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平成１８年度第８回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１８年１２月１２日（火） １０時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）志田会長、須藤副会長、稲葉委員、吉田委員、片瀬委員、 

山崎委員、三好委員、戸塚（正）委員、宮田委員、戸塚（善）

委員、寺門委員、中島委員、内藤委員、望月委員、鷲巣委員、

石野委員、辻委員 

（佐藤委員、野村委員、鈴木委員欠席） 

        （関係課）髙泉市街地整備課参事、近藤水道建設課参事兼課長、白鳥水

道建設課参事兼主幹、渡辺水道建設課参事兼統括主幹、山本

道路保全課長、水越土木事務所長、松本街路課長、鈴木道路

整備第３課参事、 

稲葉中央公民館長、萩原中央公民館副参事 

望月地域総務課長、伏見参事兼区付主幹 

        （事務局）久朗津企画調整課長、 

企画調整課広域行政室：三宅室長、天野主幹、能口主査、 

朝倉主査、興津主査 

清水区蒲原支所：原支所長、宇佐美副参事、片瀬副主幹 

 

４ 議 事    

 （１）合併建設計画について 

 （２）平成１８年度合併建設計画関連事業の進捗状況について 

   ①第３浄水場改修事業及び県道富士由比線配水管布設事業  ＜水道建設課＞ 

   ②県道富士由比線歩道整備事業              ＜道路保全課＞ 

   ③蒲原駅南北道路新設事業                ＜街路課＞ 

   ④東部地域区画整理事業（六番向道下地区）        ＜市街地整備課＞ 
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   ⑤市道道路舗装整備事業他                ＜道路整備第３課＞ 

   ⑥地籍調査事業                     ＜土木事務所＞ 

 （３）その他 

   ①合併後の蒲原文化センターの使用について 

   ②「狭あい道路等の取扱いに関する要望書」について 

   ③今後の日程について 
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蒲原支所長   皆さん、こんにちは。 

  本日は師走のお忙しいところ、第８回静岡市蒲原地域審議会にご出席いただきまして、

本当にありがとうございます。 

  本日も司会進行を務めさせていただきます蒲原支所長の原でございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。 

  本日は、いまだ４人の委員さんが見えておりません。野村委員、中島委員、鈴木委員、

それから佐藤委員。ただし、佐藤委員につきましては尐しおくれるという事前のご連絡

をいただいております。したがいまして、会議は成立いたしております。ご報告させて

いただきます。 

  それでは、まず、資料のご確認をお願いいたします。配付いたしました資料は、次第

と参考資料として新聞記事の写し、それから、資料№がついておりますものが１、２－

１、２－２、３、４、５、６、７、８、９、最後の番号が９でございます。お手元にご

ざいますでしょうか。もしなければ、お申し出いただきたいと思います。 

  それでは、次第の２、会長ごあいさつをお願いしたいと思います。 

  志田会長、よろしくお願いいたします。 

（会長あいさつ） 

                （中島委員出席） 

会長   皆さん、こんにちは。 

  本当に師走のおしつまった中で、こうして二、三の方がお見えになっていないようで

すけれども、お集まりいただきまして審議をしていただくということで、今日は特に、

午前中ということで１２時までを予定していますので、内容の濃い審議をひとつよろし

くお願いします。 

蒲原支所長   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、会長に進行をお願いした

いと思います。志田会長、よろしくお願いいたします。 

会長   それでは早速ですが、次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして、皆さんにお願いいたします。会議録作成のため、発言の際には

マイクスタンドのスイッチを押して、氏名を述べてから発言を願います。また、本日の

会議の終了は正午を予定しています。時間の制約がある中で、本日は関係各課から説明
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の案件がたくさんあります。関係課の皆さんは公務多忙の中を説明のために出席してい

ただいておりますので、時間内で円滑な審議ができるよう、委員の皆さんに協力をお願

いいたします。 

  なお、本日の審議は、予定といたしましては１１時３０分までに建設計画の説明の審

議を終わらせていただいて、あと３０分をその他の審議が二、三ありますので、それを

審議したいと思います。そこで時間の関係で、質問その他が受け付けられない場合は次

回、後ほどまた提案しますけれども、１月に審議会を予定していますので、その席で質

問その他を受けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  また、今まで精力的に審議を重ねて検討してまいりました（仮称）蒲原地区市民セン

ターの建設基本構想及び、その「附帯意見」につきましては、去る１０月３０日に私と

須藤副会長で、小嶋市長に提出いたしました。その件は、ここに新聞のコピーもありま

すが、この場で皆様に以上のことを報告させていただきます。 

  それでは、議事の（１）「合併建設計画について」事務局から説明をお願いいたします。 

広域行政室長   企画調整課広域行政室の三宅です。よろしくお願いします。 

  それでは、合併建設計画の進捗状況について、最初に全体的な説明をさせていただき

ます。 

  合併建設計画そのものにつきましては、第２回の地域審議会におきまして、策定に係

る法律的な根拠やその概要について合併協議会が策定しました建設計画、第２回のとき

の資料によりまして説明をさせていただいたところであります。 

  それで、今回は、現在実施しております合併建設計画の蒲原地区の関連事業、その進

捗状況について、別紙資料によりまして全体の状況を説明した後、主な事業につきまし

て担当課の方からご説明をさせていただきます。 

  それでは、まず、別紙資料の№１、Ａ３判の縦の資料をごらんください。 

  これは、合併建設計画の登載項目とその基礎資料として、旧蒲原町の方でリストアッ

プしました事業を一覧表にしてまとめたものであります。 

  表の左側３分の１には、建設計画に登載されております各分野ごとの事業を大項目と

中項目に区分して記載してあります。 

  それから、二重線から右側ですが、こちらは旧蒲原町分の事業を小項目という形で、

一連番号、事業名、担当課、平成１８年度予算額というものを記載してございます。 

  この小項目の事業につきましては、合併前の平成１７年４月に旧蒲原町から住民の皆
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さんに配付されました資料を基本としております。 

  この資料は建設計画の策定に当たっての基礎資料として位置づけられるものでありま

すが、合併協議会などの場では、ここまで具体的な事業内容は示されておりません。 

  これは、具体的に事業内容を特定した場合、今後１０年間の社会経済情勢の変化に対

忚した柔軟な事業の推進が難しくなるという観点から、建設計画への登載内容は概括的

な表現とするという考え方によるものであります。 

  もともと建設計画の内容は、静岡市と蒲原町のそれぞれの総合計画がベースとなって

おりまして、静岡地区は建設計画の目的であります市全体の一体化と均衡ある発展に資

するものとして、全体で３１ある大項目の事業のうち上から２番目、文化・学習の分野

の教育施設の整備、その下の生活環境のところの清掃工場の建設、河川改修事業、それ

から、都市基盤の分野の道路の整備と、この四つの事業を静岡地区で行うものとしてお

ります。 

  具体的には、当初計画した内容につきまして調査検討のうえ、準備が整った段階で総

合計画、実施計画に盛り込みまして事業を実施していくことになります。 

  一方、蒲原地区の事業につきましては、ここに列挙されました小項目の事業、こちら

を基礎としまして、今後、調査検討のうえ、静岡市の総合計画に盛り込みまして、事業

を実施していくというようなことになります。 

  そして、今後、各事業の進捗状況をチェックしていくわけですが、例えば予算面で把

握していく場合、本来は左側の登載事業、大項目、中項目という部分で、それに該当す

る事業を対象とするべきではあります。ただ、今回は初年度、初めてということであり

まして、旧蒲原町分の小項目の事業に限りまして予算額を今回は調べております。 

  なお、この小項目の事業につきましては、当初、町が配付しました資料から、その後

の事務事業のすり合わせの中で廃止が決定されたり、旧蒲原町において計画の変更があ

ったり、ほかの事業との重複や登載事業に該当しないものなどにつきましては、今回は

除いてあります。 

  逆に、登載事業に該当すると思われる事業につきましても、小項目の事業にはなかっ

たもの、例えば、生活環境の分野の一番上に防犯まちづくり事業というのがございます

が、大項目のところ。これにつきましては、実際には、これに対する補助金というのが

支出されております。 

  あと、尐し下の生活排水対策事業、三つ下の生活環境分野の４番目になりますが、そ



 

 ―６― 

ちらの方にも、この小項目のところには農業集落排水事業が含まれていなかったり、そ

のほかにも今後新たに該当する事業として追加することも考えられますので、そこのと

ころを今後整理していく必要があるのではないかと考えております。これにつきまして

は、後から説明をさせていただきます。 

  さらにもう一点、今後の課題としまして、平成１８年度の予算につきましては、旧蒲

原町の担当課の方で予算要求をしてもらった関係から、各事業ごとの予算額を記載のと

おり把握できたわけですが、来年度、１９年度予算からは、一部の維持管理費につきま

しては全体の中での一部、例えば、保育園につきましては市立の５２園中の２園、中学

校は４２校中の１校、小学校は８６校中の２校という形での予算づけとなりますので、

それぞれの予算額を把握するために全体の額から案分して算出するような方法も考え

られます。 

  したがいまして、今後、建設計画の執行状況につきましては、一般的な公共施設の維

持管理につきましてはというよりも、個別のハード、ソフト事業の進捗状況を中心にご

審議いただくことになろうかと考えております。 

  以上のことを踏まえまして、一覧表をまたごらんいただきたいと思います。こちらの

一覧表には小項目の事業ごとに、平成１８年度に予算化された額を一番右側に記載して

ございます。その合計額は一番下にありますが、８億２,３００万円余となっておりま

す。 

  それぞれの事業面につきましては、当初の資料をもとに記載してありますが、一部の

施設の名称などにつきましては、合併後の表記に変更させていただいてあります。 

  記載内容を分野ごとに簡単に触れさせていただきますと、まず、上から健康福祉の分

野につきましては、小項目の№１から６、こちらは東部及び西部保育園の運営、給食、

維持管理事業という形になります。 

  ８番は、蒲原東小学校の放課後児童クラブの運営事業となります。 

  ９番は、西小学校の児童クラブ運営事業です。 

  １０番は、蒲原文化センターに併設されております児童室の運営事業。 

  １１番は、白銀の児童館運営事業。 

  そのほか、１３番には保健福祉センター、１４番が老人福祉センターの維持管理事業。 

  そして１６番、１７番は、特別養護老人ホームの施設整備補助事業となっております。 

  次の文化・学習の分野では、１８番が（仮称）蒲原地区市民センターの建設事業とい
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うことで、前回の審議会でその基本構想についてご審議をいただいたところであります。 

