

  次に、蛭沢川にかかる橋。これについて目視以外で何かしっかりした調査方法がある

か調べてほしいということで、折原委員のほうからお話がありました５メートル未満、

５メートル以上と、この辺の見解というか考え方ですけど、まず調査対象となる橋が

複数径間であるということがありまして、あそこの橋については単径間ということで、

まず調査対象ではなく目視でさせていただいたということで、じゃあ、目視というも

のはどういうものかというと、橋下ですね、あそこへ入って、ボルトや鎖等、そうい

うものを見た程度でございます。それに伴って、耐震にはかかわりはないですけど、

たまたまあそこの橋が、さび等がひどいということで、平成２４年度において塗装工

事を行う予算要求をしている状況であるということでございます。 

  次に、避難ビルの指定を行っているが、新たにハザードマップを作成した場合、各戸

に配布する予定はあるかということで、このハザードマップの見直しも、やはり第４

次被害想定が公表された後に見直しを図るということで、見直しが図られて、大きく

変更するようなことが生じれば、各戸へ配布する予定はありますということでござい

ます。 

  最後に、漁港区域の取り消しについてということで、２、３年前からもう要望を提出
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していると。市と県の見解はどうなっているかということについては、水産漁港課で

随時検討、今、協議中であるということで、回答をいただいているところでございま

す。 

  大きくこの４点かと思います。 

  回答については以上でございます。 

会長   ただいま確認事項について回答がありましたけど、質問、意見はありますか。 

  そのほか、こういうものを確認してほしいと要望したけれどもというような内容もあ

りますか。どうですか。 

  橋の問題については、特にあそこの橋がいろいろと問題になっているわけですけど、

今のような話でいいのかどうか。何かありましたら出してください。いいですか。 

  それじゃ、この問題についてはこれで終わりたいと思いますけども、先ほど言いまし

たように第４次の内容が出てきて、それから県も市も動くようになると思いますので、

まだちょっと時間はかかりますけど、やはりしっかりと見ていかなければならないと。

私たちがあれだけの要望を出したんですから、やはり責任を持って市の動きを見てい

かなければならないと思います。まだ半年近くありますので、どういう動きが出るか

ということを、動きが出たらまた報告してもらいたいと思います。 

  それで、先ほど私が話をした中で、緊急津波対策室の動きはどうなっているかという

ことについて、わかりましたら、広瀬課長、報告をお願いします。 

総務・防災課長   緊急津波対策室につきましては、本年６月に、３．１１の東日本

大震災を受けて、静岡市においても緊急に津波対策をしなければならないのではない

かということで、緊急津波対策室を６月から１２月２８日までというような期限の中

で設置しております。 

  そして、６月から設置した中で一番が沿岸部を中心に海抜表示をするということでご

ざいまして、これについては新聞等でも出ているかと思います。沿岸の例えばコンビ

ニエンスストアへの海抜表示、あとは電柱等への表示、これについては１０月ぐらい

だったと思いますが、各自治会へこのような形で設置するけどいかがなものかという

ことで投げかけまして、ほぼ回収されているということで、現在、設置の準備に入っ

ている状況でございます。 

  それから、津波避難ビルについても、指定できるところからやっていこうということ

で、これも進んでいる状況でございます。 
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  次に、ハザードマップの関係ですけど、先ほど私、第４次の被害想定が出た時点で新

