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第３期第１５回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２４年３月１５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、磯部委員、稲葉委員、宇佐美委員、折原委員、 

              片瀬委員、草谷委員、小西委員、篠原委員、杉浦委員、 

              寺門委員、日野委員、望月委員、山本委員 

         （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 、           

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）第３期蒲原地域審議会活動報告について（資料１） 

 （２）蒲原地域審議会提出の要望事項の進捗状況について（資料２、資料３） 

 （３）市の津波対策事業について 

 （４）その他 

 

５ 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、ただ今から第３期第15

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、御出席いただきありがとうございます。 

 

  初めに、御報告いたします。本日は、鈴木委員から欠席の連絡をいただいております。 

  また、草谷委員からは少しおくれるとの連絡がありました。現在１３人の委員が出席

されておりますので、会議は成立しております。 

  それでは、まず資料の御確認をお願いいたします。 

  配付した資料は、本日の次第、次に資料１「蒲原地域審議会（第３期）の活動」と書

かれているＡ３の資料。 

  それから資料２「蒲原地域審議会が提出した要望書の内容一覧」。 

  それから資料３としまして「蒲原地域の海抜表示設置場所の一覧と図面」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。 

  第３期静岡市蒲原地域審議会は、本日の会議を持ちまして最後となります。 

  会議に先立ちまして、木村清水区長よりごあいさつを申し上げます。 

清水区長   ただ今、御紹介いただきました区長の木村でございます。 

  前期と後期、２か年、大変さまざまな観点から地域課題につきまして御審議をいただ

きありがとうございます。その都度、要望があったり、そして昨年の地震があった関

係で、この蒲原地域も大変な防災上の課題もございます。そういったこともまとめて

いただいて御要望も出されているということで伺っております。 

  実は、私、今年度末で定年を迎えることになりまして、そのことを含めてごあいさつ

にまいりました。旧清水に昭和５０年に入りまして、以後、福祉畑が一番長く１７年

８か月、約４８％を福祉の現場におりました。その後、合併という波に、事務局とし

て広域行政課５年ということで静岡との合併を先にさせていただく中で、蒲原の皆様

の満６年という大変早い歳月の流れを感じております。蒲原へ来て、蒲原の皆様の各

団体、自治会さんはじめ地域審議会にかわいがっていただき、御殿山の桜も楽しみに

参って、この５年間、清水区で十分に堪能することもできました。 

  実は、４月から静岡市厚生事業協会という社会福祉法人、わらしな学園とか、養護老

人ホーム、救護所、保育所２つ、障害者のグループホームなど、９つの施設を持って
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いる法人の事務局に参ります。皆さんも御存じのように、静岡市社会福祉協議会の事

件のないように気を引き締めて頑張ってまいりたいと思っております。 

  特に委員さんにあってはもう６年という、これまでの一番大変な時期をお勤めいただ

いたこと。特に須藤会長には合併協議から、道筋を立てるという意味での３期連続の

御就任をいただき、今期をもって御退任される話も伺っております。本当にありがと

うございました。 

  新区長も２２日には発表されると思います。うわさによると１９日か、２０日ごろ静

岡新聞に予想人事が出るものというふうに伺っております。いずれにしても新区長の

下、引き続き清水区の運営に職員一同、皆様とともに真摯に受けとめながら、一緒に

活動してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

  本当に長い間、ありがとうございました。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  木村区長は公務のため、これをもちまして退席とさせていただきます。お忙しい中、

ありがとうございました。 

  それでは、続きまして次第の２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。 

  須藤会長、よろしくお願いいたします。 

会長   皆さんこんにちは。先ほどもお話がありましたように、第３期の審議会、き

ょうの会議で終わりとなります。そういう意味できょうの議事の最初に書いてあるよ

うに、この２年間をもう一度振り返ってみようということで資料を提出させていただ

いております。 

  この２年間の中で一番大きい出来事というのは、東日本大震災ではなかったかなと思

います。マグニチュード９の大地震が発生して、沿岸部は巨大な津波に襲われて、そ

の後、追い打ちをかけるように原発の事故が発生したと。多くの市町村が壊滅的な状

態に陥ったということで、１万９，０００人の人たちが亡くなったり、行方不明にな

ったりしていまして、未曾有の大地震であったということです。１年が経ちました。

被害にあった人たちは、今もなお悲しみや苦労が続いております。それに対忚する政

府はどうだ、政治はどうだったかというと、揺れに揺れて、何か仲間同士で足の引っ

張り合いをやるようなありさまも見えております。こんな状態で復興がなかなか進ま

ないというような状態になっております。 

  その津波があった後、この蒲原海岸の沿岸に住宅が密集し、津波が来たら大変だとい
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う気持ちを持った住民の皆さん、大勢いたと思います。 

  そういうことで、地域審議会は安全で安心、住みよいまちづくりを目指してやってき

ました。すぐにこの津波対策について皆さんのいろいろ意見を聞きながらまとめ、８

月８日に１６項目の要望書を提出しました。その最初の項目であります海抜表示の実

施というものが既に実施され、静岡市全体で３，０００カ所、蒲原地域は２１５カ所

の表示がされました。ただ、どういうところに表示がされているのかということがわ

からなかったものですから、その資料を出してもらうということで、急遽お手元に資

料が配布されております。 

  また、その他の項目についてもどういう進捗状況になっているとか、それから、静岡

市はすぐに緊急津波対策室を設けていろいろ検討してきたわけですけども、昨年の１

２月２８日に活動が終わりました。その津波対策室の結論はどのようになっているの

かと。私たちが要望した内容とどういうふうに重なっているとか、そういうこともや

はり知りたいと思いましたので、きょうのこの審議会の中で説明をしてもらうことに

なっています。 

  最後の審議会ですので、十分な審議をお願いしまして、あいさつといたします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  それでは、これから次第の３、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。 

  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）第３期蒲原審議会の活動報告について」を議題とします。 

  事務局より説明をお願いします。 

  宇佐美支所長。 

支所長   皆さんこんにちは。蒲原支所の宇佐美です。よろしくお願いします。 

  それでは、第３期蒲原地域審議会の活動について報告させていただきます。資料ナン

バー１の蒲原地域審議会の（第３期）の活動をごらんださい。 

  それでは、座って説明させていただきます。よろしくお願いします。 
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  第３期蒲原地域審議会の任期は、平成２２年６月１２日から平成２４年６月１１日の

２年間でございます。委員構成は団体選出５名、公募選出が５名、それから、学識経

験者５名の１５名でスタートいたしました。 

  表をごらんください。縦列の中ほど、項目名に「主な内容」、その右隣に「決定（確

認）事項」がありますので、これを中心に会議を追いながら重だった部分を説明いた

しますので御確認ください。 

  それでは、表の一番上の段になりますが、平成２２年６月１４日が第１回の開催とな

ります。静岡庁舎の８階の会議室におきまして、主な内容としましては、黒ぽつの一

番上になりますが、委員に委嘱状の交付、それから小嶋市長あいさつ、各委員の自己

紹介等を行いまして、右隣の決定事項としまして、会長 須藤謙委員、それから副会長 

望月秀美委員を選出いたしました。 

  次に２回から４回まで、これは委員としての知識を深めていただくスケジュールとな

りまして、この間の主な内容としましては、２回目は、２回目の黒ぽつの上になりま

すが、旧蒲原町が静岡市と合併するまでの経緯、蒲原地域審議会第１、２期の活動内

容、及び、第２期に市長に提出した要望害の内容等についての説明です。 

  また、第３回につきましては、また最初の項目になりますが、合併建設計画関連事業

における各分野の主要事業の進捗状況についての説明等です。 

  第４回につきましては、合併建設計画関連事業、約７０項目ございますが、完了、推

進中及び未着手事業を含む７カ所を抜粋しまして、現地視察をいたしました。視察場

所については、主な内容の４段目に掲げてございますのでごらんください。 

  また、次に第５回の主な内容は、項目の一番下になりますが、蒲原地域審議会の今後

の活動について審議いたしまして、決定事項としまして、右側になりますが、各委員

が蒲原地域における課題を挙げ、蒲原地域全体の課題については地域審議会で審議の

上、正式な要望書として市に提出するという決定がありました。第６回までに委員の

意見を提出いただくことになりまして、６回、７回につきましては、各委員の提出し

ていただきました課題の説明及び整理を行いました。 

  では、裏面をごらんください。ここからは２３年度になります。第８回の主な内容で

は、主な内容の黒ぽつの２番目ですね。委員会から提出された地域課題１４項目のう

ち、残り３項目について審議。それから、合併建設計画関連事業の整理について基本

的な考え方を説明ということで総務・防災課のほうから説明がありまして、結果とし
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まして、黒ぽつの２番目になりますが、蒲原地域の地震、津波対策については、地域