  １９番から２１番が蒲原図書館の資料整備、維持管理事業でありまして、２２番、２

３番が蒲原城跡の保存整備や観光施設の維持管理事業となっております。 

  ２４番から２９番までは、蒲原の東・西小学校及び蒲原中学校の維持管理事業であり

まして、３２番は、森林保全と遊歩道整備事業となっております。 

  次の生活環境の分野では、最初の防犯まちづくり事業は先ほど申し上げたのですが、

建設計画といいますか、策定のときに、県の助言によりまして追加した事業でございま

して、そういう意味では当初の蒲原町の方で配付された資料にはなかったと思いますが、

そういう意味で、こちらの№のところは空き番とさせてもらっています。ただ、予算額

をごらんいただいたとおり、実際には地区の防犯協会への補助金が支出されております

ので、こういうものについては次回からは実際に付番をして一忚載せていったらどうか

と考えております。 

  それともう一つ、次の清掃工場の建設ですが、これは将来の蒲原地区のごみの受け入

れを前提としました静岡地区の清掃工場の整備事業でありまして、蒲原地区の事業では

ございませんが、ただ、左側にありますように大項目３１事業の一つということもあり

まして、ここでは省略しないで記載してあります。ただ、予算額につきましては特にこ

こでは記載をしておりません。 

  なお、各事業名の横に、米印で１番から９番までありますが、これは一忚最下段に補

足説明をつけさせてもらっています。 

  例えば、今の生活環境の分野の小項目の３番目の新エネルギー導入可能性調査事業と

いうものにつきましては、静岡市として地球温暖化対策地域推進計画というものを策定

することになっておりまして、その予算額、１８年度の予算額を記載してあります。で

すから、これは静岡市全体の予算額となっております。そういうことを注意書きさせて

いただいています。 

  それから、生活環境の分野の３４、３５のところが生活排水対策事業ですが、これは

先ほど申し上げましたが、建設計画の方に登載されている内容は、この生活排水対策事

業は公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽の三つを効率的に組み合わせるという

ことで記載されております。 

  そういう意味で、この公共下水道、合併処理浄化槽というものは、当初の資料にも載

っていたのですが、この事業以外にも善福寺地区の農業集落排水、こちらの方の維持管
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理に係る経費もございますので、そちらの維持管理事業もここに追加したらどうかとい

うように考えております。 

  続きまして、３６番から３８番につきましては、各地区の公園整備事業が検討されて

おりまして、３９番から４４番までは水道事業、そのほか治山、河川改修、公営住宅の

整備事業などがあります。 

  次の産業経済の分野では記載のとおり、商工業の活性化、農林業関係の整備事業があ

ります。 

  その次の都市基盤の分野では、５５番から歴史の回廊かんばら整備事業は、旧五十嵐

邸等の歴史文化財や観光施設の維持管理、町並みの整備などでありまして、５９番から

は記載のとおり道路整備や区画整理事業がございます。 

  最後の行財政の分野では、国際化の推進や地籍調査事業などがありますが、ここで、

７２番の戸籍システム電算化につきましては、これは合併前の蒲原町において既に完了

済みとなっております。ですから、ここのところの予算額は空欄とさせていただいてお

ります。 

  全体的な説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

会長   どうもありがとうございました。 

  それでは、議事の（２）に従いまして、「平成１８年度の合併建設計画関連事業の進捗

状況について」、次第の順序に従いまして①から⑥まで、まず、①の「第３浄水場改修

事業及び県道富士由比線配水管布設事業」について、担当課から説明をよろしくお願い

します。 

水道建設課長   水道建設課長の近藤でございます。 

  水道事業につきましては、日ごろよりご協力をいただきありがとうございます。 

  本日は、今年度の事業の中で蒲原第３浄水場と県道の富士由比線配水管布設事業の進

捗状況はどうかということで、かいつまんで説明をさせていただきます。 

  その前に皆さんご承知のこととは思いますが、蒲原の上水道について間単に説明をさ

せていただきます。 

  蒲原地区の上水道は昭和２７年、町民の強い要望により上水道の議決、そして水道の

委員会を設置いたしました。２７年、事業の認可申請、２８年に、その認可を得て上水

道がまず発足いたしました。創設当時の計画といたしましては、給水人口約１万５,０

００人、１日当たりの最大給水量３,０００トンとし、向田川上流の表流水に水源を求
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め、昭和３１年８月より一部地域で給水を開始いたしました。これが第１水源でござい

ます。 

  そして、昭和３３年に既設の中水道組合、簡易水道を合併し、事業の拡大を図りまし

た。この水源は堰沢川上流の表流水で、これが第２水源でございます。 

  その後、工場の新設、道路の新設など、人口の増加により水需要が増加の一途をたど

り、新たに新水源を富士川の右岸地下水に求め、昭和３７年に３号井、３９年に４号井、

４９年に５号井を整備いたしました。これが第３浄水場でございます。これにより計画

給水人口約１万８,０００人、１日の最大給水量５万６,０００トンとなりました。 

  その後、給水の一層の安定給水を目指して、整備計画を実施しながら給水人口、最大

給水量などを見直し、平成１５年に給水人口１万３,２５０人、最大給水量７,８００ト

ンとして事業を進め、今年合併をしたことでございます。このように水を取水する最も

大事な水源として、３個の水源と浄水場を有しております。 

  それでは、担当から第３の浄水場と県道富士由比線の配水管の布設事業について説明

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

水道建設課参事兼主幹  水道建設課の白鳥でございます。よろしくお願いします。 

  第３浄水場の改修事業でございますが、場所といたしましては皆さんご承知と思いま

すけれども、富士川沿いの右岸に位置しております。浄水場の近傍に３本の井戸がござ

いまして、それを水源として浄水場に集めて浄水をしております。 

  施設でございますが、昭和３７年の完成でございまして、既に４４年を経過した施設

でございます。 

  機械とか機器につきましては安定給水を図るために、機能の維持を目的に当然更新、

必要な改修等を行ってまいりましたが、施設構造物自体につきましては築造以来の施設

でございまして老朽化が進み、ひび割れ、漏水等の発生が確認されております。また、

地震対策の上からも当然対策が必要ということで、全面的に改修計画を実施することと

し、計画に載せさせていただきました。 

  第３浄水場でございますが、蒲原地区のおよそ７５％、１日当たりおよそ５,８００ト

ンを処理する最も重要な施設でございます。この浄水場を一日たりともとめることはで

きませんので、この浄水場を運用しながら改修事業を進めていくこととなります。 

  今年度、平成１８年度でございますが、測量と調査委託設計を発注してございまして、

現在、基本設計がほぼ終了いたしました。実施の来年度に向けた設計書、実施設計の詳
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細に入っております。 

  工事期間といたしましては、来年度１９年度に発注いたしまして、２０年度にかけて

の２年間で工事を完成させる計画でございます。 

  工事の概要でございますが、資料２－１のレジュメにありますように、浄水量といた

しましては現況が５,８００でございますけれども、施設としては尐し余裕を持った６,

０００と。それから、着水井、浄水池等におきましても、それぞれ多尐余裕を持った計

画となっております。実施計画におきましても、この計画でもって進めております。 

  それから、１枚めくっていただきまして、蒲原地区の配水フローというものがあると

思いますけれども、蒲原の第３浄水場の受け持ちは、その一番下の蒲原第３水系という

ところでございます。ここで３本の井戸で取水をいたしまして、この蒲原第３浄水場で

商品としての水をつくって、中継ポンプ場を経由して城山配水池に水を送ります。その

配水池から配水管、給水管を通しまして皆様方の家庭で使っていただいておるという流

れでございます。 

  次に、めくっていただきまして、カラーコピーのものがあるのですけれども、これの

下の図が完成のイメージ図でございます。この朱色の施設が現在詳細の設計をかけてい

るものでございまして、イメージとして大体こんな形ででき上がるという図面でござい

ます。 

  以上でございます。 

水道建設課参事兼統括主幹   水道建設課渡辺です。よろしくお願いします。 

  県道富士由比線の配水管布設事業についてということでございます。 

  目的としまして、県道富士由比線の布設後４０年以上経過しました経年管の更新及び

管網の整備を目的に、平成１５年度から実施しております。 

  進捗状況ですけれども、道路延長が約５.１キロございまして、管布設が両側、鉄道の

部分を外しまして約９キロございます。 

  次のページのＡ３の図面を参照していただきます。 

  平成１５年度から１７年度にかけて約７.１キロ施工しておりまして、黒の表示のとこ

ろが施工済みの箇所でございます。 

  それから、平成１８年度は約１.３キロを２工期に分けて、今現在施工中でございまし

て、残りの５２０メートル、平成１８年度から１９年度にかけて、繰り越しになります

けれども、交通規制の緩和のために時期をずらしてございます。これは１２月１３日、
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明日の発注の予定になっております。 

  課題及び懸案事項ということですけど、橋梁添架箇所について、旧水道管が民地内に

布設されている箇所が見受けられまして、これに対する対策としましては、関係者の協

力を得ながら用地を整理して、実施に向け検討していく予定でございます。 

  以上でございます。 

水道建設課長   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長   それでは、②の県道富士由比線歩道整備事業です。よろしくお願いします。 