しいもの、ということで検討しますということですけど、現在あるもの、これについ

て、やはり３．１１以後ですね、市民の方々の問い合わせが多くて、このものがなく

なったということで、清水区で３，４００枚の増刷っていうのかな、増刷りをして配

布しているというような状況でございます。 

  それと、同報無線の関係ですが、これらがやはり市民から聞こえないとか、聞きにく

いということで、この辺の新設、あるいは改修を行っているということで、同報無線

の新設については市内の沿岸部、蒲原、由比地区は該当しないですけど、５カ所新設

をするということで、蒲原、由比については、同報無線の改修、これの改修内容につ

いては子局の受信機を改修する予定だということで、蒲原、由比で約３０カ所、約１，

５００万円をかけて今年度やる予定でいるということで、大きなところはそのぐらい

です。 

  つい最近、緊急避難場所の関係で、中日本の東名高速道路法面ですけど、静岡市では

現在、駿河区のある一部が対象となって中日本と協定を結ぶというような状況でござ

います。 

  大きなところではそのような形で、今の段階では予定どおり１２月２８日までの対策

室の設置ということでございます。 

  以上です。 

会長   どうもありがとうございました。 

  今の説明について、質問、意見はありますか。 

  稲葉委員、一応、海抜の表示の話が自治会のほうへと投げかけられたということです

けど、蒲原地域としてどういうところへとつけてほしいというような内容で提出した

んでしょうか。 

稲葉委員   今、手元に図面がないものですからあれですけど、非常に見たところ感

覚的ですが、こんなたくさん表示をするのかというくらいに、それこそ２００メート

ルおきぐらいに表示が町のあらゆるところにつくような図面になっています。 

  それで、ほとんどが住宅内といいますか平地で、その電柱につけるという図面だった

ものですから、予定しているところを削って、その分をもうちょっと高いところにつ

けてくださいと。というのは、みんな８メートル、１０メートル、１１メートルとい

う表示ばかりになってしまうものですから、せめて安全だなという１５メートルとか
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２０メートルとか３０メートルとかというのも道すがらというんでしょうか、あった

ほうが、ああ、８メートルからここは２０メートルになったなというのがわかるよう

に、善福寺へ上がる道だとか山手のほうにも表示をつけてくださいというふうな調整

をしました。それと、河川敷のところがないんですね、電柱がないから。河川敷を下

りたほうです。そこに何らかの何か表示をしてもらえるといいなということで、一応

修正をかけてもう２カ月ぐらい前に回答を出しました。各自治会毎に自治会長にお願

いして検討してもらって出してあります。 

会長   何か表示が非常に小さいという話を聞いているんですよ。どうですか。 

総務・防災課長   それ電柱ですよね。電柱はそれなりに。 

会長   ああ、大きいですか。 

総務・防災課長   コンビニエンスストアがちょっと小さいかなと思うんですけど。 

会長   何か入って左側に小さい表示が。見たことあります。もうつけてあるそうで

すよ。そのぐらいの大きさですか。じゃ、今度コンビニに行ったらちょっと気をつけ

て見てください。中側から張ってあるので、外じゃ見えないということです。すぐに

スピードを出してやりますという市長の話ですから、とりあえず海抜の問題について

はそういう形で実施されるということです。 

  そのほか、どうですか。 

  それでは、続きまして、「（３）合併建設計画関連事業の整理について」ということ

で進めたいと思います。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

総務・防災課長   それでは、お手元の資料の、資料ナンバー１と資料ナンバー２、

これをちょっと見ていただきたいと思います。 

  確か、前回のときに、関連事業について整理をしていこうということで、というのは

この地域審議会も、６年を過ぎるという中で、もう後半に入ってきているというとこ

ろで、今後こういうものについて重点的に審議、あるいは進捗状況を確認しようとい

う中で整理をするということで、資料ナンバー２のほうをちょっと見ていただいて、

いろいろな色が入っているわけですけど、赤く濃いところ、これについて今年度整理

させていただいたものでございます。例えば上のほうの１２番、介護予防拠点施設運

営事業ということで、未着手ということですけど、これは中地区にある用地、旧蒲原

町時代、介護予防施設として買収した土地ですけど、これについては老人福祉センタ
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ーとか、そういうところを併用すればいいじゃないかということで、この事業は現在