審議会で要望事項をまとめ、市長に要望していくことが決定されました。平成２３年

３月１１日の東日本大震災を受けて、地域課題、あわせて津波対策を加えた２つの要

望書を検討することとなりました。ここから第１１回までは蒲原地域における課題等

に係る要望書、それから、蒲原地域における津波対策についての要望書について審議

していただきました。この結果としまして、第１１回、平成２３年８月１日、各要望

書の最終案について審議していただきまして、決定事項の３行目になりますが、内容

を一部変更し、最終決定をいたしました。 

  今、一番下の表をごらんください。この決定によりまして、「市長に要望書提出」と

いう表題となっておりますが、平成２３年８月８日、会長、副会長が市長に面会しま

して要望書を提出いたしました。内容は、蒲原地域における課題等に係る要望書は合

併建設計画搭載事業の２項目、それから、その他の項目として５項目の７項目。それ

から、津波対策についての要望書は、津波対策２項目、津波対策に伴う国への要望３

項目、避難所等対策５項目、情報周知対策２項目、防災関連対策４項目の１６項目で

した。 

  表の中段に戻ります。第１２回の主な内容としましては、これも２行目の中段からで

す、各要望書に対する市長からの回答書を会長に伝達させていただきまして、各要望

書に対する回答について内容を報告させていただきました。 

  １３回、１４回の主な内容につきましては、各要望書に対する回答につきまして、審

議会委員の意見、質問などを審議していただきました。 

  また、一番下の項目になりますが、合併建設計画関連事業の整理について事務局案を

審議していただきまして、決定事項としまして、合併建設計画関連事業のうち、今後、

地域審議会で重点的に審議していく必要がある事業を確認いたしました。 

  次が最後になりますが、第１５回ということで、本日の審議会となります。 

  以上です。 

会長   ただいま第３期の活動について説明がありました。２年間というのは長いよ

うであっという間のことだったなと思っていますけど、これを見ますと、いろいろな

ことを皆さんと話し合ってきたわけですけど、何か意見、要望等ありますか。 

  これは自分たちでやってきたことですから、確認ということでいいですか。 

（「はい」の声あり） 
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  それでは、続きまして「（２）蒲原地域審議会が提出した要望事項の進捗状況につい

て」を議題とします。 

  本件は、前回の地域審議会において御質問がありました、地域審議会で要望した項目

の進捗状況について事務局から説明していただきます。 

  それでは、事務局より説明をお願いします。 

  広瀬課長。 

総務・防災課長   清水区総務・防災課の広瀬です。本日は御苦労さまです。 

  それでは、「蒲原地域審議会が提出した要望書の内容一覧」について御説明させてい

ただきます。すみません、座って説明させていただきます。 

  資料ナンバー２をお開きください。「要望年月日、平成２１年６月４日」とあるわけ

ですけど、２１年６月４日というと第２期の委員の皆さんが提出した要望書でござい

ます。これについて第３期の現委員の皆様が引き継いだというものでございます。 

  まず、最初に平成２１年６月４日。全部で１２件出ております。１点目としまして、

「清潔で快適な生活環境を築くため、公共下水道事業の早期実施」という要望事項が

ございます。これにつきましては、昨年１１月に下水道部下水道計画課のほうから市

の下水道の更新等について説明を受けたかと思います。ですから、現在の進捗状況に

はそのようなことをここに書かせていただいております。これは、なお今後とも引き

継いでいかなければならない案件ではないかと思っております。 

  これ全部説明するとなかなか時間が足りないものですから、主な点とか、今現在、進

捗がどうなっているかというものについて説明させていただきます。 

  今、説明した下２つ目、「海洋深層水利用の可能性調査の実施」ということで、ここ

で現在の進捗状況は未着手と、こうあるわけですけど、これについては静岡市と静岡

の商工会議所でプロジェクトを組んで、現在、いろいろな駿河湾地域新事業推進研究

会というものを立ち上げた中で研究を進めているというのが状況でございます。 

  次に、県営畑地帯総合整備事業における非農用地を「自然を体感できる癒しの場」

「農業を体験できる場」「地元産品のＰＲの場」などへの活用と、「アクセス道路の

整備」ということで、これにつきましては、蒲原畑総区内農業公園等の整備事業とい

うことで、現在進められておりまして、平成２６年度の完了予定ということでござい

ます。 

  次に、一番下の「ＪＲ東海道線と平面交差により都市計画決定されている蛭沢通線に
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ついては、災害時における市街地から神沢白銀線への緊急避難や農業公園等への観光

の利便性などの南北の交通の要として、ＪＲを跨いで神沢白銀線と直結する道路とし

て整備」ということで、これについてはもうかなり話が進んでいるというか、地域審

議会のメーンのテーマで今まで進んできております。これについても、去年の８月に

も、この辺も要望させてもらっているということで、これについては、きょう皆さん

のほうにこの要望書・・・ 

会長   もう配付してあります。 

総務・防災課長   配付してありますよね。これ、会長のほうがまたあとで説明しま

す。 

会長   ええ、私が、その内容については最後に説明させてもらいます。 

総務・防災課長   すみません。「蒲原地区避難路整備について」の要望書というこ

とで、また、会長のほうからお話があると思いますが、これに関連されるものという

ことで御承知おきください。 

  １枚めくっていただきまして、裏面の一番上ですけど、「新蒲原駅西側のガード拡幅

が困難であるとの現状から、ガード拡幅に代わる方法での新蒲原駅から県道への歩行

者の安全確保のための調査、研究の推進」ということで、新蒲原駅前と県道へ出ると

ころの場所の拡幅工事ということで、これについては検討中ということで、今なおも

進捗がないというような状況でございます。 

  それから、次に「蒲原図書館横の旧はるみ荘の跡地」ですけど、ここについては、現

在、駐車場として利用しているということでございます。 

  それから、その次の「蒲原支所取り壊し後の跡地は売却することなく、地域振興のた

めに活用」ということで、これも今現在はそのまま残っているということで、第４期

の地域審議会の課題の一つに挙げていくものではないかと思います。 

  一忚、２１年の６月の要望事項についてはここに書かれているとおりでございます。 

  次に、皆様の任期中に提出されました平成２３年８月８日、このときは、先ほど今年

度の事業報告の中にもありましたように大きく２つに分けて要望を出しております。 

  まず、１つ目としては、合併建設計画の登載事業に載っている、先ほども説明しまし

た下水道事業、これについては引き続き要望していこうということで８月８日にも要

望させてもらいました。 

  その次が蛭沢通線の件です。これについてもそのまま検討していこうということでご
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ざいます。 

  そして、もう１点、その下に「蒲原地域内の主要道路にかかる橋梁の安全性の実施に

ついて」ということで、皆さんに現地調査もしていただいた中で８つの橋梁について

調査してほしいということで、回答としては、調査対象となる橋は複数径間であるこ

とと、すみません、ケイという字がちょっと違いますけど、ということで報告を受け

ております。そして、目視調査をしたところサビ等がひどいということで、平成２４

年度に塗装工事を行うということで予算要求している状況であるということでござい

ます。 

  次に裏面でございますが、平成２１年の要望にも出しました旧蒲原庁舎の跡地利用と

いうことについては、市の方針としては老朽化した本庁舎建物はできるだけ早期に解

体し、跡地の利用は稼働中の他の施設と調整しながら、例えば、災害時には避難、集

合場所にも活用できるような公園的整備等、地域振興につながる利用計画を検討して

いきますというような回答でございますが、現在、詳しい計画案はまだ示されており

ません。 

  次に津波関係のものですけど、平成２３年８月８日、海抜表示の実施、それとか、樋

門の設置及び稼働確認とか、防潮堤の強度調査の実施及びかさ上げとか、これら大き

な項目を挙げております。そこに書かれているように、現在、国において第４次被害

想定を協議しているということなので、これらを視野に入れた中で市はできることか

らやっていこうと現在、防災対策課のほうで中心になり進んでおります。その中で、

５ページの下から３つ目なんですけど、高所避難塔の設置ということで、２４年度、

新たな被害想定がまだ示されていないが、津波避難対策として市内沿岸部３カ所に津

波避難施設の建設を来年度、２４年度なんですけど、計画しているということでござ

います。残念ながら、これは特に蒲原地区には、現在は予定はされておりません。６

ページについても津波対策事業に関する要望で、ここに書かれているような回答をい

ただいております。津波対策については後ほど津波対策事業について関連で、詳細に

ついては御説明させていただきます。 

  要望内容一覧については以上でございます。 

会長   ただいま広瀬課長のほうからざっとですけど、いろいろと回答等は既に聞い

ているわけですけども、その後の進捗状況としてはそんなにたくさん内容はありませ

んでしたけど、何か質問、意見ありますか。どうですか。何かありますか。 
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  寺門委員。 

寺門委員   寺門です。ちょっと防災の関係ですけど、国・県の第４次というのがま

だ出てきていませんよね。これ、今年度中に出る予定なんですか。その辺わかります

か。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   今年度は、まず、この数日しかないものですから無理だと思いま

す。無理というか出ません。来年度ですね。ただ、これもまだはっきり示されていな

い状況でございます。 

寺門委員   情報的には何も入ってない。いつごろ。はいわかりました、済みません。 

会長   そのほかありますか。 

  津波避難ビルの指定ですけど、ここに書いてあるように地元からの要望を踏まえてと

いうことで、例えば、蒲原地域で、この地域はここを避難ビルにしたいんだけど市の

ほうから要望してくれないかとか、いろいろそういう要望が、そういう手続で市のほ

うへと出していくんですか。その手段ですね、教えてください。 

総務・防災課長   そうですね、市のほうで津波避難ビルとして指定する場合は、も

ちろん地域の方々、ここがどうでしょうかという情報とかそういう、ここを指定して

ほしいというような情報をいただいた中で、うちの市のほうで出向いて、それが適当

な場所であるかどうかというのを確認した中で指定させてもらうというような流れで

ございます。 

会長   新聞等で見ると、かなりそのビルが強度的にしっかりしていないとなかなか

指名できないという、前はそうだったんですけど、かなりその強度というか、もう少

しそれをやわらかくしてもいいじゃないかというようなことも新聞に出ていたわけで

すけど、現在、具体的にどこかの地域でそういう要望が出ていて、それで実現したと

いうところはあるんですか。 

  広瀬課長。 

総務・防災課長   そうですね、昨年の３月 11 日以後、折戸地区のほうで東海大学の

翔洋高校があるわけですけど、あそこは今まで市の避難指定ビルとしてなかったんで

す。ただ、折戸地区については確かにああいう建物がないものですから、ぜひ、あそ

こを指定してほしいということで地区から要望がありましたので、早速、現場に出向

いて学校と協議した結果、今、市の避難指定ビルという形で指定しております。 
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会長   例えば、そういったときに屋上へ上がる階段が外についていないなどという