道路保全課長   道路保全課長の山本と申します。よろしくお願いいたします。日ごろ

から道路行政につきましてはご理解とご協力をいただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

  それでは、②県道富士由比線歩道整備事業につきましてご説明をいたします。 

  これにつきましては、先ほどのＡ３の合併協議会蒲原地区関連事業等の６５番です。

県道３９６号線改修事業という名前と同じ事業でございます。 

  資料３をお願いしたいと思います。 

  １枚めくっていただきますと、事業箇所につきまして図面をつけてあります。 

  この事業の経緯でございますが、当事業は、平成１７年度、県道富士由比線の新蒲原

駅から蒲原駅間を目標に、静岡県が歩道整備事業として実施しておりましたが、旧蒲原

町との合併によりまして、当該県道の維持管理が静岡市に移管されたことから、継続し

て整備を実施しているものでございます。 

  事業目的と整備方針でございますが、当該道路は、蒲原地区の主要道路で交通量も非

常に多く、歩行者等の交通弱者にとって必ずしも安全でないことから、静岡県施工当時

の整備趣旨を引き継ぎまして、歩道幅員を広げ、歩道部分の透水性舗装、透水性側溝蓋

に掛けかえすることによりまして、雨天時の水たまりもなくしまして、歩行者の安全性

と利便性を向上させるものでございます。また、歩道部分の舗装につきましては、旧蒲

原町の歴史や景観を活かしたカラー舗装で施工しております。 

  事業計画と整備内容でございますが、計画延長としましては、図面をごらんになって

いただければよくわかると思いますけれども、延長３,４３０メートルの計画で実施を

しております。 

  平成１７年度につきましては静岡県が施工しまして、延長１,３７０メートル、これは

新蒲原駅から文化センターまでの間を県の方で施工いたしました。 
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  今年度、１８年度でございますが、これは静岡市として道路保全課が担当して、今、

工事を実施しているところでございます。延長１,１００メートル、文化センターから

蒲原駅まで整備を実施しているところでございます。これは予算８,０００万円の中で

大きな工事と小さな工事二つに分けて整備を実施しておりまして、今年度末に完了を予

定しているところでございます。 

  それから、１７、１８年度で合計２,４７０メートルで、これは県の方で当初計画して

いました計画でございます。これは今年度中に完了いたします。しかしながら、やはり

１９年度以降、静岡市としても継続して整備をしたいということから、来年度以降も２

年間にかけて蒲原駅から由比町の境まで整備を継続していきたいと考えております。 

  平成１８年度末の進捗率でございますが、先ほどの延長３,１３０メートルのうち  

２,４７０メートルが完了するということから、進捗率としましては、１８年度末で 

７２％となります。 

  整備内容でございますが、先ほど申し上げましたとおり、歩車道境界ブロックの施工、

歩道透水性カラー舗装の施工、透水性の側溝の蓋の掛けかえを整備内容としております。 

  県道富士由比線の歩道整備につきましては以上でございますが、参考に、道路保全課

としまして実は、次のページの図面の方に２カ所ほど、工事を実施しているところがあ

りますので、参考に説明させていただきます。 

  図面真ん中あたりに蒲原西小学校というところがありまして、そこの小学校西側に設

けた駐車場等の造成工事が、蒲原町の当時に造成が終わったわけですけれども、今年の

梅雨時に降雨によって、法面が崩壊しました。そのため教育委員会の方から依頼を受け

て、法面の復旧工事をこれから実施していく予定でございます。 

  それから、図面右側ですけれども蒲原地区ですか、蒲原というところですけれども、

ここにつきまして地域の要請を受けましてバイパスの側道のガードレール、それとバイ

パス下の道路の照明灯を設置する工事を発注して、今後整備をしていく予定でございま

す。 

  説明は以上でございます。ありがとうございました。 

会長   どうもご苦労さまでした。 

  そのまま引き続いて、③の「蒲原駅南北道路新設事業」について説明願います。 

街路課長   街路課長の松本と申します。よろしくお願いいたします。 

  それでは、「蒲原駅南北道路新設事業」の状況についてご説明をさせていただきます。 
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  資料は№４をごらんいただきたいと思います。 

  蒲原駅南北線、都市計画道路でございますが、ＪＲ蒲原駅の東側に位置しておりまし

て、旧国道１号であります県道富士由比線を挟みまして南北に伸びる、延長が２３０メ

ートルの都市計画道路でございます。このうち県道富士由比線から南側の部分について

は既に完成しております。県道から北側区間の約７０メートルの整備につきまして平成

１７年度、昨年度、事業認可をいただきまして、現在事業中というところでございます。 

  平成１７年度末の進捗率でございますけれども、事業費ベースで約２９％という数値

でございます。 

  この蒲原駅南北線につきましては、やはり蒲原地区の重要路線ということでございま

して、資料のスケジュール表にも明記してございますけれども、現在、用地取得作業を

鋭意進めておりますけれども、平成１９年度末の供用開始を目指しておりまして、また

引き続き事業の推進に努めてまいりたいというふうに考えております。 

  説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長   ご苦労さまです。 

  それでは、続きまして④の「東部地区区画整理事業」についてよろしくお願いします。 

市街地整備課参事   市街地整備課の参事の髙泉と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  平成１７年度に策定されました静岡市蒲原町合併建設計画の基本方針に示されており

ます土地利用のあり方を踏まえて、都市基盤整備の状況についてご説明させていただき

ます。 

  旧蒲原町から蒲原東部地区の都市基盤が未整備になっていると、そういうことから地

域の道路とか土地の有効利用を目的といたしまして、地元のまちづくりに関する説明会、

それからアンケート調査を実施して、その整備手法について検討を重ねてまいったとい

うところでございます。 

  具体的には、蒲原東部地区の検討につきましては、お手元に資料№５がございますけ

れども、この国１バイパスを挟みまして二つの地域に分かれております。この山側の方

が蒲原六番向道下地区、そして、海側の方につきましては蒲原六千坪地区として、地区

ごとの課題や望むべきまちづくりについての検討でございます。 

  そして、まず、平成１５年度には六番向道下地区につきましては、整備する地域面積

が約２ヘクタール、地権者が３０名、六千坪につきましては区域面積が約９ヘクタール、
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地権者が７２名、これらを対象としてアンケート調査を実施してきております。 

  その結果につきましては、まず、六番向道下の状況でございますけれども、そこの問

題点といたしましては、道幅が狭い、それから、農地として耕作している土地が尐なく

て、いわゆる農家の後継者問題などによって耕作放棄の状態の農地が大変多いという回

答が示されております。それから、予定地区の地権者の将来の考え方といたしましては、

農地を宅地化したい、道路が整備された上で農地として利用をしていきたい、それから、

道路を整備して、いろいろな有効活用を図っていきたいと、そういうような多くの意見

が寄せられております。 

  次に、六千坪地区でございますけれども、この現況といたしましては、道路が整備さ

れていない、小池川にかかる橋梁の幅員が狭い、虫食いの乱開発化への危惧などが回答

されております。予定区域の地権者の将来の考え方といたしましては、歩道つきの道路

の整備、いわゆる都市計画道路規格のもの、こういったような開発が地区として必要で

はないかと。それとか、やはり農地を宅地化していきたい。または、工業用地として利

用していきたい、というような意見が寄せられております。 

  要するにアンケート調査を通しまして、多くの土地所有者の方々が現在の基盤整備に

満足していないと、区画整理とか何とか、そういう面的整備を希望しているということ

が今回の調査で明らかになったわけでございます。 

  このような経過を踏まえまして旧蒲原町では、平成１６年度、平成１７年度において

地区境界の測量、基準点の測量、事業計画策定業務委託等を行っております。そういっ

たことで事業の推進に向けた業務を行うとともに、地権者の皆様のさらなるご理解をい

ただくために説明会等を開催して、その合意形成を図る努力をしてきておると伺ってお

ります。 

  そういう中で、この両方の事業に対する仮同意を集計いたしました。その結果、旧蒲

原町としての事業化の位置づけ、それから費用対効果、これらなど総合的に検討してま

いった結果、六番向道下事業については事業化の見通しがついたということで、旧蒲原

町時代には事業認可を受けております。ことしの３月でございますけれども、認可を受

けたということでございます。しかし、六千坪につきましては、仮同意率が大変低かっ

たということで、さらなる合意形成を図っていく必要があるという判断がされ、利用区

域の見直し、こういったこととか、内容についても再検討していく必要があるというこ

とで、事業化は延期されております。 
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  このような状況で、ことしの３月３１日に旧蒲原町と静岡市が合併するに当たって、

旧蒲原町のまちづくり課の方から市街地整備課の方に事業の引き継ぎが行われたわけ

でございます。そして、その後、蒲原六番向道下につきましては、ことしの４月２１日

に組合の設立総会が開催されまして、本格的に土地区画整理事業に着手いたしました。 

  この事業の概要でございますけれども、約１.８ヘクタールの地域を選定いたしまして、

施工期間でございますけれども、本年度から２１年度までの４カ年の計画で、その事業

の完了を目指しております。 

  健全な市街地の整備と生活環境の改善を図るために、当市に初めて適用される小規模

土地区画整理事業といったところに位置づけられておりまして、従来の郊外型の大規模

事業から脱却して、小規模で短期間に事業を終了し効果を上げる、総合的なまちづくり

として大いに期待されております。 

  組合設立意向でございますけれども、各地権者の要望・意見を取り入れるために意向

調査を実施しております。この結果、事業の早期完了を望む声が大変多い一方、尐し問

題になっております、この区域のほぼ中央に位置する工場が現在ございますけれども、

そちらの方の同意がいただけないという状況にありまして、今、そちらの方の地権者と

協議、調整を行っているところでございます。この借地権、工場で借地権、工場の借り

主との問題がございますけれども、その調整がついた時点で最終的な換地案を進めてい

くということで考えております。 

  そして、平成１９年度につきましては仮換地の指定、それから、道路の詳細設計を行

いまして一部の補償、工事に着手し、平成２０年度から本格的に工事を実施し、その年

度末には保留地の販売を行うということで予定しております。 

  そして、最終年度、平成２１年度には、道路とか公園など、市の方に管理を引き継い

で、清算業務などもすべて完了するということを目指しております。 

  それから、片や、同意率が低かった六千坪に関しましては、旧蒲原町時代にも事業化

について今後どういうふうに展開するのか、進展するのかわからないものの、とりあえ

ず静岡に引き継ぐということの通知が各地権者の方に送付されております。このために

市街地整備課といたしまして地権者の、また要望・意見について直接話し合いをする必

要があるのではないかということで、本年の６月４日に文化センターにおいて説明会を

開催いたしました。 

  この説明会までは同意する方が点在している、要するに同意しない方が多いというこ
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とから、事業化がかなり難しいというふうに感じておりましたけれども、膝を交えた話