はっきり言ってないということでございます。そういう視点から見ていって、例えば

４４、４５については公営住宅改修・改築事業ということで、これも例えば改修につ

いては今あるものを改修するのは当然のことですので、じゃ、これらは別に外しても

いいじゃないかと。そういうところから見ていった中で、この赤い部分については今

年度整理をさせていただいたということです。もちろん、この資料ナンバー２につい

ては、２３年度予算額まで計上されたものがあります。資料提供は今後もこれはさせ

ていただきます。 

  そして、それから資料ナンバー２の白くなっているところ、これを抜粋したのが資料

ナンバー１でありまして、今後これらについて重点的に進捗状況の確認とか、あるい

は説明に来ていただくというような事業に絞ったというもので、きょう行った公共下

水道整備事業とか、富士川緑地公園整備事業とか、ここの一番下の東小学校駅前線道

路改良事業とか、これらについては重点的にやっていこうというような見方で、今後

はこの資料ナンバー１についての事業のところについて審議していきたいというよう

なものでございます。 

  一応このような形で整理させていただきました。 

  以上です。 

会長   ただいま事務局のほうから説明がありました。 

  このことについて御意見、御質問はありますか。 

  どうですか、何かありますか。 

  ピンクのところについては、ここに書いてあるように管理運営費だということで、当

然これはやっていかなければならないですけど、常にチェックするよりも実際に予算、

決算のときに、例えば今まで運営した運営費として計上された費用が突然消えてしま

ったとか、あるいは急に増加したとか、そういう場合に、例えば決算のときにこれは

どうなっているんですか、あるいは予算がふえたと、これはどういうわけで予算がふ

えたんですかという形で、審議会でチェックしていけばいいではないかということで、

この資料ナンバー１には載せてないということですね、そういうことでいいですね。

いいですね。 

望月委員    白抜きのところだけ・・・白抜き。 

会長   このナンバー１に挙げてある内容について今後重点的にやっていこうと。こ
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の合併建設計画についてですけどね。そのほか違う問題が出てきたときには、それは

それで皆さんから提案してもらって審議していこうということですけど、そういうふ

うにとらえてもらいたいと思います。 

  宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。２点、質問です。 

  １つは６８番、資料のナンバー２のほうだと赤になっているんですけど、資料ナンバ

ー１のほうに取り上げられているというのは、ただ赤が間違っていたということでよ

ろしいでしょうかということが１つと、もう１つ、前もこういう話が多分出てきたと

思うんですが、一応整理はしたものの、その後何か問題が出てきたり、あるいは何か

新しい気づきがあった場合には、もう一度この審議の場に挙げるという認識でいいん

でしょうか。２点お願いします。 

総務・防災課長   すいません、６８番の件については、ごめんなさい、資料ナンバ

ー１に載せたのが間違いです。 

  もう１点のことですけど、先ほど会長のほうから、例えばこれが資料ナンバー２の中

で色塗りされているものがゼロになった経過、当然あったものがゼロになったとか、

大きく増になった場合、増になった場合はどうかわかりませんが、その件については

もちろん、そのときに審議の対象にしても構わないということで御理解ください。 

会長   地域審議会の場合には必ず予算、それからこの蒲原地区の予算、それから決

算は必ずこの地域審議会へと提示してもらって、それでどういう動きをしているか、

管理費についても、運営費についても質問して確認していくということになっていま

すので、それはそれでしっかりやっていくわけですけども、特にこういう事業費につ

いて優先的にやっていったらどうかということです。 

  日野委員。 

日野委員   日野です。６４番ですけれども、この一番右側のところ、平成２３年か

ら負担金全というのは、もう２３年からこの負担金はなくなったということですか。

２３年がゼロになっているということは。 

総務・防災課長   そのとおりです。２３年度からなくなったと。 

日野委員   もうなくなって、これからはもうずっとないということですね。 

総務・防災課長   はい。これからはないということです。 

日野委員   はい、わかりました。 
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会長   どうですか。 

  小西委員。 

小西委員   小西です。１９番にもあるし、直接関係なくても２４、２５などに予算

計上されているようですけど、台風１５号で後から激甚災害に指定されたほど風倒木

がすごいですよね。御殿山についても大変な数の風倒木がまだそのままになっていま

して、来年の桜のころ、遊歩道なんかもすごく手すりなんかが倒れてしまって傷んで

いまして、もう来年３月、４月になると観光客が来たり地元の人が来たりするんです

けど、その辺は何か自治会長さん、天王町の自治会長さんからちょっと伺ったんです

けど、市のほうへも申し入れをしたけど、なかなか予算的に難しいというお話があっ

たとかということですけど、蒲原の顔だからね、あそこは。ある程度、融通してもら

っていろいろ直していただかないと、うちの裏なんかもそうです。下ってくるほうも

大変、風倒木で遊歩道が傷んでいまして、来シーズンになりましたらこれ、通れない

じゃないかなというところが結構ありますけど、その辺をもしできたら、春なんて冬

が過ぎればすぐですから、お願いしたいなと思っているんですけど。 

総務・防災課長   今、小西委員のおっしゃるとおり、現地のほうは確認させていた

だいております。観光シティプロモーション課のほうで現地も確認しております。こ

れについて早急に予算づけして、原課のほうはやりたいと言っているんですけど、正

直いってなかなか、まだひどいといったら申しわけないんですけど、そういうところ

もかなりあるものですから、その辺の査定を行っている状況でございます。 

会長   一応そういうことで動いているということですね。１２号が来てすぐ１５号

が来たので、相当な被害状況だということで。 

  そのほか、どうですか。 

  この資料ナンバー１の５７番は難しいですね、お金をかけているけども。ニチフリの

ところが動かない限り道は通らないですよね。これは蒲原町時代からの課題だったん

ですけど。 

  稲葉委員。 

稲葉委員   このナンバー１の資料の５８番、蛭沢通線、６０番の神沢白銀線、ここ

２３年度ゼロなんですね。予算は計上してないわけですね。２１年、２２年は５００

万円、７５０万円と来ていたのが、２３年度は調査費も何もかも何にも予算化してな

い。第２次総というのは２３年からでしたか。 
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会長   ２３年からです。５カ年計画。 