ことがその建屋の中であった場合、それは市のほうで、もちろんビルの持ち主に了解

を得て外に階段をつける、そういうようなことはやるわけですか。やらないんですか。 

総務・防災課長   やるやらないというよりも、現在、そういう検討はしております。

確かに企業のほうでそれをつけるということはなかなか難しい話ですから、その辺の

補助金があるかどうかというのも、現在検討中で、今後そういうところへとつけてい

きたいという考えは持っております。 

会長   わかりました。ちょっと連合自治会のほうでその動きについて・・・ 

稲葉委員   稲葉です。関連しまして、今、蒲原地区では、市が指定している避難ビ

ルは蒲原中学校とここの建屋、２つだけなんです。東小学校については鉄筋コンクリ

ートではなくて鉄骨のようなので、ちょっと津波に耐えられないだろうというふうな

こともあって指定にはなっていない。それで、そういう大きなところはともかくとし

て、各企業さんだとか、小さくてもきちっとしていて、ある高さがあるというところ

については、やはりそこの地域の自治会長なり、隣の複数の自治会でここの建物がい

いなと、ただし、そこと個別に折衝して、そして、静岡市が指定する避難ビルという

ところまで格上げできたらいいのではないでしょうか、ならなくても、その地区、地

区で万一のときにはここに避難させてくださいということの話し合いというか、協定

までいかなくても口約束でも構いませんが、そういうふうなことを進めてくださいと

いうことでお願いしてきました。ちなみに、日本軽金属（株）グループ技術センター

の上も、一忚、建屋の関係は無理でもグラウンドはどうぞというふうなことでの話し

合いも進んでいますし、一忚、自治会のほうとしては全部それをまとめて一つにして

交渉していくということでなくて、地域の事情、特性もあるだろうから、そこの自治

会長が中心になって適当なところと個々に話し合いを進めていくということで進んで

います。その集計まではまだ至っていません。 

会長   そうですか。具体的には、じゃあ動いていると。 

稲葉委員   そうです。 

会長   各地域が。 

寺門委員   日の出がリョウビ、東町がジャトコ、興国インテック、ちょっとメモが

ないので、全部控えてはあるんですけど持ってきていないので、何カ所かもう対忚し

てるところは、話し合いでオーケーもらっているところがあるみたいです。 
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会長   ああそうですか。はい、どうぞ。 

杉浦委員   杉浦です。実際、具体的ですけれども、高い所というと小金の通称浜通

りと言われるところのヤマト食品（株）さん、あとサンパックさんの倉庫。 

  それから、うちも仕事の関係で深く掘ってあるので、自宅兼ではありますけれども、

多少の高さは備えているということで、うちの地区の２の６という隣組に関しては、

最悪５分で逃げられる場所で高いところと言ったらうちしかないので、ひとまず組合

の中での話し合いで、万が一そうなったときには逃げ込むというような避難体制の話

し合いはしてあります。ただし、それが本当に安全なものであるかどうかということ

は、実際、津波が来てみないとわからないので、ちょっとその辺は不安ではあります。 

会長   とにかく津波が来たら自分の身は自分で守るということで、やはり地域、地

域でいろいろ話し合って、例えば、今の避難ビルにしてもある程度場所を絞り込んで、

そこと話をしておくということは非常に必要なことだと思います。そのほか何か質問

ありますか。 

  稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今、21 年６月と 23 年８月の要望書の内容、それから、進捗状

況ということで説明があったですが、当初の１期は、市民センター建設ということで

終始したきらいがあるですけど、いずれにしても、６年かけてこの辺をこうやってき

ているわけですが、中にはぴしっと決まったものもありますけど、やはり大きな課題

というのは検討中だとか、いろいろ書いてありますけど、非常に難しいというか、い

つ日の目を見るんだろうという心配を感じるんです。今期はきょうで終わり、あと残

されているのは４年間ということになりますが、今までの６年を見ると４年たってし

まうのもあっという間だと思います。そして、残されている公共下水道にしても、蛭

沢通線にしても、非常に重たいものだなと思っており、今後、ずるずるいってしまう

とすぐに４年たってしまうなと。そうすると、次の４期、５期をやっていただく方に

はどういう形できちっとしたチェックをして、その可能性というものをびしっと押さ

えて、余り広げず焦点を合わせてやっていただかないと難しいなということを、ずっ

とやってきて現在の姿を見たときに感じます。ということで、意見じゃないですが、

今後の取り組み方というのは、今までと変わってもいいので、何か締めてかからない

と１０年たっても出来なかった、もちろんできなくてもその先可能性を見出していれ

ばいいと思うんですけど、そんなことをちょっと感じました。 
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会長   私も最後のあいさつでちょっと言わせてもらおうかなと思ったんですけど、

公共下水道は１年や２年でできるものじゃないし、やはりその道筋をつくっておくと

いうことが非常に大切なことかなと思っているんです。だから、例えば、調査に予算

がついたのか、そして、今どういう動きをしているのかということを、審議会でその

都度チェックしておくということが実現に向かうんじゃないかなという気がするもの

ですから、必ず予算、決算については審議会に出してもらって、どういう事業がどう

いう形で進んでいるか、あるいは、なぜ予算がつかなかったのかと、そういうことも

しっかりとチェックしながら、あと４年あるものですから、そこで大きな事業につい

ては４年でできるというようなことは、公共下水道などはまだかかるかもしれないで

すけど、少なくとも道筋をつけて、それで審議会で一歩一歩チェックしていくという

ことが非常に大事なことかなと思っているんですけど。 

  そういう意味では地域審議会の任期を１０年にしたというのは、私は正解じゃなかっ

たかなという気がするんです。５年ぐらいじゃなかなかそういう道筋というのはでき

ないと思うし、１０年たってもできるかどうかわからないけれども、やはり、まだあ

と４年ありますから方向性をしっかりつけて、そのチェックをしていくということで、

まず、よく言うことですけど予算をつけると、それが第一歩かなという気がします。 

  そのほかありますか。 

  草谷委員。 

草谷委員   草谷です。ちょっとおくれてきて申しわけありません。 

  備蓄倉庫の件ですけれども、この備蓄倉庫は昨今かなり津波、津波と言われていて、

その津波に対して、この備蓄倉庫が置かれている場所が適正かどうかというのが僕ら

にはちょっとわからないんですけども、そういうことも勘案してもらって、備蓄倉庫

の置き場所の見直しとか、その備蓄倉庫がどこにあるのかと。４カ所とはうたわれて

いますけれども、この避難所兼備蓄倉庫がどこにあるかというものを、看板か何かで

示していただけたらなとは思うんですけど、そうすれば蒲原地区内の人たちだけじゃ

なくて、やはりよその町からきている人たちもわかりやすいと思うんです。ましてや

これ、大きな地震があって富士川の橋がだめになり、薩埵がだめになると、やはり由

比、蒲原というのは孤立してしまうんです。ですから、そういうことも勘案してもら

って、備蓄倉庫のある場所とか、避難所の策定とかということをもうちょっと考えて

いただきたいと思うんですけど。 
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会長   宇佐美支所長。 

支所長   今の備蓄倉庫の表記につきまして、それから、場所がどこにあるかという

ことと、みんなにそれが周知されているかということですが、まず、この２年、さら

にさかのぼれば防災訓練が始まったころからですが、これは地域の方に広域避難地ま

で来ていただき、そこでテントを張ったり、資機材の作動確認をしていただいたりし

ていたのが始まりです。もう３０年以上、訓練がたっておりますが、ちょっと忘れた

部分もありますが、ここへきて、昨年、一昨年の訓練には広域避難地まで自主防の役

員さんにみえていただき、防災倉庫には備蓄品があるわけですが、その内容の確認を

していただいたりしております。 

  ほかの町、旅行者のかたが、要するに広域避難地、備蓄倉庫がある場所、そういった

ものがわからないということが当然あるんですが、今、できるだけ表記をたくさんし

ていくのも大切ですが、余りたくさんあってもかえってわかりづらい部分もあるかと

思います。住民の方は当然、各学校、それから、市民センターが広域避難地であると

いうことは何年かの間の活動やＰＲで十分御存じだと思いますが、町以外の方が見え

た場合は、やはりその方ももっと防災に関心を持って、例えば、住民の方に尋ねると

かすればすぐわかることだと思いますので、そういった、国民全体がまた防災に関心

をもつような仕組みも大事じゃないかとは思います。 

  今の内容でよろしいでしょうか。 

会長   草谷委員。 

草谷委員   草谷です。今の宇佐美支所長からの説明ですが、備蓄倉庫の場所に看板

か何か立てていただければ、よそから来た人間でもわかるんじゃないかと思うんです。

以前より防災意識というのはかなり高いものを皆さん持っておられると思うんです。

ですから、そういう意味でも常に歩いていて、ここにあるんだ、あそこにあるんだと

いうことを蒲原地区の人間がわかっていればすぐに対忚できるじゃないかと思います

ので、今後、その看板の設置をお願いしたんですけれども。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   今の草谷委員の話に関連して、連合自治会でも、単位の自主防災会でも

口酸っぱく確認しあっているのは、広域避難地があって、そこに非常食だとか、毛布

だとか、備蓄品はあるんですけど、蒲原に住んでいる人間というのは食べるものでも、

着るものでも、水でも、まず、自分で用意しようというのが基本的な思想なわけです。
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そして、この広域避難地の利用というのは、自分の家が倒れてしまって家に入れない