し合いの中で、地元の総意として何か事業をやっていきたいという、こういう熱意が感

じ取られたわけでございます。 

  そういったところから地権者のご不満なども戸別訪問で、大口の土地を所有されてい

る方につきましては、なぜ反対しているのか、今度、反対派の方に意見を伺いに行った

経過がございます。 

  そういう中で、もうかなり昔の話ですけれども、昭和４０年代に中部電力の鉄塔に係

る地役権の補償について、非常に不平等で不明瞭な補償が行われてきたということから、

今回の六千坪のこの事業に関しても何か非常に心配していると。どうなってしまうかわ

からないという非常に、そういった不安があるということが明らかになったわけでござ

います。 

  そういったところを我々としても十分お訊きして、こういったことが事業計画の中で

例えば、この換地計画の中でそういったご不満を解消するような方法であるとか、また

は清算金でそういったものを調整するとか、そういったことをこれから粘り強く、そう

いった方々に説明をしていって、何とか事業化していきたいなというふうに考えており

ます。 

  そして、この地区でございますけれども、お手元の資料にあるとおり、富士川の橋を

渡ってすぐインターをおりたところでございます。富士市から非常に近いということも

ございます。交通の便がいいということで、ここを事業化した場合、非常にこの土地利

用が図れる。特に、推定ですけれども、工業地帯、準工業地帯、あるいは、多尐奥まっ

たところについては住宅ということで、非常に注目される地域になっていくのではない

かなということが予想されるわけでございます。 

  こういったことで、我々としてもさらなる努力を進めて、何とか組合の設立準備まで

進めばよいのではないかということで頑張ってまいりたいと、そのように考えておりま

す。そういうことですので、ひとつよろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして説明を終了いたします。 

会長   どうもご苦労さまでした。 

  では、５番目といたしまして、道路整備第３課の方から「市道道路舗装整備事業その

他」について、よろしくお願いします。 

道路整備第３課参事   よろしくお願いいたします。道路整備第３課参事の鈴木です。
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よろしくお願いいたします。 

  我々、清水区北部地域と蒲原地区の道路整備を担当しております。皆様方には道路整

備につきましてご協力をいただきまして、まことにありがとうございます。今後もよろ

しくお願いいたします。 

  それでは、「市道道路舗装整備事業」につきまして、資料６によりご説明させていただ

きます。 

  まず初めに、平成１８年度の市道整備事業の実績（計画）でございます。 

  資料の説明ですが、施工箇所の位置につきましては別紙の地図でございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  まず、当初予算でございますが４カ所ございまして、舗装の①といたしましては神沢

白銀線ですが、舗装工ということで、これは主に切削オーバーレイですね。傷んでいる

ところを補修するというようなところを舗装いたします切削オーバーレイを８６メー

トル、これは完了いたしました。 

  それから、舗装の②といたしましては富士見六千坪線ですが、これにつきましては日

の出町、これも舗装工でございまして７５メートル、これも完了しております。 

  それから、舗装の③といたしましては留出東枡形向線でございます。蒲原新栄でござ

います。これにつきましては、延長は２８０メートル舗装補修をやりまして、これも完

了いたしました。 

  それから、④といたしましては東小学校駅前線でございます。蒲原４丁目、舗装工、

これも切削オーバーレイということで１８０メートル、これは工期１月３１日となって

おりますが、これも既に完了いたしました。当初予算としては約３,７００万円程度を

実施しております。 

  それから、補正予算でございますが、舗装の⑤といたしまして神沢白銀線の蒲原でご

ざいます。これは延長的には５２０メートルで舗装を行います。これは年度末にかけま

して実施する予定でございます。 

  舗装の⑥でございますが留出東枡形向線でございます。蒲原東、これも２００メート

ルを予定しております。 

  それから、舗装の⑦といたしましては、バイパス北側道線、蒲原新栄、舗装で４６０

メートル。 

  舗装の⑧といたしまして、バイパス南側道線としまして蒲原、舗装といたしましては
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４１０メートル。 

  以上４路線を、４,７００万円程度を見込んでおります。 

  以上が補正予算でございます。 

  それから、補正予算でございますが、道路改良事業ということで山手線でございます。

蒲原中でございます。側溝工となっておりますが、側溝の整備ということで延長は１７

０メートル、両側３４０メートルをこれからですが年度末にかけまして、事業費１,０

００円の予算で施工する予定でございます。 

  それから、我々、工事第１担当と、それから維持担当がございまして、維持の事業で

ございますが平成１８年度の市道の維持、管理も含めますが、維持業務の実績（計画）

でございます。 

  まず、管理業務でございますが、蒲原駅南北線ということで自家用電気工作物保安管

理業務といたしまして、横断地下道のポンプ設備の維持管理ということで、これを年間

の委託でやっております。 

  それから、維持の①としまして、これは清水区、蒲原地区含めまして区画線の復旧業

務をやっております。これも年間業務でございます。 

  それから、維持の②といたしまして反射鏡の管理業務、これも年間業務でやっており

ます。 

  それから、維持の③でございますが、清水区北部と蒲原全線にわたりまして照明灯の

維持管理業務、照明灯の管理業務ということで、これも年間契約でやっております。 

  それから、維持の④でございますが、これは全線にわたりますが道路の側溝の蓋の傷

んでいるところを補修するというような業務でございますが、これも年間業務でやって

おります。 

  それから、維持の⑤、⑥ということで、これは蒲原地区全線にわたりますが、道路構

造物の復旧業務（４工区その１）、これは緊急修繕でございまして、道路を早急に直さ

なくてはいけない道路構造物の緊急修繕でございますが、これは、その１、その２とい

うのは上半期、下半期に分けられておりますが、これも実施しております。 

  それから、維持の⑦、⑧でございますが、これは道路の舗装の復旧業務でございまし

て、これも舗装の陥没等舗装復旧ということでございまして緊急修繕でございますが、

４工区その１、その２ということで上半期、下半期に分かれて実施しております。 

  以上の９路線、９地区、９維持管理業務を、年間では約４,５００万円程度の予算でや
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っております。 

  参考でございますが、２番になりますが、今年度でございますが平成１８年度の補正

予算での舗装工事、４路線ございますが、これについては、つい最近、経済性を問われ

ますアセットマネジメントということで経済性とか最適工法、維持管理をいかに安く、

よりよい工法を使うかという検討をしております。試験舗装を含めて実施する予定でご

ざいます。何パターンかを実施して、一番この現場に合った舗装のタイプを決めるとい

うような舗装を今年度予定しております。 

  以上ですが、このほかの道路に関しますご意見・ご要望等がございましたら、またご

連絡くださいますようよろしくお願いいたします。以上でございます。 

会長   どうもご苦労さまでした。 

戸塚（善）委員   質問はできないですか。 

会長   いや、後で一括して質問で、どうでしょうか。６項目終わってから。チェック

しておいてください。 

  では、最後になりますけれども、６番目の「土木事務所の地籍調査事業」の説明をお

願いします。 

土木事務所長   土木事務所長の水越と申します。よろしくお願いします。 

  それでは、蒲原地区の地籍調査事業につきまして、清水庁舎の４階にございます土木

事務所で所管していますので、ご説明させていただきます。 

  ご存じのことと思いますが、地籍調査は国土調査法に基づきまして、１筆ごとの土地

について地籍の明確化を図り、土地利用の高度化に資するということで、人に戸籍があ

りますように土地にも戸籍があり、所有者、地番、地目、面積などがあり、これらをよ

り正確に明らかにするということでございます。 

  資料７の裏面をごらんいただきたいと思います。 

  調査の進め方でございますが、１計画地区ごとに３年から４年をワンクールとして、

ＡからＨ工程までの工程に従い実施しております。 

  次に、この地籍調査事業の事業効果でございますが、１筆ごとの土地について地籍の

明確化が図れることによりまして、土地所有者としての効果としては境界紛争のトラブ

ルの防止とか、あるいは土地取引の円滑化が見込めるものでございます。行政側として

は行政財産の適正な管理ですとか、あるいは、地震や津波などの大規模災害等の復旧へ

の対忚、あるいは、固定資産税の適正化が期待できるものと望んでおります。 
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  平成１７年度までの進捗状況でございますが、委員さんの後ろ側に管内図がございま

す。平成１４年度に蒲原町全域の事業計画を策定いたしまして、１５年度から、その地

図のグリーンの部分、蒲原１地区の調査に取りかかっておりまして、本年度中には登記

書送付を完了させたいと考えております。平成１６年度は、その地図で言いますとブル

ーの部分です。蒲原３地区、平成１７年度につきましては蒲原の４、６、７地区、オレ

ンジの部分でございます。これらに着手しまして、現在調査を進めておるところでござ

います。 

  平成１８年度の進捗状況でございますが、蒲原３地区と４、６、７地区について境界

調査等を現場に入って実施しております。 

  今後についてでございますが、平成１９年度におきましては、３地区、４、６、７地

区の完了を目指すとともに、新たに蒲原の４－２、６－２、７－２地区という呼び方を

していますが、ピンクの部分ですね。そちらの地区の調査をスタートしたいと思ってお

ります。 

  なお、本日お集まりの皆様の中にも、この地籍調査推進委員をお願いしている方もご

ざいます。今後ともそれぞれの地区の調査をスタートする時点で、さらに推進委員をお

願いすることもあろうかと存じますが、またよろしくお願いしたいと思います。 

  説明は以上でございます。 

会長   どうもありがとうございました。 

  時間の関係もありまして、６件急いだ説明になったと思いますけれども、ちょうどこ

こで１１時になりますので、５分か１０分休憩させていただいて、その後、総括的な質

疑を受けたいと思います。なお、大変申しわけありませんけれども、今日は先ほど冒頭

で言いましたように、１２時までという時間の中での審議ですから、１１時半までに質

疑が終わらない場合は１月の審議会で再度質疑を受けたいと思います。それにつきまし

ては次回のいろいろな手続をスムーズにするために、できましたら１２月２２日までに

事務局まで、どういう質問があるか、今日のこの説明を受けた中で、また整理していた

だいて出しておいていただければ、次回の審議が円滑にすすむのではないかと思います

ので、ひとつよろしくお願いします。 

  では、今から１０分ほど休憩といたします。 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 
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会長   それでは（１）、（２）の合併建設計画、それから、進捗状況の説明を一括でし