稲葉委員   第２次総に入った途端に切れてしまったのかな。切れてしまったんです

か。２次総には入っていますね。 

総務・防災課長   事業は入っています。 

稲葉委員   事業は入っていて、一応予算だけはついていないというだけのことです

ね。何か蛭沢通線は難しい、難しいといつの間にか消えていってしまう。 

会長   いや、だけど、最初は費用対効果で非常に難しいという話だったけど、何か

その後の話を聞くと、何か希望を持てるような話がされているものですから、期待し

たいなと思っていますけど、これもやっぱり要望書で出していますので、しっかりと

地域審議会としてもやっていかなければいけない問題だなと思っています。先ほども

言いましたように、予算がついたとき、またつかなかったとき、何で予算がつかない

のかというふうな話で、しっかりと議論していきたいなと思っていますけど。 

  ちょっとこの流れを教えてもらいたいですけど、予算を作るときに大体いつごろまで

に要望が出て、いつごろ検討して、最終的にはいつごろ予算が決まるですか。もう実

際にいろいろな要望、各課から出ているんですか。 

総務・防災課長   現在もう２４年度予算については各課から出ています。 

会長   ああ、そうですか。 

総務・防災課長   もう財政局がヒアリング・・・。 

会長   ああ、そうですか。それで大体いつごろまとまるんですか。 

総務・防災課長   ２月議会ですね。最終的には。 

会長   ２月の議会に提案をすると。この問題についてはどうですか。いいですか。 

  鈴木委員。 

鈴木委員   わかりやすく整理をしていただいてありがたいですけど、例えば要望書

には項目として出ているんですけど、ここには出てこないというものが、例えば蒲原

支所の跡地利用だとか庵原高校廃校後の校舎等の活用だとかというのは、要望書には

この間は挙げてないかな。例えばそういう項目はこっちにはもともとない項目なので

出てこないという結果になってしまうんですか。 

会長   なぜかというと、これを作ったのは合併したとき、要するに平成１８年に作

った内容ですね。庵原高校廃校というのはその後に出てきた問題ですので、この項目

にはないんです。 
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  ですから、そういう後から出てくる問題についても蒲原地区で重要なものについては

しっかり審議して、審議会として市長に意見を言うことができるという審議会ですか

ら、だから皆さんと話をして要望を出してきた。ですから、この項目の中には入って

いないです。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   そうすると、項目を挙げたものが２つ存在するという形になるわけです

ね。 

会長   そうです。 

鈴木委員   片方には予算がついている、いくつ予算がついたというのがついてくる

わけですが、片方にはつかないという形になるものですから、何かちょっとわかりづ

らいかなという感じも。 

会長   ああ、そうですか。 

鈴木委員   結局、要望に関しては予算がいつまで経ってもつかないではないかと、

そんな懸念がされたものですから、一応お聞きします。 

会長   この項目、七十何項目については実際に静岡と蒲原が合意した内容ですか。

その辺、ちょっと合併の経過の後でどういうすり合わせをしたかということもちょっ

と見えてこないですけど。そこが非常に難しいところですよ。これ、７２項目という

のが。それで後からチェックしてみると、例えば神沢の公園は項目には入っているん

ですが、地元で別にそんなに強く要望していないというのが入ってきたりしているん

ですよ。ですから・・・ 

  はい、どうぞ。 

総務・防災課長   これは基本のベースになったのが、平成１８年の合併のときにこ

ういう項目で、言葉が適当かどうかわからないけど、合併すればこういう事業は静岡

市になればできるよと、簡単に言ってしまうと。そういう中でこういう事業が載せら

れたと。それがじゃ、１つずつが全部事務レベルの中で全部すり合わせができたかと

いうと、それはなかなかできてないと。 

  ただ、こういうものについて合併建設計画蒲原地区関連事業という位置づけの中で出

されているということについては、公のものであるということで、地域審議会の中で

これらについては事業の進捗状況をチェックするということは構わないということで、

今やってきているわけです。 
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  先ほど鈴木委員のおっしゃった、いろいろな要望を出してきた中で、じゃ、それがど