と、住むところがない人だけがここへきて生活をするというのが大原則ですが、旅行

者などもここへ来る。そしたら、ここは一忚、蒲原地区支部の職員がかぎ等いろいろ

なものを管理しているわけで、そういう人たちが集まってきたらそこでかぎを開けて

いろいろなものを支給してくれるという形態なので、いざとなってここへみんなで避

難してきて、ここにあるんだということで勝手に開けてなどということはできないと

いうか、そういう備蓄じゃないという認識でいるんです。そのためには、ここに住ん

でいる人間が、自分で自分のことは３日分ぐらいは用意しろということなので、私は

あまりここにどれだけあるよとか、すぐ使えるようにという態勢は必要ないと思うし、

ただ、ここにあるんだということを常日ごろ知らしめておくという、知っておいても

らうということは大事ですけど、何と言いますか、間違って何かあったらここへ駆け

込めば何とかなるんだというようなことを１万人の住民が思っていたらえらいことに

なるなと、逆にそっちのほうを心配しますので、正しい備蓄のあり方というか、自分

の自助としてのやり方ということを正確に伝えていくことのほうが大事かなと。もち

ろん、公共のために、この市民センターの体育館の南側にも倉庫がありますよね。あ

そこが津波でやられたら元もこうもないということで、津波のことも考えて、とりあ

えず西小学校だとか、ああいう高台の公共の場所にストックしておいて、そして、津

波が大丈夫だと、そしてかつ、みんながここへ逃げてきたら西小学校の高台からここ

へ持ってきて支給するとかという手だてというか、そういうことは必要だと思うです

けど、場所の選定というのは。そんなふうに感じますので、何もかもといったら、僕

は限界があってパンクしてしまうんじゃないかと思います。 

会長   どうですか、草谷委員、今、そういう意見がありましたけど。 

草谷委員   その件に関しては皆さん各家庭で、防災で、例えば、地震があったとき

にどういうふうにして逃げるとか、自分の持つべきものは何なのかということは各家

庭でやっていると思うんです。それは稲葉委員の言われていることは最もだと思いま

す。 

  ただ、その備蓄倉庫自体のある場所の見直しというのも、先ほど、稲葉さんからも言

われたように、高台のほうへ持っていくとかということも必要じゃないかなと思いま

す。 

会長   そういうことは必要ですけど、検討はされているんですか。 
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支所長   皆さんからそういった分散備蓄とか、そういったことで提案が出ておりま

す。そういった中で、やはり想定が出たところでもう一度見直しというのは考えられ

ます。特に救護所など、蒲原の救護所は現在保健センターにあるわけですが、あそこ

は海抜５メートルから６メートルです。今回の地震を受けて皆さん心配されている中

で、これは自治会、それから医師会、歯科医師会、薬剤師会、そういった代表の方に

集まっていただきまして、蒲原としましては、今、市のほうに提案しているのは西小

学校、それから蒲原中学校というところを提案しています。細かく打ち合わせした中

では、さらに想定が出てきたところでもう一度変更はあるかもしれないけど、そこを

今、提案しているということです。ちなみに蒲原中学校は海抜９メートルです。 

  それから、西小学校は３０メートル程度のところにあるということです。 

会長   実際にはそういう検討をしているということですね。 

支所長   はい。 

会長   そのほかありますか。 

  それでは、この件についてはこのくらいで終わりたいと思います。３時５分まで休憩

します。 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時０５分 

会長   次に、「（３）の静岡市の津波対策事業について」を議題とします。 

  事務局より説明をお願いします。 

  広瀬課長。 

総務・防災課長   清水区総務・防災課広瀬です。市の津波対策事業についてという

ことですけど、資料がないんですけどちょっと口頭で、昨年の６月に市のほうで津波

対策室を設置し、昨年１２月２８日をもって津波対策室というものはなくなったんで

すけど、その当時、３区役所と蒲原支所の職員を津波対策室の職員として本庁の防災

対策課の中に置きました。その職員については、昨年１２月２８日をもって各区役所、

蒲原支所のほうへと帰ったわけですけど、引き続きこの年度末まで兼務辞令というこ

とで、津波対策に関する職員ということで行っております。そういう中で昨年の６月

から津波対策室で行われた事業の主なものをちょっと報告させてもらいます。 

  まず、１点が津波避難ビルの追加指定ということで、平成２２年度末の指定数が５７

の施設でございました。そして、平成２３年の１１月末に４９、１２月末に２施設の
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追加指定を行いまして、現在は１０８施設ということになっております。また先ほど

自治会のほうからここはどうですかというようなお話もある中で、現在そういうとこ

ろを指定する作業も引き続いて行っている状況でございます。 

  次に、各標識板の設置ということで津波避難ビルの標識板、海抜表示の標識、津波警

告の標識板、津波避難ビル案内板、これらの各看板設置作業を現在進めている状況で

ございます。 

  それから、津波避難場所に関する協定の取り交わしということで、これについては蒲

原地区、あるいは、清水のほうは余り影響なかったんですけど、津波避難場所として

東名高速道路ののり面を使用したいという地域の要望もございました。そこで、昨年

の１１月には駿河区内に１カ所、中日本高速道路と協定を取り交わしたと。そして、

今年へ入って清水区の興津地区の５２号線と東名が交差している付近ですけど、そこ

を１カ所、協定を取り交わしております。 

  それから、市民に津波に関する周知ということで、この講演会を３回開催して、延べ 

１，５００人の参加者があったということであります。 

  そして、もう１点、海抜の情報提供システムということで、市ホームページからいろ

いろな場所の海抜がわかるようなシステムを公開しており、大きく５項目について緊

急津波対策室では２３年度事業を行っております。 

  そして、今後の津波対策としては、まず、先ほどから出ております県の第４次被害想

定が示されるまで、津波危険予想地域とその周辺を含めた津波対策区域の設定を考え

ております。それと、津波避難タワーの建設。そして、先ほどから引き続いて各標識

板の設置、津波避難ビルの追加指定ということでございます。そして、ハザードマッ

プの整備、これらを今後、大きな津波対策事業として進めていく考えでおります。 

  それと、あとは資料のほうですけど、資料３が、ちょっと見にくいですけど、蒲原地

区内の海抜表示の看板、今、この場所にこれだけのものが表示されていますという地

図と一覧表を添付させていただきました。 

  以上です。 

会長   ちょっと資料がなくてわかりづらいところがあったと思うんですけど、今の

説明の中で質問、御意見ありますか。 

  稲葉委員。 

稲葉委員  稲葉です。昨年、３．１１以降すぐに行政のほうから自治会に対して、こ
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ういうふうなところに海抜表示をしたいんだけれどもという案が出てきまして、一忚、

９月から１０月くらいにかけて各自治会ごとに全部チェックしてもらいました。 

  そして、距離の短い所ははずしてもっと別のところにということで、考え方としては、

当初出てきたものはほとんどが住宅内というか、人の住んでいるところが主にきたん

ですけど、ちょっと高台のほうにも幾つかあったほうが、みんなが車で行き来してい

る間に、ここは２０メートルだとか、３０メートルなのかというのが目についたほう

がいいかなということで、全部のうち９カ所ほど２０メートル以上のところに表示を

してもらうように修正をかけてやったのがこのレポートです。 

  そんなことを、昨年の秋に作業をしながら設置していただいたということだけちょっ

と報告しておきます。 

  以上です。 

会長   何か質問ありますか。 

  望月委員。 

望月委員   望月です。事務局のほうに質問なんですが、この番号と種別と、この網

かけについて御説明をちょっとしていただきたい。この番号というのは、どういう管

理の・・・。 

日野委員   赤い点が番号です。 

望月委員   赤い点が番号。そうですか。 

日野委員   はい。それで、図面の名前がここのところに書いてある図面の名前で、

その図面の中で番号が振ってあるという格好です。 

望月委員   種別は。 

日野委員   種別はわかりません。それは、種別と網かけはわかりませんけど。 

会長   番号が見えます。見えないですよね。 

日野委員   地図の番号が見えないです。 

会長   これだけではあれだよ。 

寺門委員   よく見れば確かに。 

会長   振ってあるんだよ。 

日野委員   電信柱とか、その場所のことだと思うんですけど。石垣みたいなところ

についているところもあれば、電信柱についてるところもあるという形で。 

会長   難しい。 
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望月委員   同じ番号でも１８と２１番。同じ番号が幾つもありますよね。 

日野委員   図面の名前が２２の１とか、２２の４とか、地図の左側の上のほうに書

いてあります。 

望月委員   蒲原の８。 

日野委員   そうじゃなくて、静岡市清水区と書いてあるところは地図の名前。 

望月委員   これですか。 

日野委員   これです。 

望月委員   これね。これを追っかけていけばいいのか。 

日野委員   それがそうです、地図の名前、図面の名前です。 

会長   ちょっと説明してくれますか。 

総務・防災課長   すみません、今、わかる範囲だけですけど、まずそこの種別１、

４、１、４、３と、こうあるわけですけど、これについては、例えば、１番は街路灯。 

望月委員   種別の１番ですか。 

総務・防災課長   ええ、１と表示してあるのは街路灯に設置してありますよと。 

  そして、２は案内板、３番がＮＴＴの柱、４番が電柱です。５番がその他。 

会長   ありますね、５番も。 

総務・防災課長   ほかにも壁とか、いろいろあるじゃないかなと。 

会長   公園案内板柱とか。 

総務・防災課長   網かけは、見てわかるように番地が明らかにわからないと。 

望月委員   表記なしというものですね。 

総務・防災課長   はい。 

会長   あと質問、意見ありますか。いいですか。 

  それでは、御意見、御質問がないようですので、この件につきましてはこれで終わり

たいと思います。 

  （４）のその他にまいります。 

  初めに、開催通知とあわせて送付しました、蒲原地域避難路整備の要望書の件につい

て報告させていただきます。既に皆さんのお手元のほうに案内書と一緒に配付してあ

りますけど、実は、これは最初、自治会長の稲葉さんのほうから話があった内容です

ので、まず、経過について稲葉委員のほうから少し説明してください。その後、私が

説明させてもらいます。 
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稲葉委員   わかりました。稲葉です。「蒲原地区避難路整備について」ということ