ていただきましたけれども、これに関して質問ありましたら、質問を受けたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

  はい、どうぞ、戸塚委員。 

戸塚（善）委員   生活環境の河川改修事業ですが、油缶川河川整備事業がありますが、

予算が５００万円載っています。５００万円の内訳を聞きたいのですが。 

土木事務所長   ご説明申し上げます。 

  油缶川につきましては、本年度、基本設計の委託をかけております。その予算でござ

います。 

戸塚（善）委員   基本設計といいますと。 

土木事務所長   はい、油缶川の改良につきまして、バイパス的なことも考えておりま

すので、それについての基本的なルートあるいは基本的な工法ですね。そういうものに

ついて設計を今現在委託している最中でございます。 

戸塚（善）委員   蒲原町のときに、この周辺の地域調査をしています。その費用は多

分６００万円だと思うのです。それで、その調査が完了しているわけです。答えは結局、

河川の改修は不可能だと。不可能かどうかははっきりわからないですけど、現在の状況

を見ると、住宅密集地の中を流れているものですから、まずいということで、バイパス

構想の答えになっているのではないかと思うのです。私は、まだ結果を聞いていないの

ですが。そうなりますと、今までに比べますと降雨量というのが極端に違いますね、昔

と。それは結局４区、新田、西町、柵、本町という、この４地区の４自治会の水が一気

に流れてくるのです。それに、ほてい缶詰の工業用水が流れてきますから。これ、早急

に、今までの流れる水は仕方がないにしても、それにプラス山からの水が滝のように流

れてくるのです。それだけでも迂回路を早急に。 

  当時、建設課だったと思いますが、とにかく一時あるところへ溜めて、それから、こ

の役場のこの道までバイパスを流しまして、それから向田川へ送水するという結論が出

たのではないかと思うのですが。いつも１年に３回ぐらいは水が溢れますから、一忚早

急にやってもらいたいと思います。 

  これは一忚要望にしておきます。もし難しいようでしたら、地域住民に署名活動でも

何でもさせてやりますから、お願いします。 

会長   よろしいですか、そういうことで。 
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  よろしいですか、回答の方も。何か補足はありますか。いいですか。 

土木事務所長   油缶川につきましては以前、基本的な調査をされたということも伺っ

ています。それらの資料も含めて、油缶川そのものの改修というのは不可能という当時

の調査結果も出ていますが、それらも、もうとにかく全くだめなのかどうかということ

と、それから、油缶川だけでは解決しないということも伺っております。 

  もちろんバイパスのルート的なもの、あるいは断面の大きさですね。バイパスの大き

さ、そういうも含めて総合的に、今年度は実質的な基本設計を行っているという最中で

ございます。スケジュールとしましては１９年度にそれらを、工事を実施するための詳

細設計に入るという予定でおります。ですから、予算が許す限りといいますか、平成 

２０年度から工事着手ということを目標に、今現在進行中でございます。 

会長   よろしいですか、それで。 

戸塚（善）委員   大分予算も大きなものになると思いますが、ひとつぜひよろしくお

願いします。 

会長   次は、どなたか。はい、どうぞ。 

片瀬委員   市街地整備課の方に、東部地域の区画整理事業のことについて尐しお聞き

したいと思います。 

  一つ、仮同意あるいは同意をもらって、この事業に着手したと思うのですけれども、

六番向道下の同意率、六千坪の事業の同意率が、もしわかりましたら教えてください。 

市街地整備課参事   すみません、今日は、ちょっと。 

片瀬委員   そうですか。では、それはそれでいいです。 

会長   では、次回に、回答してもらいますか。 

片瀬委員   いや、それがメインではないので。 

 六番向道下について、私もさまざまな立場で関わっている人間になりますので、確認と

要望をさせていただきたいと思います。六番向道下の方も面積が大分尐ないということで、

小規模土地区画整理事業に当てはめたということでありますが、小さいがために土地利用

をしなければいけないということで、民間が土地利用ということで、あそこに工場を建て

たということであります。 

 工場も、聞くところによりますと旧静岡市の方に工場がありまして、そこで区画整理事 

業に当たったので行くところがなくて、こちらに来たが、そこにまた区画整理事業が当た 

ってしまったということで、そこで、この事業に同意をしろということでありますけれど
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も、示された計画図が工場にとっては非常に、工場を運営しにくいような図面になって

しまっているというのが工場側の一つの意見なのですけれども、そこら辺で、地権者で

同意していない者は、そこの工場に関わる地権者５軒くらいあるかなとは思いますけれ

ども、その人たちが反対というか、同意はしていないと。 

  反対ということでなくて、やはり工場とは契約の中で公正証書も取り交わした中で貸

しますと。いろいろなことがあったときには工場に相談して、お互いにいい方法に進み

ましょうというような契約に当然なっているわけで、その工場の同意が得られない中で、

この事業を進めていくというのは、どうも私としては憂慮するところかなというふうに

思っています。 

  市としても、やはり工場の方に積極的に働きかけていただいて、地権者にとっても工

場にとっても、それで全体の地権者にとってもいいような方向をいま一つ積極的に働き

かけて、やってほしいなというふうに考えています。よろしくお願いします。 

会長   よろしいですか、それで。 

  では、どうぞ、内藤さん。 

内藤委員   ２点ほどあります。 

  まず１点目は、縁石の工事のことで、私のところで自治会長をやっている関係で、工

事の関係の方があいさつに見えたのですが、ちょうどそのときに私が、都市計画道路蒲

原駅南北線のガードのところ、駅のところからガードに上がってくるところですが、あ

そこが事故が多いものですから、縁石工事をすると同時に並行して新蒲原駅のガードの

右折レーンのように、道路の中央線のところを２本に分けて右折専用と直進に、新蒲原

駅のようにしてもらえないかということをお話ししたのです。そうしたら担当の方が、

「私は歩道関係の担当だから、その車道関係とは課が違うから、私のところでは何とも

そういうことはできない」と返事をいただいたのですね。 

  何か随分縦割り行政だと思って不思議に思ったのですが、今ちょうど、蒲原駅まで歩

道の縁石の工事をしていますので、ぜひこの点を考慮していただけないかと。２年か３

年くらい前に、あそこの交差点で死亡事故も起きているわけで、そういう点からも、ぜ

ひ新蒲原駅のレーンのような形を蒲原駅のところにもお願いできないかと思うのです

が、そういう点を要望して、お願いしたいと思います。 

会長   それ、１点ですか。 

内藤委員   答弁とか、そういうお答えは今いただけるのでしょうか。 
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道路保全課長   今のお話は、先ほど説明した県道富士由比線の歩道整備事業に伴うお

話だと思います。先ほどのご意見で歩道と車道の担当が違うというのは、ちょっと私も

どういうことかなと思っていますけれども、一忚、その歩道の整備をやっているわけで、

当然歩道だけではなく、交差点とか車道の部分も含めて、交通安全対策ということがや

はり一番大事だと思っています。 

  委員がお話ししたというその新蒲原駅の右折の話ですが、完全に２車線ということで

はなくて、広幅車線というのが今、そういう方式があります。完全２車線ではなくて、

なるべくその片側に幅広い車線をつくって、右折レーン等をつくるという、そのお話だ

と思うのですけれども、実は、そういう方式もできるところとできないところがありま

して、やはり道路の、今回の事業は、その用地を取得するという事業ではなくて、今あ

る現道の中で、何とか歩道とか車道の交通安全を確保するということでやっておりまし

て、ちょっと調査しなければわかりませんけれども、その全体幅員が限りがないと、な

かなかできないというところがありますので、ちょっと今ご意見いただきましたので、

その辺につきましては幅員等をもう一度調査をしていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

会長   よろしいですか、それで。 

内藤委員   はい。では、ぜひ調査の方をよろしくお願いしたいと思います。ぜひ安全

な、死亡事故も起きている場所なので、ぜひとも重点的に見ていただきたいと思います。 

  それからもう一点ですけれども、平成１４年の４月に蒲原町民の全戸配布という形で、

このような静岡市との合併建設計画、これは、コピーだから白いのですけれども、本物

は水色の紙で、全戸配布で、静岡市と合併すると蒲原町が、こんなところがこんなふう

に予算がついて、向こう１０年間で平成１８年度から２７年度の１０年間で３８３.４

億の事業費をかけて行われるよ、という詳しい事業内容と事業年度、予算もついたもの

が、山崎町長の必ず行われることをお約束しますという文面までついて、この合併建設

事業一覧というのが全戸配布で町民のところに回ったのですけれども、これを見てみま

すと新規事業が２３項目、調査事業が５項目、旧蒲原町からの継続事業が５５項目、合

計８３項目にもわたって掲載されているわけです。 

  そして、この事業内容を見ますと１８年度から１９年度、２０年度の早い時期の計画

が７項目計上されています。皆さん、これをお持ちでしょうか。ごらんになったことは

ありますか。 
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内藤委員   この合併建設計画を見て、町民の方も、ああやはり政令市の静岡市と合併