こに出てくるようになるかというのは、今、会長のお話のとおりですから、今後、そ

こをちょっと整理させていただいて、合併関連事業以外のものについての要望を出し

たものについての進捗というのかな、それをちょっとまとめさせていただきます。 

会長   いいですか。 

  望月委員。 

望月委員   望月です。それに関連してですけど、私この審議会に出させていただく

に当たって、この合併建設計画というのは１８年に策定したものであって、それから

６年経って、今不都合といいますか、要らないもの、それから６年経って現状必要に

なってきているものというのは蛭沢通線も高架にして、それは津波対策に充てようと

かということであるわけですから、ここで一般的にいったら相殺というんですか、こ

ちらの建設計画には載っているけれども、これは今の時代にとってもう不都合とはい

いませんけど、交換するというんですか、対価交換とはいいませんけれども、そうい

うふうにして、現状必要なものとすり合わせしていく、そのときに私どもで要望した

ものがどういう進捗状況にあるのかという報告、予算がついたかというのは今、広瀬

課長のほうからやっていただけるような報告がありましたけれども、私はそういう方

向に持っていくのがベストじゃないかなというふうに考えます。 

  以上です。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   副会長がおっしゃるのは、例えば合併建設計画で今に見合わない

ものは落として、それを入れ替えるということですか。 

望月委員   はい。 

総務・防災課長   合併建設計画へとそれを載せるということはできない話です。と

いうのは、やはり議会で議決されているものというような位置づけになっているもの

ですから。 

望月委員   はい、わかりました。望月です。それに関しては、私もその辺の理解は

十分できているんですけど、そこで皆さんにちょっと理解していただきたいのは、先

ほどの神沢の公園などは、さしたるものだと思うんです。だからそれは対価交換とか

そういうことはできないにしても、今差し迫って必要なものというのは、これは私ど

もからも提案していって、それは自治会とも一緒に連動しなければいけないところも
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多分にあると思うですけれども、それに今のときに即したものというか、そういうも

のを私は取り上げていったらいかがなものかなと思うですけれども。 

  以上です。 

会長   地域審議会の使命というのはまず、第一にこの合併建設計画を、静岡市がし

っかり約束を守ってやっているかどうかということの確認をしておくということがま

ず、最初に配った地域審議会は何をやるかということの中にありますね。例えば、こ

の合併建設計画が変更になるというものについても、それを市長のほうから審議会へ

とこういうことを変更しますよという話があって、地域審議会でそれを話し合うとい

うのも１つ。全部で５項目ぐらいあったと思うんですけど、そういうことをやってい

くということが大きな目的の１つですけど、それ以外に今、望月委員が言われたよう

に、その時々で特に蒲原地域で重要なものについては皆さんで話をして意見を市長の

ほうへと挙げていくということも１つの仕事ですね。 

  だから、そういう意味では、今、広瀬課長が言われたように、また別にそういうもの

を作ってくれると私たちとしては非常に、私たちの要望した内容がどういう形で動い

ているのか、あるいは、予算がついたのかということもわかれば、非常に見えてきて

いいな、ぜひ、そういうことをよろしくお願いしたいと思います。 

  では、これについてはいいですか。 

  杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。蛭沢通線についてですけれども、夫のほうが小金区の自治会

長をしておりまして、きのう聞いた話によりますと、話として、小金区で話し合いを

するという段階に今きたみたいなので、今後この話し合いの結果等を地域審議会を通

して、私たちに市のほうから報告をしていただければいいのではないかとこの件に関

しては思います。 

会長   はい、わかりました。 

  そのほか、どうですか。 

  望月委員。 

望月委員   杉浦委員にちょっとお聞きしたいんですけども、先ほど東名高速道路の

津波対策の避難地としてという中で、私、ちょっと小金地区はそういう意味からしま

すと、東名高速道路を避難地にというような話を伺ったことがあるんですけど、そう

いうのは具体的に自治会で出ていないですか。 
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杉浦委員   杉浦です。それはまだ、私自身は知りません。 