でここに要望書も載せてあるんですが、事のいきさつというか、あれは３．１１の大

震災を受けて国のほう、国交省が第１次補正予算、第２次補正予算、ずっと随時やっ

てきまして、東北だけではなくて、確か第３次補正予算ということで津波等の対策と

して予算が、お金が出たと。そういう中で、ここの地域についても、その予算を有効

に使って津波の避難といいますか、津波対策として整備していきたいという動きがあ

って。そして、蒲原のこの蛭沢通線、山手線からの、あそこ都市計画道路になってい

るということで、お金がつけば都市計画道路ですので、すぐに手がつけられるという

ふうな背景を基にして、そういうところに手をつけられる可能性が出てきたよという

ふうな情報が入りました。それを受けて、特に小金地区については直接説明をしても

らったり、自治会のほうも説明してもらって、それでは、前々から蛭沢通線というこ

とで、山手線のほうから浜の神沢白銀線のところまでの計画もある中で、できるとこ

ろからやってもらおうというふうなことで、小金地区がぜひということ、そして、蒲

原地区の連合自治会のほうもそれにのって、一部でもいいからぜひ実現させてもらお

うということで進んできました。ただ、行政というのは何でもそうなんですが、何か

をやろうとしたときには、一忚、住民の承諾というか、住民の声をまとめたものがな

いといろいろなことが進めにくいということもあり、要望書という形で小金の自治会、

それから蒲原連合自治会が、ここに書いてあるように避難路整備というふうな形でま

とめました。ただ、小金と連合自治会だけということよりは、前から蛭沢通線という

ふうなことの都市計画道路について地域審議会でもずっとやってきて要望も出してい

ることの一部にかかわるものですから、一忚、地域審議会のほうの皆さんの声も一緒

に出したらどうでしょうかということで会長に打診したというようないきさつがあり

ます。 

会長   そういう打診を受けまして、２月６日にきょうの審議会の打ち合わせをやりま

した。要望でいくと、２月中旬までに業者決定して、それから、２月下旬から現地測

量に入りたいというような、非常に日程が詰まった内容になっています。できれば現

地測量に入る前に要望書を出してもらえるなら出してもらいたいという要望もありま

して、それで、３月１５日まで待っているというわけにはいかなくなったものですか

ら、会長、副会長に２６日の日に話をしまして、事後処理になりますけど、地域審議

会も蛭沢通線の開通というものを要望しました。ここが開くと、じゃあその南側の蛭
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沢通線はどうするんだというきっかけになると、非常にいい流れだということもあり

まして、それじゃあ地域審議会という名前でこの要望書に載せていこうということに

なりまして、それで一忚、会長、副会長の判断で了承して、ここに名前を載せました。

ただ、皆さんに了解を得てないものですから、できるだけ早く皆さんに内容を知って

おいてもらおうということで、会議の招集書と一緒に皆さんの手元に配付したという

ことです。最初は、蛭沢通線は費用対効果で非常に大変で難しいという話もあったし、

だんだん話がいい方向へ向かっていたんですけども、やはりこういう一つのきっかけ

で上が開いたじゃないかということで、４期、５期の人たちの活動に非常に有利なる

んじゃないかということも考えてこういう形にしました。 

  了承してもらいたいと思うんですけど、何か質問があったら出してください。何かあ

ります。どうですか。そういう処置を取りましたけど了解してもらえますか。 

（「異議なし」の声あり） 

  どうもありがとうございました。 

  山本委員。 

山本委員   このオレンジの、この部分の。 

会長   道路の拡幅。避難所として国のほうから、どこか予算をつけるでしょう、国

のほうで。 

山本委員   今、ここには住宅がある。 

会長   あります、静岡銀行。 

山本委員   その裏のほうは。（「畑です。」の声あり。） 

 

会長   だから、正確に測量して、どことどこの家、今、持っているとか、建ってい

る家がかかりますよという正確な測量を２月末ぐらいにしたいと、もう既にしている

かもしれないですけども、そういうことで要望書を出してほしいということで、地元

の小金の自治会長も賛成してくれているということですから、やはりこういうものは

地元が賛成しないとなかなか動かないということで、それで連合自治会も、審議会も

賛成していこうということで出しました。 

  そうしますと、例えば、津波が来ていろいろな物資を西小学校まで上げていくという

とき、あの橋は大丈夫なのと。やはり、あの橋の問題も出てくるわけです。だから、

いろいろなきっかけになるんじゃないかなというような気がしますけど。 
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  片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。関連の話ですけれども、地元としては、ここが都市計画道路

にもう既にだいぶ前から指定されている中でこの話も出てきたということであれば、

やはり両方とも整合性は合うので、早期に進めてほしいということで、地域ではまと

まりましたのでこういう形で出させてもらいました。 

  以上です。 

会長   ありがとうございます。 

  それではこの問題についてはこれで終わりたいと思います。 

  次に、事務局、委員の皆さんから本日の審議項目以外で報告及び御意見、御質問があ

れば出してください。何かありますか。 

  杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。前回１１月１０日の審議会で流木のあと始末は。 

会長   それは、今、事務局のほうから報告があります。 

杉浦委員   はい、わかりました。 

会長   事務局のほうで報告をしてください。 

  広瀬課長。 

総務・防災課長   前回、蒲原海岸に流木がかなり堆積したと、それで対策を取って

もらえないかということなんですけど、まず、蒲原海岸は国土交通省所管、そして、

中部地方整備局とか、静岡河川事務所、蒲原のほうに蒲原海岸出張所というところが

管轄という中で、そういうお話があれば、例えば、支所のほうへと連絡していただけ

れば、支所のほうから蒲原海岸出張所等へのそういう働きかけはできますが、市が直

接やるというわけにはいかないということでございます。 

会長   いいですか、何かあれば。 

杉浦委員   前回、調べてきてくださるということだったので、その報告をお聞きし

たかったんですが。 

総務・防災課長   じゃあ一緒に。今の１点と、あとほかに公共下水道事業について、

整備済みの区域では全家庭で公共下水道につなげているのかということで、前回の審

議会で下水道計画課の職員が、接続率は８０数％と記憶しているという回答でした。

確実なところで、一番新しい数字ですけど、平成２２年度末で８４．９％という接続

率でございます。 
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  それともう１点、公共下水道絡みで、富士川の水質はどのぐらいかというような質問

ですけど、まず、富士川下流部のデータがないと、そういう中で平成２０年のデータ

から、富士川橋付近でその数値を表すのが０．８ミリグラム／リットルということで、

じゃあこれがどうなのということですけど、まず、県の下水道課から富士川へ流す基

準というのが２ミリグラム／リットル以下で流しなさいという基準があると。そうい

う中で０．８というようなものは清流、清い流れの水と、清流水という判断がされる

ということで、かなりきれいであるという判断でありますということです。 

会長   以上、３点について、前回の審議会で確認してきますというような内容だっ

たんですけど、何かそのほかありますか。 

  杉浦委員、いいですか、今の内容で。 

杉浦委員   杉浦です。前回すごく流木が多くて、そういったものはどういうところ

にお願いすればきれいにしてもらえるかというような感じの質問だったと思うんです

けど。 

総務・防災課長   前回、草谷委員からこの質問が出されました。 

会長   いいですか。そのほかありますか。 

  寺門委員。 

寺門委員   寺門です。課長、今、堀川の下もものすごいんですよ、削れてしまって

いるんですよ。それで、これ国交省の蒲原海岸の出張所へ話をすれば何とかなる可能

性はあるんですか。 

会長    いや、わからないですね。 

寺門委員   わからない。一度話をしたら、まだいいほうだと言うんですよ。用宗は

もう堤防が崩れてしまってそっちを先にやらなければいけないとか、そういう話にな

ってしまうんです。まだ全然手つかずで今いるんです。あのままほおっておいてどう

なってしまうのかなと思うんですけど。市のほうじゃ対忚できないんだから、また考

えます。わかりました、すみません。 

会長   杉浦委員、何か今、いいですか。 

杉浦委員   杉浦です。市のほうで対忚できないとなると、実際にどうしたらいいの

かなというのが、今、疑問だったので。でも、回答としてはわかりましたので結構で

す。 

会長   日野委員。 
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日野委員   日野です。結局、市のほうでは対忚ができないというわけですけれども、

今、富士山を世界遺産にしようという動きが県のほうですごく盛んになっていますよ

ね。 

  そうすると、ここの海岸も含めて景観というものを考えた場合に、やはり、流木がと

てもあるというのは景観を損なうということで、県のほうに働きかけるということは

できないのでしょうか。由比のほうも看板や何かをかなり取ったりしていますよね、

景観という視点に立って。そうすると、海岸を、例えば、美しい海岸から富士山を撮

るときにも流木がごちゃごちゃあって美しくないということになると、非常にまずい

ということはあり得るんじゃないかと思うと、そういう面から攻めると言うと変です

けど、県のほうに要望するというのはいかがなものなのでしょうね。これは、市がで

きないならば地域審議会で県に言うのですか、どういうふうに動けばいいんでしょう

か。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   ちょっと誤解というか、市が対忚できない、確かに工事をすると