すると蒲原町独自ではできないような、すばらしい事業も向こう１０年の間に、このよ

うにやってもらえるのだなということで、すごく政令市との合併に期待を持って、静岡

市との合併を進めたという町民の方も数多くいると思うのです。 

  特にこの１８年度から２０年度までの早い時期の７項目計上されている、その予算化

されているというものの見通しといいますか、そういうものはついているのかどうか。 

この合併建設計画というのが、これが１７年の４月に全戸配布で回っているわけです

よ。 

  そして、静岡市との合併建設計画という、これですね。これが１７年の１月にこの合

併計画書というのが出ているということは、これを踏まえての４月に出された合併計画

だとは私は思っているのですけれども、この合併計画は、果たして生きていると言った

らおかしいのですけれども、どのような扱いにされているのか。 

会長   よろしいですか。１０年間我々のこの地域審議会は継続するという中で、今日

もやっているこの行為が今言った、そのつき合わせであり、これからチェックを委員で

していくという過程だと思います。そういうことですね。 

  須藤さん、何か意見あれば。 

副会長   今、７項目ってありましたよね。今、１８年度、今度は１９年度の予算も出

てきますよね。そういうものの中で１８年度から２０年、今、２０年って言いましたか。

それが入っているかどうか。あるいは、どういう形でそれが進んでいくかどうか。それ

をチェックしながら、いろいろ審議会として意見を言っていくと。実現に目指してやっ

ていくということが審議会の仕事ですから。だから、どうですかではなくて、こういう

ものはどうなっていますとか、そういう形で、やっぱり審議会の仕事なんです、それが。 

だから、内藤さんも、そういう形で今後、意見を言っていけばいいのではないかと、私

は思います。 

内藤委員   では、その年度において、その計画が予算に計上されているか、実際に施

行されるかをその都度確認していくという･･･。 

副会長   １８年度から２０年度の間ですから、では、１８年度になぜそれが入ってい

なかったのか。あるいは、１９年度の今度は予算が出てきます。まだわかりません。予

算は３月の定例会で決まるわけですから。多分、その前には予算の素案というのができ

ていると思いますけれども、そういう中で１９年度の予算に、その７項目がきちんと入
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っているのかどうかということを確認しながら、今後の審議会としてはやっていくよう

な形になるのではないかと、私はそう思っています。 

会長   よろしいですか。 

戸塚（善）委員   予算が決まってからでは遅いのではないか。 

副会長   だから、今言ったように。 

戸塚（善）委員   その３年間ということではなしに、そういう話はどんどん出してい

った方がいいのではないですか。 

副会長   そうですね。だから、出していけばいいのです。 

会長   その都度ね。 

副会長   審議会の中で。 

会長   よろしいですか。 

  それと、回答いただく場合も課名と回答者の名前をすみませんけれども、冒頭に言っ

ていただきたいと思います。 

  ほかに何か。はい、どうぞ。 

山崎委員   海洋深層水利用可能性調査ですけれど、１８年度は、これ、予算ゼロです

けれど、確か合併計画には、これ入っていたと思いますが、また、これからつけて調査

をするとか、その方向性を、わかれば聞きたいのですが。完全にこれで終わるのか。 

広域行政室長   今回提出しました資料№１にございますように、こちらに記載されて

いる予算、今回調べた予算がついていないところにつきましては、まだ検討中というこ

とになりますので、まだこちらの方では、それ以上のことについてはお答えできない状

況であります。 

山崎委員   この海洋深層水なんていうと、漁業者ばかりのような形に見えるわけです

が、私どもも富山の施設とか、二、三回ったことがあるわけですが、民間とかいろいろ

幅広い形で利用しているというのを聞いております。また、蒲原の、この沖の、すぐ３

００メートルぐらいのところありますから、また、もし有効利用できるのでしたら早急

に、調査とかそういう費用も予算化してもらって進めていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

会長   よろしいですか。はい、どうぞ、望月委員。 

望月委員   ６０番の都市基盤の都市計画課、そちらにお聞きしたいのですが、蛭沢通

線の道路新設事業ですが、市の中でどういう位置づけにあり、また、あそこはＪＲが通



 

 ―２７― 

っていて、今は平面の形になっていると思うですが、それには変更等がやるとなると必

要ですが、変更並びに市としての位置づけ、どのような位置づけになっているかをお教

え願いたいです。 

会長   一忚今の意見伺いましたけれども、ちょうど時間も１１時半になりましたので

次回の、先ほど申しましたように１２月２２日までに、ここで足りない質問要項があり

ましたら出していただいて、それで当局から回答できるものはそれまでに、次回の１月

に予定している中で用意してもらうということでよろしいでしょうか。 

  いろいろ質問があると思いますので個々のものは、改めて申しますと１２月２２日ま

でに事務局の方へ、ある程度の質問内容を出していただくということで、よろしくお願

いいたしたいと思います。 

  では、ここで一忚今までの質問を一度打ち切らせていただきます。 

  それでは、議事の（３）「その他」ですが、まず、前回、委員の皆さんから質問があり

ました「合併後の文化センターの使用について」、中央公民館から、今日説明していた

だく予定になっていますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

中央公民館副参事   中央公民館の萩原といいます。よろしくお願いします。 

  まず、前回の質問であります、すり合わせの経緯とその内容ですけれども、まず、す

り合わせとしましては、静岡市のどこの課が担当するかというのがまず問題になりまし

た。 

  蒲原町文化センターは、公民館と福祉センターの複合施設だったわけですけれども、

公民館の部分については、中央公民館がもちろん担当課となるということでスムーズに

決まりました。残る福祉センターの部分、ホールとか老人室の部分ですが、そちらの引

き受け手をどこにするかということで、市民文化会館を担当する静岡市文化振興課です

とか、公民館を担当する中央公民館、生涯学習センター「来・て・こ」を担当する生涯

学習課、清水社会福祉会館「はあとぴあ清水」を担当する福祉総務課、世代間交流セン

ターの担当である高齢者福祉課などが集まりまして、検討を重ねました。 

  結果としては、市民文化会館は営利関係、興行のようなものをやるわけですけれども、

ほかの建物、担当課については、政治、宗教、営利活動はできないということで共通し

ております。 

  １月ぐらいまでかかったのでしょうか。結論としては生涯学習課が引き受けましょう

ということになって、現在に至っております。 
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  児童室の部分については、目的外使用という形で児童福祉課が担当しようということ

になりました。 

  それから、建てかえる前の現在の文化センターの運営内容に関するすり合わせ結果で

すけれども、公民館の部分につきましては、利用料金はこれまでと全く同じ、利用方法

についても、ほぼ変わりなしということになります。 

  それから、社会教育関係の活動を行っている団体や自治会等は認定の申請をすれば、

これまでと同様に無料であり、団体の認定に漏れていたものであれば追加で認定を行う

ということになっております。 

  それから、福祉センターの部分ですけれども、利用料金は全く変更なし。全くといい

ましても、以前はＡ、Ｂ、Ｃの３段階、それから、平日、土曜日、日曜・祝日ごとに料

金が違いまして、全部で６段階の料金表になっていたのですけれども、日曜・祝日が高

くなっていたのをなくしまして、平日と同じ料金ということで２段階の料金表に変わっ

て、その金額は今までと変わりません。 

  それから、政治、宗教、営利については使用できなくなりました。 

  そして、これまで使っていた団体の経緯がありますので、蒲原地区の社会教育関係の

活動を行っていた団体等は、そのまま無料で使用できるというすり合わせとなりました。 

ただし、今まで使っていなかった清水、静岡地区の社会教育関係の団体は、減免とい

うわけにはいかないということになります。 

  公共が利用する場合は、これまで無料だったのですけれども、現在は有料となってお

ります。 

  老人室については、６０歳以上の高齢者は減免措置がありましたが、現在は、その減

免はなくなり、老人室という名称もなくなって、会議室という名称になりました。減免

措置はなくなっております。しかし、数多く使っていた団体は、もう認定されています

ので、そのまま無料で使っていただいております。 

  改築後のことは次回でもよろしいでしょうか。 

会長   どうでしょうか。何か聞きたいことあれば。はい、どうぞ。 

寺門委員   萩原さん、この資料の９ページを参考にすればいいのですか、これ。この

もらった資料。 

中央公民館副参事   条例規則ですか。 

寺門委員   条例の。これが新しく、これ、３月３１日から施行されますよと。今、こ
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れが現状は変わらないということですか。 

中央公民館副参事   これが現状です。そうです。 

寺門委員   これが現状そのままでいきますよという理解でよろしいのですか。 

中央公民館副参事   これが現状の料金表です。 

寺門委員   今、話を聞いていると、各種団体、登録している人たちは前と変わらない

とか、政治とか興行のものについては、もうだめだという話だったのですけれど、この

金額は今現状の金額ではないのですね。 

中央公民館副参事   現状の金額です。 

寺門委員   現状の金額でよろしいですか。それでは、このまま進みますよ、この金額

でいきますよという話ですか。 

中央公民館副参事   建てかえるまでは、これでいきます。 

寺門委員   建てかえる前はですか。建てかえた後は。 

中央公民館副参事   建てかえた後は、ホール、公民館とも中央公民館の所管となりそ

うなのですけれども、その場合には清水区の、この資料の５ページの上の表、清水区の

公民館はすべて、面積当たり幾らというような表になっているのですね。５０平米未満

は、午前中は５２０円ですとか。ですから、これに合わせるような形になると思います。 

寺門委員   安くなるのかな、高くなるのかな。 

中央公民館副参事   尐し高くなると思います。新しくお金をかけて建てるということ

もありますので。 

寺門委員   はい、わかりました。この表の見方がちょっとわからなかったので、すみ

ません。ありがとうございました。 

会長   よろしいですか。どうもありがとうございました。 

稲葉委員   建てかえた後の支所機能だとか防災関係だとか、そういうものが入った場

合の、今の中央公民館が管理するところは、これ、先の話なのですけれども、そこは同

じに含めていく考え方なのですか。それとも、そこの部分は別途だとか、支所機能とか。 

それは例えば、これからのいろいろなここでの話し合いとか、中でだんだん考え方が

出てくるというふうに考えたらいいのでしょうか。 

中央公民館副参事   複合施設ですので、今のところ、それぞれの担当課がございます。

公民館とホールは中央公民館ですとか、支所は支所ですね。ただ、その全体の宿直をど

うするであるとか、鍵の管理をどうするであるとかというのは、今後の詰めになるかと
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思います。 