  それと、１２月の防災訓練のときにまた小金区としてはどこに避難したらいいかとい

うことで、前年度とは違った避難方法を考えて実施する予定であるということは聞い

ています。 

会長   その点について稲葉委員に聞きたいですけど、１２月の防災訓練というのは

どういうやり方でやるんですか。例えば各自治体に任せて、そこの自治体に自主的に

やってもらうというのか、統一してやるのか、その辺どうでしょう。 

稲葉委員   １２月４日は地域防災訓練の日となっていて、一応、静岡市全体で「自

主防災組織が中心となり、自分達の地域の被害を考え、地域の特性に応じた訓練を市

内一斉に実施する。」という方針が出ています。それに基づいて、蒲原地区全体とし

てはどうやるか、各単位自主防ではどうしてやるかということで進めているんですけ

ど、今のところは、まず単位自治会ごとにどういう訓練のやり方がいいか。今まで炊

き出しだとかポンプ、消火器だとかいろいろやっていたけど、やはり３．１１以降、

もうそんなありきたりな訓練じゃだめだということで、５月２１日に津波避難訓練を

緊急でやりましたけど、そういうものをもう一度、１２月４日に取り入れてやるとい

うのが大方の自主防の構想です。まだ皆さんのところはそれぞれに細かな計画という

か、訓練内容が行き渡っていないと思いますけど、明日も定例会がありますので、確

認しながら、もうじき各単位自治会から皆さんのほうに連絡がいくと思います。一言

でいえば、各単位自主防に任せてやる、そして今までとは違った３．１１を教訓にし

た訓練の仕方を計画してくださいということで伝えています。 

  それで、蒲原全体としてはどういうことをやるかということで、いつもは情報伝達訓

練というふうな意味合いで、それでも単位自主防で参加してくれた人の人数とか、想

定されるけが人の人数を各地区から交流館にある本部に自転車とか歩きで報告しても

らって、それを集計して地区支部に挙げ、それを区本部に挙げるということでやって

いたんですけど、もうその数、本部を作ること自体が自分の地区から抜けるというこ

とになるものですから、まず地震が発生して津波が来る、そのときはもうそれぞれの

地区でみんなと一緒に訓練をやろうというふうなことで連合の本部もとりあえず設営

しないようにしようかなと。地区主体でやるということで今、考えています。 

  それと、もう１つ、これはまだ計画段階ですが、救護所訓練というのがあるんです。

それで今、救護所はすこやかセンターに１カ所設置するとなっていまして、その訓練
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もやろうということで、いつも９時に地震が起こると、地区の訓練をやりながら救護

所の蒲原全体の訓練も並行してやっているんですけど、それをやると分散化してしま

ってきちっとした訓練ができないものですから、ことしはまだ計画中ですけど、地区

の訓練は地区の訓練、そして夜、蒲原全体で救護所の訓練をやろうかというふうな話

が出ていて、ここ１週間ぐらいの間に具体的に訓練の仕方を決めていくという段階に

なっています。 

会長   どうもありがとうございました。それでは、この合併建設計画関連事業の整

理についてはこれで終わりたいと思います。 

  次に、「（４）その他」に入ります。 

  委員の皆さんから本日の審議項目以外で何か御意見、御質問はございますか。 

  草谷委員。 

草谷委員   草谷です。１点伺いたいですけれども、昨今の台風で蒲原海岸に流木が

かなりあるんですけれども、あれは静岡市のほうで何かしら対策をとっていただける

でしょうか。それとも、やはり国のほうへ挙げないとあの流木の撤去というのは無理

でしょうか。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   草谷委員の質問ですけど、これについては確認させてください。

確認させていただいて、所管課のほうへと連絡をとって対応できるようにしていきた

いと思います。 

会長   いいですか。 

  草谷委員。 

草谷委員   草谷です。年々、台風が巨大化していっているということで、一時のこ

とじゃなくて、来年もまたこういうふうになったら流木がかなり来ると。それこそテ

トラポットへ詰まったら、もうテトラポットの用は足さないということで、早期に解

決してもらいたいと思います。それでことしだけじゃなくて、来年度からどこがどう

いうふうにして責任を持ってやってくれるかというところまで話し合っていただきた

いと思います。 

会長   はい、よろしいですか。 

  そのほか、ありますか。 

  稲葉委員。 
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稲葉委員   稲葉です。庵原高校跡地の話で、自治会で取り組んできたところを報告