かそういうことはできないけど、市が窓口になって働きかける、ということは可能だ

という意味です。 

会長   今の説明はそういう意味ですね。 

総務・防災課長   そういう意味です。 

会長   草谷委員。 

草谷委員   草谷です。流木の件ですけれども、あのときに私たち、由比港は相当港

の中に流木が流出して、新港のほうへもかなり流木が入って、我々漁業者で流木だけ

揚げて、処理は静岡市のほうでしてもらったんです。今回、浜の場合はやはりあれ国

土交通省の管轄になるわけじゃないですか。そうすると、県とか、市よりも、市のほ

うで国交省のほうと交渉していただいて、何かしら国交省のほうで流木に対しての今

の現状に即した対策をとってもらう以外はやりようがないと思うんです。市のほうへ

言えばもう予算の関係とか、何とかと必ず言われるから。だから、市のほうの海岸保

全課なり、何なりで、国交省のほうへと要望していただくということはできないんで

すか。 

会長   どうですか、ちょっとわかりませんか。 

総務・防災課長   先ほどから言っているように、市のほうはそういうお話があれば
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というか、そういう現場を確認した以上は、やはり市も黙っているわけにはいかない

ものですから、その辺は県、国へと働きかけはできますという回答しか今の段階では

できないし、確か旧蒲原町時代も、蒲原海岸に打ち上げられた流木については、蒲原

海岸出張所を通して処理した経過があるものですから、それと同じだというお考えで

いいと思います。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。実は去年の９月ですか、台風１２号前後でここまで上がって

しまったんですけど、これについてはいろいろな機会に話は持ち出してきているんで

すよ。 

  はっきり言って今回のだけは、例えば、蒲原連合自治会として県の河川事務所等、要

望書を出すというアクションには至っていません。それで、そうは言いながらも、確

か去年の秋に県知事とタウンミーティングという格好で、漁業者の方も出ましてやっ

た折に、一か月くらい後ですね、そのときも五、六十人でタウンミーティングやった

ときその話題が出て、県知事もここには県議会議員もいるし、そして、所管の人間も

いるからよく聞いてということですぐやるようなやりとりはありました。そういう経

験を踏まえながら、もうこれは周知のことだなというふうに私は認識していましたし、

ただ、遅々として進まない、その中で数週間前に連合自治会としてではないけれども、

ある自治会長が県の河川事務所に、いまだにこんなだということで強烈な申し入れを

しに行ってきたという動きもしています。ただ、やはりきちっとした名前で要望書と

して国交省なり、県の河川事務所なりに出さないとものが進まないのかなと、今ちょ

っと残念に思っているんですけども。まだ出してないので、遅まきながらもそういう

名前できちっとしかるべきところに出したほうがよければ、すぐアクション取って自

治会で出していくしかないなと考えています。地域審議会で出すということよりは、

住民の要望だということで自治会で出すしかないなと。ただ、四、五年前に、確か合

併してからだと思うんですが、一度、ものすごくたまって、それで、県の河川事務所

に要望書を山根市会議員も同行してくれて、強烈にお願いしてきて、それを約半年か

ら１年ぐらいかけてきれいにしました。そのときはものすごくお金がかかったみたい

で、お金だけじゃなくて、散乱しているものを集めて、集まったものをダンプか何か

でどこかに持っていく、焼却所に持っていく。 

  でも、静岡の焼却所では塩を含んだ材木は燃やしたら窯をだめにしてしまうというこ
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とでだめで、結局それ産業廃棄物という処理の仕方しか国交省はできなかった。だけ

ど、一忚きれいにしてくれた。でも、そのときに比べたら今の状況というのは比では

なくて、もうその数倍のボリュームというか、悪い状況ですので、実際、どういうふ

うに処理していくのか、お金もあるし、いっそのこと燃やさせてくれればどんどん燃

やしてしまうのに、ただ、ダイオキシンとか、何とかという法律があるとか言って火

もつけさせてくれないので、安全面からも心配はしているところですが。非常に難し

い問題だなと。だけど、要望だけは出す必要があればしていこうかなと思いますけど

も。 

会長   なかなか難しい問題ですね。 

  寺門委員。 

寺門委員   今の関連ですけど、僕がお話ししたときは台風１５号が来て１カ月ぐら

いのとき、ちょっと用事があったもので支所長とも話をしたんです。だから、時期的

に悪かったのかなとは思うしね、あちこち海岸線が傷んでいるから、用宗の話が出て

しまったときはそれ以上言えなくなってしまった。それで、時期も時期だから、いい

時期かもしれないな。やってみるか、ね。わかりました、やってみますよ。 

会長   そのほかにありますか。 

稲葉委員   その他ですか。報告だけです。 

会長   審議事項の議事の中の３、（４）のその他です。また、その他がありますの

で、そちらの話ですか。いいですか。 

  （４）のその他についてはこれで終わりたいと思いますが、いいですか。 

（「はい」の声あり） 

会長   では次に、４のその他に入ります。 

  事務局から報告何かありますか。いいですか。 

  先、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。報告だけしておきます。実は、庵原高校の跡地に関する請願

なんですが、審議会としては、先ほどの要望書提出というところにもありましたけど、

２１年６月４日に庵原高校跡地活用について要望を出しています。その後はどちらか

というと自治会のルートで取り組もうというふうなことでありまして、いろいろ検討

する中で、昨年の１０月ころ、一度、静岡市長には要望書を出しました。そして、県

にも持っていこうかと思ったんですが、県のほうがなかなか受け取ってくれないとい
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うか、つけ入るすきがなくて、非常に難しい要望書の出し方の局面を迎えてしまった

んですが、もう一度改めて、今回、蒲原の自治会長の全員の連名で静岡市長に、実は

あした持っていくことになっています、要望書として。そして、県知事あての要望書

というのは、静岡市長に託して、静岡市長ルートで届けられるような手はずが何とか

つきましたので、そんなことであした出していくということでお知らせしたいと思い

ます。 

  内容につきましては、１つは、「現跡地を工業地など民間への払い下げなどをせず、

公有地として残してほしい。」ということと、２つ目は、「教育、地域振興につなが

る整備を行って、スポーツ、文化施設として活用を図ってほしい。」ということ。そ

れから、３つ目は、「霊峰富士山を眺望できる富士川河川敷のスポーツ広場との複合

的活用による人材の育成を目指した場としたい。」という３つの柱で要望を出してい

きます。ただ、静岡市長に対しては、これ出してもすぐに前へ進むわけではないので、

もうちょっと付言しまして、この策定をお願いすると同時に、来年の４月以降廃校に

なりますので、以降は、グラウンドだとか、テニスコート、プール、スポーツ施設に

ついては、静岡市が県から無償貸与をしてもらって静岡市の責任と管理の下で蒲原地

域周辺の市民が有効に活用できるようお取り計らいいただきたくよろしくお願いしま

すというのを、市長のほうだけ付言をして、知事のほうにはこれはつけませんけど、

こういう形であした出すという段取りになっていますので、報告だけしておきます。 

会長   連合自治会のほうでそういう動きをしてくれると。地域審議会で要望書を出

しましたけども、もう来年の３月で廃校になってしまうということで、どちらかとい

うと、もうことしやらなければ非常に難しくなるなと思っていたんですけど、連合自

治会のほうでそういう動きをしてくれているということですので、第４期目に託して

いきたいと思っています。 

  そのほかありますか。 

  それでは、４のその他、ないようですので、いいですか、事務局のほうもいいですか。 

  それでは特にないようですので、本日の議事は終了とします。 

  第３期蒲原地域審議会の会議は今回をもちまして最後となります。つきましては、委

員の皆様から２年間の活動を振り返って、お一人ずつ感想をお願いしたいと思います。 

  席順に、磯部委員からお願いします。 

磯部委員   磯部です。この２年間、審議会で思ったのは、審議会の存在感というん
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ですか、審議会で要望書を出します、行政のほうから回答をもらいます。 

  ただ、そういう方向だけで要望した分の回答が、非常にテンポが遅いという部分を感

じました。それと、どうしても行政改革の中でまだまだ要望に関しての部分の取り計

らいが、自分からすると非常に改革が必要ではないかというふうに感じました。 

  以上です。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。地域審議会として３期６年やらせてもらいました。それと同

時に連合自治会のほうも６年、足かけ７年くらいやらせてもらいまして、一忚、今年

で区切りをつけるというふうな状況の中で、地域審議会の中でいろいろ情報交換し、

皆さんのお考えを聞く中で、自治会活動についても非常に反映できたと思っておりま

す。ありがとうございました。ただ、一つだけ、今も磯部委員が言われましたけども、

ここでいろいろ話し合われたことを、私は私で自治会ルートで伝えたり、また逆に意

見を聞いたりということができるんですが、一般の人たちから、やはりほとんど見え

ないのかな、わかってないかなという心配があります。これは、当初１回目から広報

というか、その内容を住民の人たちにわからせるということがずっと課題になってき

てると思うんですけども、その辺どういうふうにして行ったら、地域審議会でこうい

うふうに進んでるだなということがわかるのかなということが、やはり、最後になっ

てもちょっと心残りなところが、感じているということだけで、また、頑張っていた

だきたいなと思います。 

  以上です。ありがとうございました。 

会長   宇佐美委員。 

支所長   宇佐美です。感想といいますと、最初は公募で選んでいただきまして参加

したんですけども、なかなかこの地域審議委員会の持つ役割というものが、まず理解

できてなかったところから始まってしまったので、それを理解するのにやはり３回、

４回ぐらい実際に視察とか行かせていただいて、ようやく何かこういうことをしてい

くのかなということがわかってきて。ところが、その後、いろいろ審議を皆さんと重

ねていく中で、磯部委員もおっしゃっていましたけども、なかなかその要望に対して

静岡市側で時間がかかるということもありますし、私たちの地域審議委員会の持つ、

何と言うんでしょう、ポジションというのかな、それがなかなか伝わっていないのか

なということについては歯がゆく思ったことは事実ですね。それから、それを今度、
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例えば私は日の出町ですので、日の出町の何かの集まりがあったときに皆さんに御報