稲葉委員   それに関連して、今いろいろ、まだはっきりは聞いていないのですが、例

えば公民館関係の静岡市としての指定管理者制度とかいう話も先々出てくるような話

を耳にしているのですけれども、例えば完成した暁に、例えば公民館機能であるとか、

ホールの機能であるとか、また、支所機能とかいうところを含めた中での、例えば指定

管理者制度とか、そういうものが出てきたときには、そこを一括にするのか、どうなの

かということも、先々課題として出てくるのではないかなという感じがするものですか

ら、一忚質問でも何でもありません。多分そういうことの整理が必要ではないかなとい

うことも、心配する向きがありますので、よろしく含んでおいていただきたいなと思い

ます。 

中央公民館副参事   はい、わかりました。 

会長   いいですか。 

  公民館関係については、これでよろしいですか。 

  その次で、その他の②ですけれども、これに関しては私から皆さんに報告があります。 

  資料８をちょっとごらんいただきたいと思います。 

  平成１８年１１月２７日付で、清水区蒲原 久保田 彰様から狭あい道路の取り扱いに

ついての要望書が地域審議会の会長あてに、私のところへ、こういう形で提出されまし

た。この内容については同じものが静岡市長あて、それから蒲原支所長あてに出ていま

す。この要望の取り扱いについては、蒲原支所長あての要望書が所轄の建築指導課に転

送されております。この起案書の要望内容を読んでいただけますか。 

蒲原支所長   それでは、蒲原支所長の原でございます。読ませていただきます。 

  お手元に資料８のかがみという形でお出ししているものは、地域審議会の会長あてに

出されたものを中心にしております。私のところに出されたものにつきましては、この

２枚目以降の参考になっている写真のもの、これが前段の文章が私あてになっておりま

して、そういう形で編成されております。それでは、読ませていただきます。 

  「題名 静岡市蒲原地域審議会長あての狭隘道路等の取り扱いに関する苦情及び要望

文書について」 

  決裁欄は、企画部長以下でございますけれども、「このことについて別添１のとおり、

静岡市蒲原地域審議会長あてに文書が提出されましたので報告します。」 

  「あらましは次のとおり。」 
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 「受付日 平成１８年１１月２７日（月） 

  差出人 清水区蒲原４丁目１５番３０号  久保田 彰 

  内容 久保田 彰氏所有の土地（別添位置図参照）は、旧蒲原町が制定した「蒲原町

狭あい道路拡幅整備に関する指導要綱」（別紙①）に該当する土地であったため、合併

前に町と協議を重ねてきたが、価格の面で合意に至らなかった。 

  合併後、市と協議したが、制度の違い（旧蒲原町＝買収、静岡市＝寄附）があり、寄

附とする市の回答は間違いで、旧蒲原町の要綱で処理されたい、と主張し、１２月１２

日に開催される地域審議会で審議の上、円滑な解決をはかりたい、としています。」 

  そういうことで、「その他」のところで、「地域審議会長には２７日（月）にご送付申

し上げた」と、こういうことでございます。 

  位置図につきましては、この写真でも、見覚えがあるなという方はあるかと思います

けれども、実は、神沢白銀線をずっと行きまして、あれは西から来まして山崎豆屋さん

のところから右へぐっと曲がりまして、今度はバイパスの下の側道に入ります。その側

道のちょうど角地になるという場所でございます。これがその写真になっていると、こ

ういうことでございます。 

  以上でございます。 

会長   今の説明のとおりですけれども、これに関しては建築指導課に、今の文書は転

送されていますので、地域審議会としては、現状においては議題として取り扱わないと

いうことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   では、そうさせていただきます。この件に関しては。よろしくお願いいたしま

す。 

  次に、「その他」の事項で、私の方へも質問事項というか、提案が出ているようですけ

れども、「その他」の提案で、ここで出していただきたいのですけれども。 

  戸塚委員、どうぞ。 

戸塚（正）委員   前回のこの審議会でお願いした蒲原中学校前の吹上六本松の枯れか

けた松３本ですけど、伐採をすぐしていただき、どうもありがとうございました。幸い

残っている木があと６本、７本ほどあるのですが、蒲原地区にとっても残り尐ない松で

すので、大事に管理していただきたいと思います。 

  本題ですが、毎年行う確定申告受付の件です。この件は、旧蒲原町議会でも取り上げ
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た問題ですが、旧蒲原町では住民サービスの一つとして、確定申告受付を町の職員が行

ってくれていました。静岡市の場合は、確定申告受付業務は国、すなわち、税務署の仕

事であるので関与しないとのことですが、来年の２月、３月、この時期が近づくにつれ

て、対象となる旧蒲原住民は大変心配しています。 

  というのも旧蒲原町では毎年、約１,５００人ほどの人が旧役場で申告しており、その

うち１,０００人弱の人が年金の申告者と聞いております。その６０歳以上の人たちが、

ただ申告するだけで東静岡のグランシップまで出かけていくのは大変な作業と思われ

ます。そこで、できましたら、この審議会でこの問題を十分に検討して、この地域審議

会の総意として市当局に要望なりを出していただきたいと思いますが、よろしくお願い

したいと思います。 

会長   今、戸塚委員から提案がありました、この確定申告の問題については、私は、

件数は把握していなかったのですけれども、両町ではまだ実施している状況なのですか。

どうですか。 

  実際、蒲原町でこれまで大変なエネルギーを使ってやってきたという実績がある中で、

静岡市になって、なくなるということで私のところへもいろいろな声を耳にします。そ

の件に関しては激変緩和措置というか、ここでどうするかという問題を、みなさんの忌

憚のない意見も聞きたいなと思ったところなのですけれども。今の時点で、今日の段階

では、回答はもらえないでしょうね。最終的に、今日のこういう内容を持ち帰っていた

だいて、次回１月に回答していただきたいと思いますけれど、そこでまた何らかの回答

ができればということで。 

  はい、どうぞ。 

企画調整課長   今の確定申告ですけれども、一忚国税という形になるものですから、

静岡の方は、やらないという形にはなっているのですけれども。これは、税務署の方か

ら指導がありまして、静岡の場合には場所を決めて、そこへ行ってくださいということ

で市民税課なり、そういうところで受付をしないようにということで、税務署の方から

の指導があるわけです。それに基づいて今まではやったわけで、二、三年前までは市役

所の方でも受けていたのですけれども、そういうことで確定申告はご本人がやることな

ものですから、その手伝いをしないようにというような指示がありまして、現状は今そ

ういう形になっております。 

  ただ、税務署の方は、蒲原地域を例えば、清水のどこどこへ行きなさいという指導が



 

 ―３３― 

あれば、そのような形で対忚せざるを得ないのではないかなというふうには思うのです

けれども、その辺をどの程度まで税の方が対忚するかというところは残っているかと思

いますけれども、基本的には税務署さんの方の指導に基づいてやらざるを得ないという

のが現状だと思います。 

戸塚（正）委員   今の説明もよくわかります。これも議会のときに、そういう説明も

受けました。それで今、会長からも話が出たのですけれど、激変緩和措置とか、そうい

うもので対処していただきたい。というのは、蒲原町の場合、同じ庵原郡で合併しなか

った由比町、それとか富士川町は従来どおり、今年度というか１８年度も１９年度も役

場なり、富士川町の場合にはもう一カ所、松野地区でも行っているのですけれど、進歩

的に合併した蒲原町が３０分も電車に乗って、６０歳以上の人たちがそこに出向くとい

うことは、本当に対象となる年配の人たちは不満がすごく強くあるわけです。 

  そういうことで、激変緩和措置というか、いろいろな方法があると思うのですけれど、

何年かの期間を決めて従来どおり支所で行っていただくとか、６０歳以上は毎年支所で

行っていただくとか、何らかの方策をここで考えていただきたいというのが要望なので

すけれど。ただ税務署の指導というか、それ、もちろん国税ですから、それはわかるの

ですけれど、一忚、日時も迫っていることなので早急に、一忚静岡市、政令市として税

務署も交えて協議していただきたいなと、これは本当に、切なる要望です。 

  以上です。 

会長   はい、どうぞ、吉田委員。 

吉田委員   今の質問と回答について関連の質問ですけれども、回答によりますと、税

務署の指導により市民税課等がそういう指導をしないようにというふうに受け取れた

のですけれども。私も確定申告をしておりますが、確定申告は必ず自署申告といいまし

て当人が自署、自分で書いて申告するという原則のもとにするのですけれど。それと、

全くそういう指導とか、受付業務をしないようにというお話なのでしょうか。指導とか

受付は、そういう場を設けてはいけませんという意味だったのでしょうか。 

企画調整課長   具体的にちょっとわかりませんけれども、今でも基本的には、確定申

告を書いていただいたものを多分、支所でも受け付けることはできると思うのですけれ

ども、その中身については、やはり先ほど言いましたように、ご本人が申告をしていた

だくということなものですから、基本的には今までは、その指導的なことで内容につい

ても、ある程度指導をしてきたわけですけれども、そういう場所を例えばツインメッセ
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だとか場所を決めて、そこですべて税務署が行うという形になっているものですから、

基本的には受けないということでご理解をいただいて、旧静岡はやっているという状況

になっております。 

  ですから、基本的に、そこまで行く部分についてが面倒だということであれば、その

部分を、受け付けをして、それをまとめて持っていくということは今でも現状できると

思いますけれども、その中身についての審査というのですか、そういう指導の部分がど

うかというところは税務署の方に聞かないと、こちらの方では回答がちょっとできない

のですけれども。 

  （註：傍線部については、受付けできないということがのちに判明） 

吉田委員   ありがとうございました。 

  今までの町のやり方というのも私も把握していないのですけれども、多分税務署の方

から町の税務課に対して臨時の受付業務とか、そういう指導があっての受付だったと思

います。それによって指導等ができた。それで、また受け付けることができたというこ

とでありますので、今の回答によりますと、やはりその部分がないようですので、その

まま自署で書いたものをお預かりすることはできるけれども、指導の部分がないという

ことで理解しました。ありがとうございました。 

寺門委員   確定申告、私もやっているのですが、正直、サービスがすごくいいのです

よ、蒲原町は。今までは。もう書いていくより資料を持っていって、パソコンで入力し

ますから、逆に書いてしまうより、その人がぱっと見れば前年度も全部わかっています

から、ぽんぽん入れていって間違いないという形ができるのですね。自署で書いていく

と、ここが間違っていた、あそこが間違っていると。書いて、また判を押すということ

だと訂正印を押したり。いろいろなことがあったのですよ。そういうことで、サービス

過剰のところも確かにあったかと思いますけれど、それはすごく便利でした。ですから、

そういう経験をしている人たちが多いわけですから、戸塚さんが言っていたように、や

はりお年寄りは、その辺の、今度は書けないわけだから、自分で今までは資料を持って

いって、もう入力してくれていましたから、そこまでやっていましたからね。 

果たして今度、自分でやれと言ったって、果たしてどうなのかなと感じるわけです。 

  ですから、先ほど言っていましたけれど、課長さんのお話しだと、税務署へちょっと

話をすれば、税務署が了解すれば、尐しは指導してくれるのではないかなという感じも

受けたものですからね。ぜひ、この審議会で税務署へ要望を出すとか何とか、そういう
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形で一つの期間を設けて、戸塚さんが言うとおり、２年、３年なら、よその町が合併す