だけちょっとします。 

会長   簡単にお願いします。 

稲葉委員   ９月末に一応、蒲原連合自治会、それから日の出自治会、それから蒲原

スポーツ少年団、その３者の名前で静岡市長のほうに要望書を提出しました。そのと

き同時に、議長、それから副議長、それから自民党の本部、その辺にも一応手渡して

きました。 

  それで、ただ静岡市のスタンスとすると、一応、蒲原の要望はわかったと。なんです

が、やはりそれを今度、静岡市から県に挙げてくださいという要望にしてあったです

けど、県に持っていけば、じゃあ、市が買ってくれるのかというふうな話になってし

まう、いろいろな財政の中で非常に難しいということで、一応、静岡市としては蒲原

からの要望書については預かっておくと。それで県にというふうな市の考え方です。 

  ただし、県のほうは県のほうで、特に県教委ですけど、蒲原地区というところから挙

がってくるだけじゃだめだと、静岡市としてどういう考えかということも付して持っ

て来ないと受け付けないというふうなことで、今、動きがちょっとデットロックにな

ってしまって・・・ 

  とはいえ、やはり知事には直接でもいいから持ち込みたいな、というふうなことで、

県教委なり知事のところまでうちの要望が届くように、いろいろな関係のところに今

探り入れて何とか届けたいなと、食らいつきたいなということで調整しています。も

う少し時間をください。 

会長   はい、わかりました。 

  そのほか、ありますか。 

  それでは、（４）については終わりたいと思います。 

  次に、次第４、「その他」に入ります。 

  事務局から何かありますか。 

  ちょっと待ってください。 

  それでは、広瀬課長、お願いします。 

総務・防災課長   今、お手元のほうに、共立蒲原総合病院の「中期経営計画につい

て」を配付させていただきました。共立蒲原総合病院については地域審議会において、

救急医療云々とかいろいろな中で問題、課題が多いということで、以前から中期経営
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計画がどういうものであるかということで、審議会のほうへと説明していただきたい

ということでございました。これについては、市のホームページにも載っているもの

でございます。またそれを見ていただいても構わないかと思います。保健衛生総務課

が所管しているわけですけど、そちらが来て説明していただければ一番いいですけど、

なかなか出て来られないということで、大まかですけど、私のほうで、ちょっと説明

させていただきます。 

  まず、中期経営計画、２３年度から２７年度の５カ年計画ということですけど、単純

に、２３年度はこれをやるよ、２４年度はこれをやるよと、そういう計画立てにはな

っておりません。５年間で共立蒲原総合病院の地域における病院の役割及び提供する

医療の質と量を明確にし、経営の安定を図るために５年間でこういうことを進めてい

きたいというものが、これらに網羅されているということでございます。 

  まず、第１章の計画策定までの経緯ということで、２ページ目の上から４行目からで

すけど、患者数の半減や診療報酬のマイナスと、こういう中で、５行目に赤字経営が

続いていることから、望ましい病院のあり方を検討するため、平成２１年７月、外部

の有識者で組織する共立蒲原総合病院運営検討委員会を設置し、平成２２年６月に答

申を受けた。と、この答申を受けて、２３年度からの５カ年の中期経営計画を策定し

たということでございます。 

  そして、２として、答申内容の要約ということで、（１）答申の３つの視点というと

ころの①に、病院の必要性は地域が決めることという大きな柱がございます。 

会長   何ページですか。 

総務・防災課長   ２ページです。２ページの大きな２の答申内容の要約。（１）答

申の３つの視点、①病院の必要性は地域が決めることということで、ページをどんど

んいって申しわけないですけど、３ページのところに、中段に３として、住民アンケ

ートの結果と、こういうものを載せてございます。そういう答申の中で病院の必要性

は地域が決めることと提言されたことを受けて、今後の経営形態のあり方や病院の役

割等、将来像について旧構成町の住民を対象にアンケート調査を実施したということ

でございます。 

  そのアンケート調査等を踏まえて、３ページ以降はこのアンケートの結果でございま

す。 

  これを踏まえて、今度１０ページの第３章として、基本的な考え方ということで、ま
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ず（１）のところに、計画期間の考え方ということで、答申の中、前のほうへ戻って