告することもありましたけども、それでもやはりそれについて、非常に身近な部分に

ついては皆さんも理解してくれるんですが、身近でないところ、例えば正直言ってし

まうと蛭沢通線の話だとかというのは、日の出町の人にはポンと飛んでいる話になっ

てしまって、全然理解してもらえなくてというようなギャップがあったりとかして、

そういうところが気になった部分ですね。それとあと、確かここの機関というのは市

長の諮問機関の役割もあったはずなんですけど、一回もないんだなと。 

会長   ６年間、一回もありません。 

宇佐美委員   それは非常につまらないものだなと。なぜそういうことを、例えば市

長のほうから、こういうことはどうですかということが一切挙がってこないのか、こ

ちらから何かないですかと働きかけるようにしないと挙がってこないのかというのが、

非常に残念だなというふうに思いました。それと最後に、皆さんとこうやって集まっ

ていろいろなお話をさせていただく中で、自分自身とてもいろいろなことで勉強にな

りました。ありがとうございました。 

会長   折原委員。 

折原委員   折原です。２年間やらせていただきました。この地域審議会というもの

が蒲原に合併とともにつくられたということを、お約束していただいた全蒲原の議員

の皆さんに深く感謝いたします。そして、この場で重要なことが話し合われて、市の

ほうといろんなことが情報交換できるという場があるということは、とてもこの地区

は幸せな地区だなというふうに思います。あと４年間あると思いますけども、またす

ばらしい審議会として最後までいい形で終わっていただけたらなというふうに思いま

す。どうもありがとうございました。 

会長   片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。今までいろんな形で、今、意見を述べられておりますけれど

も、私も住まいは蒲原、勤務先が由比です。由比、蒲原の合併の仕方が違って、蒲原

は地域審議会という部分が残って、いろんな要望が比較的手っ取り早くできるという

ふうに、私は感じていました。そういった意味では由比の場合はなかなか、いろいろ

な形で要望はしているんでしょうけれども、なかなか見えにくいのかなと、そういう

ことを考えたわけです。地域審議会というのは、例えば、蒲原の建設計画の経過につ

いての検証をしていくのだというような形でできたというふうに思っていますけれど
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も、まだまだ課題が多いので、そういったものについてはやはり引き続いてやってい

ってほしいというふうに思います。あと、細かい要望になってしまうんですけれども、

例えば、私も、市民センターができてホールの活用について、あれをつくるときから

ホールの利活用についての話もありました。そうした中で、例えば農協で総会をやる

ときに、市の条例の中で、例えば、今年度については今年度しか予約ができませんと

か、そういう話があって、うちのほうは何カ月か先の予約をしておかないと、いろん

な形で準備とか、通知とかということができなくて非常に困ったというふうな部分が

あります。 

  地域の施設であるのであれば、もうちょっと裁量権みたいなのを管理者に与えていた

だいて、地域の人、あるいは事情がわかっている中での裁量をしてもらえたらという

ふうに思います。そういったことはいずれ、例えばコミュニティーセンターの利活用

についても、地域の人たちが育てて大事にしてきたようなものであっても使いにくさ

が出てきてしまうというようなことがあるとするならば、やはり地域にとって不都合

ですので、そういったことも含めて、裁量権が公平であるかないかというのは別にし

て、そういったことも考えていってほしいなというふうに思います。 

  私は以上です。 

会長   草谷委員。 

草谷委員   草谷です。私も２期、４年、この地域審議会をやらせていただいて、今、

皆さんの感想を聞いてると、全く同じようなことを考えていたなと、つくづく今、皆

さんの意見を聞いていました。そして、ただ、片瀬委員からも言われたように、由比

地区は、この地域審議会というものがないんですね。我々蒲原地区は市のほうへとも

のを言えるだけ、こういう会をつくっていただけたというのは本当に幸せでよかった

と、私は４年やってつくづくそう思います。それと、私ごとなんですけれども、もう

ちょっと自分の中で早く物事が解決することと、長期にわたって解決しなきゃいけな

いこと、それをもうちょっと分けて地域審議委員会の中で意見が出せたらなというの

が感想でいます。 

  あと残り４年間、次の方たちにそれを期待して、４年やらせていただいたことを本当

に感謝しています。どうもありがとうございました。 

会長   小西委員、お願いします。 

小西委員   まず、申しわけございません、欠席ばかりで本当にお役にたてなくて申
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しわけなく思っています。おわび申し上げます。いろいろ皆さんのお話を聞かせてい

ただきまして、最初からのいろいろ継続している要望事項がございますものですから、

２年間やらせてもらって、新参者には細かい経緯がわからないところが、いろいろと

配慮してくださって資料等を用意してくださるんですけど、やはり、できましたら継

続して委員さんが勤めていただいて、何かもうおやめになりたいような、今、意見も

ございましたですけど、見届けるまで、ぜひしていただけるほうが、私はこの会の性

質上いいんじゃないかなと思っております。これは希望なんですけど、きょう保護司

会の配付物がありまして、東西の小学校へ行ってまいりました。新１年生の数でござ

いますけど、西小学校が３７名、東小学校が４８名、計８５名でございます。ここに

折原委員もおりますけど、一緒に６、７年、１０年くらい前も教育委員をしてた折に

は130から140名いたんですよ、新１年生というのが。もう半分です。そのことを思い

まして、また、私、寺の住職なものですから、八番町、天王町というところで定点と

いうかランドマークみたいに生活していまして、超高齢化というのが身をもって感じ

ますし、このおじいちゃん、おばあちゃんが施設へ入ったり、亡くなったりすると本

当に空き家になってしまう家がいっぱいあるんです。東のほうだとか、私、中とか小

金のほうは存じ上げないですけど、緩やかに、しかも確実に地域コミュニティーが崩

壊し、地域が衰退していくのがよくわかりまして、もし、地域審議会で、これは行政

のほうへお願いすることじゃないですけどね、老人に優しいまちはもちろんですけど、

若い人が住みやすいというか、住んでもらえるようなまちに、あと５年、１０年かけ

て手だてを取っていかないと、本当に１０年先はどうなるんだろうといつも考えてお

ります。ここで審議することじゃないんですけど、またこういう優秀なスタッフがた

くさんおりますもので、そういうことを本当に真剣に考えていかないと、何でこんな

いいまちにみんな若い人が住んでくれないのか、空き家がいっぱいなんです。 

  今日も空き家へ来た方がいて、風を入れなければならないとか、たまには掃除に来な

ければならないとか、私の周りに５件も１０件もあるもんですから、そういうことを

思いまして、若い人が住んでもらえるような、そういうまちにするにはどうしたらい

いかということを皆さんに考えていただいたらありがたいなと思います。 

  欠席ばかりで、お詫びするだけです。 

会長   篠原委員。 

篠原委員   篠原です。２年間、ありがとうございました。正直、私にはとても難し
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い会議の場でした。ただ、その中でこういうところに出席させていただいて、一住民

としてではなく、それよりもより正確な情報を得ることができたことは、私にはとて

もよかったことだったと思います。まだまだやっていかなければいけないことはたく

さんあると思いますけれども、４期、５期と、もっとすばらしい蒲原になるようにこ

の地域審議委員会をもっといいものにしていけたらいいなと思います。 

  ありがとうございました。 

会長   杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。まず、この地域審議会に参加させていただいたことに感謝し

ています。生まれ育った地区を、２年間、本気になって考えたような気がします。そ

して、つたない質問等をして御迷惑をおかけしましたけれども、それを助けてくださ

った委員の皆様とか、早く、その質問に対して対処してくださった市の当局の皆様に

は感謝しております。まだこれから地震とか、津波、それから、蒲原病院の今後、公

共下水道等を、まだ主な事柄は、まだまだ先が長いことだなと思ってるんですけれど

も、４期目、５期目で何とか少しずつ進んでいってほしいなと希望しています。 

  本当に２年間ありがとうございました。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。私は当初からこの審議委員会に入りまして、６年やらせてい

ただきました。今、みんなの話を聞いてて思いだしたんですけど、一番初めに認証式、

何かもらいに行きましたね、静岡へ。 

会長   はい、行きました。 

寺門委員   あのときに小嶋市長がお話ししたんです。それで、みんな一人ずつあい

さつしていったんですけど、この審議会が初めて静岡県の中にできたんですよ。そう

いうことで、相当関心を持たれるだろうという話を、僕したんです。そして、志田会

長、また須藤会長という中でやってきたんですけど、視察も何件かあったんじゃない

かなというふうに思います。ですから、この会は絶対無駄じゃないんですよ。僕も６

年やってきてよかったなというふうに思ってます。そして、今この２年が一番いい審

議会のような気がする。そういうふうに感じます。今、山手線が開くようになります

よね。 

  ということは、この審議会の中で、防災、あるいは都市計画とかいろんなものをやっ

てて、そういうものが静岡市の頭の中に入ってるわけよね。ですから、第３次、国の
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補正で地震対策で避難に対してのどこへつけるかというときにね、こういうことをや