るまでの間とかね。そういうふうな形がとれるものなら、してもらいたいなと感じるわ

けです。要望ですけれど。とにかくサービスよかったですよ。住民にとっては、たまら

ないサービスです。 

会長   はい、どうぞ。 

山崎委員   私もそれは、地域の高齢者から、随分これは非常に困ったということで。

いち早く合併した蒲原町が、まだまとまらない両町は、蒲原の住民から見れば非常に便

利な状態でそれができる。グランシップ、あそこまで行って、何か一つ忘れた、また、

一日で済まない。そして、蒲原町においては、大体８０名から１００名ぐらい毎日来る

そうです。ですから、もしできれば期間を１カ月のものを二十日にしてでも、地元でぜ

ひできるような。住民にしてみればだれでも１００パーセント、蒲原町でやってもらい

たいというのが総意だと思います。確かに寺門さんも言われたとおり、書類を持ってく

れば、みんな税務課が非常に親切に事細かにしてくれたということで、もう今までの蒲

原町から見ると１８０度ひっくり返ったような状態で、今度は記載というか申告するわ

けですから、また、この審議会を通じて、一丸となって、そういうことも申請するなど

して、ぜひ、蒲原町でできるように頑張ってもらいたいと思います。 

  以上です。 

稲葉委員   一方で、所得税、その申告率というか、それを向上するというふうなこと

にもすごく寄与していると思うのですよ。ただ、税務署と職員のやるルール的な難しさ

があるかと思うのですけれども。それともう一つは、これは蒲原だけではなくて、今ま

で清水テルサでやった部分も、それがなくなって、全部グランシップですか。テルサは

やらないのですか。やらないと、ちょっと聞いていますが。 

企画調整課長   基本的には、だから２カ所です。 

      （註：傍線部についてはグランシップ 1 ヶ所であることがのちに判明） 

稲葉委員   もちろん書くのは、自分で書くのが基本ですから。それは、いくら６０歳

でもしようがないと思うのですけれども。 

  私が、今認識しているのは、すべてが、清水区も含めてグランシップと聞いていたも

のですから、清水の、今までテルサで受付けてもらっていた方々もそういう気持ちは持

つのではないかなと思うし、蒲原だけのものではないなと。要は、行政がどうするかと

いう、いわゆる税務署がどういう見解で、その申告率を高めるとか、わかりやすくする
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とかという住民サービスに対する考え方が、どういう考えを持っていて、どこまで実践

できるのかという、税務署の考え方にいくような感じがしますので、そういう意味でぜ

ひ･･･。 

会長   それともう一つ、今までは蒲原町の職員が一緒にやってくれていたのですね。

今回は静岡市になると、職員は一切タッチしなくなるのですか。その辺をちょっと聞き

たかったのです。現実の問題として。どうですか、現状は。 

企画調整課長   要するにグランシップだとかテルサに、市民税なりの担当課の職員が

忚援に行くのです。 

会長   忚援には行くのですか。 

企画調整課長   そこで、要するに申告のときの説明をしたり、そういう部分は、そこ

でお手伝いをするという形になっています。 

会長   ･･･ということを言っているわけですね。ですから、もう一カ所、我々が要請し

て蒲原にもという可能性が･･･。 

企画調整課長   それは税務署の方で決める話なものですから。 

会長   だから、それは税務署がオーケーすれば、今まで蒲原でやっていたわけですか

ら、ということですね。 

企画調整課長   はい、そうですね。ですから、それがなくなるのかどうかは私の方で

はわかりませんので。 

会長   努力をしていただくということで、どうでしょうか。今日の、時間も迫ってき

たわけですけれども。 

企画調整課長   それでは、一忚税務署の方に確認をとりまして･･･。 

会長   実際、今まで実績があるわけですから、蒲原町では。ただ、市役所の方もそう

いうことで忚援していただくということで、努力していただくということで、今日のと

ころはどうでしょう。決めたいと思いますけれども。よろしくお願いします、当局が持

ち帰りまして。次回、１月にはもう一回審議会を開きたいと思いますので、それまでに、

ひとつよろしくお願いいたします。 

  では、一忚その他のことで何か。 

鷲巣委員   まちづくりについての要望と質問です。前回、プレゼンテーションでガイ

ドプランの方を見させていただいて、蒲原編の案ということで見させていただいたので

すけれども、その中に蒲原の宿地域、３３ページですけれども、私は、宿、興津も宿で
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すけれども、せっかく合併しまして、また興津のそのまま、宿が悪いということではな

いのですけれども、宿のまま、また、興津の宿、蒲原の宿というふうにつながるよりは、

これ、要望と提案なのですけれども、まちづくりを進めのるのに、蒲原地域の看板にな

る場所ということで、私のプレゼンテーションの中でも紹介させていただきました「白

い富士と赤い桜えびのじゅうたんのコントラスト」のような蒲原地域にしかない風景を、

あと、このたび駿河湾桜えびが商標登録されました。また、この間、清水サンライズフ

ォーラム・リレー講演会に私も行ってまいりまして、戦国武将の国づくりということで

見てまいりました。そのときに桜の苗木を蒲原の方にいただけるということで話も聞き

ましたけれども、蒲原にはさくらの会というＮＰＯもございます。ぜひ蒲原の山に桜並

木をつくっていただいて、御殿山とつなげていただく。そして、蒲原には桜えびの春漁

と秋漁と含めますと年３回、桜が咲きます。せっかく合併をいたしまして、新しい蒲原

のイメージというのを打ち出していきたいなと思うのですね。それが独自のファイルに

なるのではないかなと思います。 

  せっかくさくらの会もあります。御殿山の桜もあります。桜並木をつくっていただい

て、春、夏、秋、冬と一年を通して桜に縁のある町であるということで、それに宿場を

つなげて、新たなまちづくりのテーマを考えてやっていけたらなと思います。桜の持つ

淡い桃色とか優しい響き、高感度もアップすると思います。新しいイメージになればい

いなあと思いますので、その点、「人々が健やかで暮らせる、人と環境の共生するまち・

静岡」という理念にもかないますので、ただ宿場の里ではなく、それに「蒲原の宿、さ

くらの里」というふうにつなげていただいたら、もっとイメージも上がるし、また、こ

れからの再スタートとして、では桜をふやしていって、桜えびと桜と、食べる桜と見る

桜と両方の桜にかかります。 

  前回、プレゼンテーションで桜えびの里というふうに私は例で言わせてもらったので

すけれども、やはりこれから全国でまちづくりをしていくに当たって、どうしても法律

とか規制とかというのが、まちづくりにはかかわってきてしまいます。一カ所だけが突

飛なこととか斬新なことというのは、法律とか仕組みにひっかかってしまうので、でき

ないのですね。そうすると、どこを切っても金太郎あめみたいな、全国似たようなまち

づくりがあっちこっちにでき上がってくると思うのですけれども、やはり一カ所、何か、

これは売り物だというものを前面に出していかないと弱いかなと思います。ぜひこの際、

呼び名からとも申しますし、検討していただいて、ただ、ただ「宿場の里」よりも「宿
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場の町」というよりも「さくらの里」ということを一言入れていただいて、桜の苗木も

いただきまして山の方に観光農園も含めまして、まちづくりをしていったらどうかなと

思っております。 

  提案と要望でした。よろしくお願いします。 

会長   よろしいですか、これで。 

鷲巣委員   それと質問ですけれども、もう一つ。 

会長   １２時で終わるということになっていますので、次回の１月にしていただけま

せんか。次の予定もありますので、皆さん。 

鷲巣委員   わかりました。すみません、私、パンフレットを持ってきたのですけれど

も、それについて質問をしたかったのですけれども、皆さんにお分けしてよろしいでし

ょうか。 

会長   はい、どうぞ。 

鷲巣委員   では、今からお配りしますので、まちづくり交付金についてのパンフレッ

トですが、前回、草薙の駅前のまちづくりについてのパネル展を草薙自治会館でやって

おりまして、そちらの方にも私、行ってまいりまして、そこでまちづくり交付金という

制度があることを知りまして、パンフレットを取り寄せましたので、それがここで使え

るかどうかは別として、これからの何か参考になればと思いますので、今からお分けし

ます。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

会長   それでは、ほかに事務局の方から。 

蒲原支所長   それでは、時間も大分押しておりますが資料９をごらんいただきたいと

思います。今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 

  次回は、仮押さえとしまして資料９には既に、第９回の開催日と場所を表示してござ

います。内容につきましても建設計画の進捗状況等について、本日の引き続きという形

のものになっておりますが、そのような形で日を設定させていただきました。 

  いかがでございますでしょうか。 

会長   どうでしょうか。では、次回を１月１１日（木）午後２時から開催させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これで本日の議事は終了いたしました。 

  本日の議事録の署名は、名簿順に従いまして戸塚正彦委員にお願いいたします。 

  以上をもちまして、第８回静岡市蒲原地域審議会を閉会させていただきます。 
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  次回は１月１１日（木）の予定です。よろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

    （午後０時０６分 閉会） 
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