見ていただくとわかるんですけど、その中には１０年の長期スパンで考えることとい

うことに答申のほうではなっているんですけど、経営計画の中では社会環境や医療環

境の変化、状況を考慮して５年計画とするということで、２３年度から２７年度まで

の中期経営計画を策定したということでございます。そして、その中に病床数の考え

方とか、外来の考え方とあります。特に外来のほうについては、答申には外来につい

ては言及されていないが、地域における外来の役割も十分認識していることから、外

来の診療科についても本計画に盛り込んであるということでございます。 

  次に、１２ページ。まず５カ年計画ということで、大きな１として、地域における役

割と方向性。そして、その中で、具体的に挙げてあるのは、まず（１）ケアミックス

病院（２）亜急性期の病床、（３）救急医療、（４）診療、（５）の健康診断センタ

ー（６）訪問看護ステーションとか、１７ページまでの間にそのようなものについて

中身を検討していこうということがここに書かれております。 

  ただ、これが２３年度ですけど、共立蒲原総合病院においても、（１）の１２ページ

のところですね、ケアミックス病院。これについては、平成２２年の１０月に療養病

棟を開設し、以降、一般病棟と療養病棟の２種の病床を持つケアミックス病院として

も環境を整えたということで、中期経営計画の出る前にもこういう経営の安定化を目

指した中で病院としてはやってきているというようなことでございます。 

  あと（２）亜急性期の病床とあるわけですけど、こういうことを今後やっていって、

少しでも経営の安定化を目指していきたいというようなものが(２)、(３)、特に審議

会でも重要視されている救急医療について、ここちょっと読ませていただくと、「当

院における救急患者の対応は、１次救急から２次救急まで、可能な限り救急患者を受

け入れるため、３６５日２４時間体制で実施していると。平成２２年度の救急患者数

は、次ページのとおり全体で４，５６５人となっており、そのうち４，１８５人が時

間外となっています。」もちろん救急医療の充実が住民アンケートの中でも高いとい

うことで、この救急医療の対応は維持し続けていくことが地域に対しての責務という

考えでいます。今後は救急看護認定看護師の資格取得者をふやし、より一層、救急医

療の充実を図っていきたい。」というような計画で進んでいく予定です。 

  また、４番の診療、消化器内科、小児科、特に小児科については乳幼児から中学生が

対象ですよと。１つの特徴として時間外診療を行っているということで、小児科につ
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いては通常の診療時間帯以外にも診療を行っていますということでございます。 

  次の１６ページの③の内視鏡センター、これらも新設していると。 

  そして、１７ページの（６）訪問看護ステーション、これらもなお一層充実を図って

いきたいというようなことがこの計画に含まれております。 

  それから、次が、かなり飛んで３０ページの５．諸経費の合理化ということで、ここ

に経営改善の具体的な手法ということで、例えば（１）で、薬品費の削減とか、診療

材料費の削減、業務委託の見直しと。あと、ここにその他の取り組みを含んで９項目

について大きく書かれております。こういうことを今後、強化していきたいというこ

とがこれらに書かれております。 

  最後に、３５ページ、第７章として、経営形態についてということで、ここに、①に

地域に必要な医療は、不採算であっても提供する「公立病院」としての役割の継続性

の確保。②経営の安定化に向けた効率的な運営の確保ということで、今後、共立蒲原

総合病院については公立病院としての役割を十分担っていかなければならないという

もとで、今後の経営を進めていきたいというようなことでございます。 

  すいません、かなりはしょった説明で申しわけないですけど、これを読んでいただく

と、かなり細かく書かれております。これとともに住民アンケートの結果もつけてご

ざいますので、これ、また見ていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

会長   私もきょうじゃないですけど蒲原病院に行って、先にもらってきて読んだん

ですけど、今の蒲原病院の問題点とか、かなりいろいろ書いてありますね。そういう

中で、こういう改善をしていきたいという指摘がかなりありますので、きょうはこの

資料を提供してもらったんですけど、今、広瀬課長にざっとポイントだけ説明しても

らったんですけど、これはじっくり読んでいただいて、また次の審議会で何か質問が

あれば質問していただくということでどうでしょう。 

稲葉委員   これ、いつ出たんですか。発行は。 

会長   書いてないですね。 

  じゃ、この問題についてはそういうことでいいですか。またしっかり読んでいただい

て、次の審議会で話があれば出していただくと。 

  そのほかありますか。 

蒲原支所参事   それでは、次回の審議会の日程でありますけれども、来年の２月ご
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ろを予定をしたいと思います。開催日につきましては、正副会長と日程調整をさせて

いただきまして決定したいと思います。委員の皆様にはまた開催通知を出させていた

だいて、お知らせをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

会長   １２月、１月というのは年末年始でちょっと忙しいということがあると思い

ますので、２月ごろに次回は開催したい。いいですか。 

  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望月委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第３期第１４回蒲原地域審議会を閉会させていただきます。 

  長時間、御苦労さまでした。 

     （午後 ４時１５分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