ってきたから蒲原の山手線、蛭沢通線につながる山手線につけようという話がきたと

思うんです。ですから、よかったんじゃないかなというふうに、僕思うんですけどね。 

  ですから、これ、今度一つ開くと、多分、中区や堰沢区が開いたように、住みよい地

域になるんですよ。ですから、景観もよくなるしね。だったら、またもう一つ今度は

下へ、蛭沢通線をつなげていこうという、また、地域住民の小金の皆さんも熱くなる

かもわからない、蒲原の皆さんももう少しきれいにしたい、安心、安全なまちにした

いというのが出てくるような気がする。ですから、そういう意味でいろんな形が蒲原

の中で変わってるわけですから、確かに早い、遅いもあります、一番悪い時期の財政

が逼迫してきているときの時期ですから、なかなか大きな金は動かせないのかなとい

うふうに感ずる部分もありますけど、やはり、必要を訴えていけば必ず実現するよう

な気がします。ですから、次の人たちにもあと４年ぜひ頑張ってやってもらって、前

向きな形でいい蒲原のまちになるようにしていただきたいなと思います。ありがとう

ございました。 

会長   日野委員、お願いします。 

日野委員   日野です。２年間、本当にいろいろありがとうございました。私は本当

に素人の考えしか言えなくて、何か皆さんにとんでもない意見だなと思われたことも

多々あるのではないかなと思っています。ただ、この会を通して、行政という物の考

え方、やり方というのが、こういうものなのかというのがとてもよくわかりました。 

  そして、一般的には知らされてない、みんなこういう要望を出してるのになかなかで

きないという、そういうものでも、一般の方たちは要望を出してることすら知らない

状態ですよね。ですから、地域で集まりがあったときに、これってどうなってるのか

という話が出たときに、これはこうなってて、ああなっててという話がちょっとでき

るということは、少しは住民の方たちとのパイプ役になれてるのかなというふうにも

思ったりします。そして、今回のこの防災に関しては、特に皆さんいろんなことをお

っしゃってるんですよ、勝手気ままに。ですから、広域避難地というのも、みんなそ

こに逃げればいいと思ってる方がいっぱいいて、そうじゃなくて、てんでに逃げて、

そして、おうちがなくなった方がそこに行って食料をいただいたり、毛布をいただい

たりするので、初めからそこに逃げるんじゃないというような、ここでは単純なこと

かもしれないけれども、皆さんそういう考えで右往左往してらっしゃるようなところ
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があって、ここでいろんなお話を聞いてることで少しは皆さんにお話ができて役に立

ったかなという気持ちもしています。そして、本当にこの蒲原というところで、この

合併建設計画というものを最初に考えてくださった方たちがすごいなという、それは

すごく思います。細かいことをいろいろ考えてくださって、策定してくださったため

に、今、その一つ一つを具体的に考えることができたということは、本当に最初考え

てくださった方たちに感謝したいと思っています。 

  本当につたない私でしたけれど、皆さん支えてくださって、そして行政の方たちもあ

きれながらでもお返事してくださってありがとうございました。 

会長   山本委員。 

山本委員   山本です。この２年間、本当にありがとうございました。私も一番学ば

せていただいたのは、行政組織のあり方、それから、動きというもので、やはり一般

的な考え方からすると、どうしてもう少し迅速にという思いはありますけれど、行政、

そういうものは組織というものはまとまると一つのとても大きな力になって動けるん

ですけれど、その動き出すまでの過程というものが、問題が大きければ大きいほどど

うしても時間がかかってしまうと。ただ、まだ残された課題も本当に生活していく中

では大切なことなので、やはりうやむやにならないように、課題として必ず今後なし

遂げてやっていっていただきたいと思います。 

  この２年、本当にありがとうございました。 

会長   望月委員。 

望月委員   望月でございます。２年前に公募での５人の中の一人として拝命を受け

まして、新人ながら副会長ということで、会長の補佐をしていってくださいというこ

との中で、果たしてそれができたのかどうかということで自問してはおります。 

  私が最初に公募する際に書き記したものの中に、住民が協働して行動する、そして住

みよいまちづくりをしていく、その協働というのは、ともに働く、ともに行動すると

いうようなことを、今、書いたような思いをしております。当初、審議会に入って今

までの４年間、先輩たちがどのように行動したのかというようなことをレクチャー受

けて、そして、時間がたつにつれて今度は年が明けましたら３月の震災ということで、

今度は地震、それも倒れる地震じゃなくて、今度は津波というような、今まで考えも

つかなかったようなことに追われるような半年といいますか、審議になってしまった

のかなというふうに考えてます。皆さんから報告といいますか、感想が述べられた、
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やはり、このまちには審議会というものがあると、この審議会があることによって自

治会の行動にもプラスになるわけですし、よそ様のことはさておきましても、そうい

う審議会がない地域も多々あるわけですから、そういう中においてこれがあること。 

  この審議会も早６年が過ぎたということで、あと残りはわずかに４年。この４年、私

たちがこの２年があっという間に過ぎたと同時に、この４年間もそれこそあっという

間に過ぎてしまうんじゃないかなと思って。だから、やはり残った方、次に委員にな

られる皆さんに、どうかその辺のことをお伝えして、何と言いますか、時間を有効に

使っていただく審議会、そして、結果が残せるような審議会であって、無事１０年が

終わるように、結びとなるような行動を、また機会があれば私も務めていきたいとい

うふうに考えております。 

  以上でございます。本当にありがとうございました。 

会長   最後になりましたけども私のほうから。平成１８年の３月に静岡市と蒲原地

区が合併しました。その前に合併協議会というのもありましたし、議会の中で合併す

るかどうかというお話し合いが盛んにされまして、私はその賛成のほうの一人でした。

ちょうど議長をやっていましたので、代表で合併協議も出て合併賛成の一票を投じま

した。そういう関係から、これは責任が重いぞと、もし合併して、蒲原地域の皆さん

が合併して損した、ろくなことがなかったと言われることのないようにやっていこう

ということで、地域審議会に入ってきたわけですけども、この６年間を振り返ってみ

て、蒲原地方ではできなかったことが実現されてきてるなと。この市民センターがそ

うですね、まず。１６億かけて、なかなか予算４０億ぐらいの小さいまちでこういう

ものを建てるというのは大変ことでありますし、また、浄水場の新設とか、あるいは

道路がきれいになりました。歩道橋もできてます。いろいろなことで蒲原地区ではで

きなかったことが実現してるんじゃないかなと。そういうことを蒲原地域の住民の皆

さんは勘づいてくれてるんじゃないかなというふうに私は思ってます。確かに規模が

大きくなりましたので、私たちの声が届かないのではないかということも不安がある

と思うんですよね。それはこの審議会で細かいことを拾い上げて審議会の中で話し合

って、そういう不安を解消するためにどうしていくかということをやっていくのもこ

の審議会の役割じゃないかと、そういうふうに思ってます。まだだけど、道半ばです

ね、先ほどから言われてますように、進捗率は７０パーセントということですけども、

まだまだ大きな夢は残ってます。ですから、これは先ほども言いましたように、完成
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するというのはなかなか大きい問題は難しいんですけども、少なくともこのあと４年

間で、その大きな事業の道しるべとか、道をつくっていくという活動を、やはり今後

もしていってもらいたいなと思います。先ほども小西委員のほうからありましたけど

も、はやり継続していくということですね。継続は力なりということがありますけど

も、やはり継続してやっていくと、継続して言い続けると、そういうことが実現の近

道じゃないかなという気がします。先ほど地域審議会の話が出ましたけど、本当に地

域審議会をつくってよかったなと。由比にはありません、富士川にもありません。 

  由比は合併するときにもっとレベルの高い地域協議会というのを主張したんです。そ

のときに静岡市はそれを認めたんです。ある程度のお金も持てる、権限も与えられる、

だけど結局由比はそれをけってしまった。その後に入っていくことによって、そうい

うものが一切できない、区長会が代表して静岡市のほうへ言ってるというような内容

になってます。だから、そういう意味で審議会をつくったというのはよかったなと。 

  それから、やはり５年じゃだめだなと。これはある地域の人が審議会をつくって５年

にしたんだそうです。だから、途中で合併したところがまた違うところと合併しちゃ

った、そしたら、続いていかないんですよね、５年しかないもんで、それで終わっち

ゃったと。蒲原町は１０年にしてよかったなという話してましたけど。やはり、そう

いう大きい問題というのは期間が要るということで、１０年にしてよかったなという

ふうに私は考えてます。 

  大きな地震があって、蒲原地域も非常に不安になったときに皆さんの発言で迅速に対

忚できて、要望書も出すことができました。それから、毎回の審議会が非常に意見が

活発で充実した審議会が、この２年間できたなと思ってます。そういう意味で感謝を

申し上げたいと思うんですけども。この次の委員の人たちも、なお一層頑張っていた

だいて、蒲原地域が住みよい、よいまちになるように祈願しまして、あいさつといた

します。どうもありがとうございました。 

  それから、最後に区政課の増田課長のほうから一言お願いします。 

区政課長   最後に僭越でございますけども、私は昨年区政課長に就任しまして、こ

の地域審議会に参加させていただきまして、本当にありがとうございました。この蒲

原地区には本当にたくさん問題がありまして、その中で本当に皆さんに審議会の中で

熱心に御協議されまして、そういった姿を見て、本当に敬意を表したいというふうに

思ってます。 
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  我々行政としましても、そういった皆さんの切実な思いであるとか、要望であるとか、

そういったものに真摯に対忚していかなきゃならないというふうに改めて思いました。 

  事務局一同も大変かわいがっていただきまして、これまで６年やってまいりましたけ

ども、まだ残り４年間ありますので最後まで全うしてまいりたいと思います。今後と

もよろしくお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。 

会長   先ほどやめるとか、何とかという話あるんですけども、一忚、静岡市の決め

で３期で終わりなんです。１０年全部一人の人ができるということじゃないもんです

から、そういう意味で今回、自動的にやめる人は、私と稲葉委員と片瀬委員と、それ

から、鈴木委員と寺門委員、この５名は自動的に、決めがありまして、やめるという

ことになります。そういうことで継続は力なりということで、１期目の人とか、２期

目の人はやはり続けて委員をやっていただきたい。というのは、やはり地域審議会が

やっとわかりかけたというのが半年ぐらい、だけど、今度は２期目になれば、もうわ

かってるわけですね、そういうことが、だから議論が進んでいくということもありま

すので、ぜひ続けて委員をやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  それでは、これで閉会いたします。 

  なお、本日の会議録の署名委員は小西委員、よろしくお願いします。 

  長時間にわたり御苦労さまでした。 

 

（午後 ４時１８分 閉会） 

 

   会  長 

   署名委員 


