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平成１８年度第１０回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成１９年２月１３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、片瀬委員、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、鈴木委員、望月委員、 

鷲巣委員、石野委員、辻委員 

（吉田委員、山崎委員、佐藤委員、野村委員欠席） 

        （関係課）秋山市民生活課参事兼統括主幹、渡辺建築総務課参与兼課長 

間宮都市計画課参与兼課長、服部都市計画課参事兼統括主幹、 

岩科都市計画課主査、細野都市計画課主任技師、 

稲葉中央公民館長、萩原中央公民館副参事兼主幹 

望月清水区地域総務課長 

        （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、 

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）平成１９年度当初主要予算案について 

 （２）（仮）蒲原地区市民センター検討部会について 

 （３）次年度の地域審議会について 

 （４）その他 

 ①都市計画道路神沢白銀線計画見直し検討結果について 
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蒲原支所長   皆さん、おはようございます。本日は週明けの、またその日ということ

で、また午前中ということで非常にお忙しい中、第１０回の静岡市蒲原地域審議会にご

出席いただき、まことにありがとうございます。 

  本日も司会進行役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。 

  事前に、佐藤委員、野村委員、吉田委員、山崎委員が欠席ということでご連絡をいた

だいておりますけれども、そのほかの方は全員が出席されております。会議は成立いた

します。 

  それでは、まず、資料の確認をお願いいたします。 

  配付いたしました資料は、資料１－１、１－２、資料２、資料３、そして資料４でご

ざいます。資料１－１は１９年度の予算の概要、１－２は総合計画の分野別の施策、資

料２は検討部会の名簿、資料３はスケジュールでございます。資料の４は１枚でござい

ますが、都市計画審議会の答申の検討結果ということでございます。お手元にございま

すでしょうか。 

  それでは、次第の２、会長の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） 

会長   皆さん、おはようございます。朝早くからご苦労さまでございます。 

  本審議会も本年度の最後の１０回目ということで、この一年間いろいろな審議をして

いただきまして、今年度の審議会はこれで終わりということで、まとめの審議会になる

と思いますので、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、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、皆さんにお願いがございます。会議議事録作成のため、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してください。ま

た、本日の会議の終了は正午を予定しています。ひとつよろしくご協力のほどお願いし
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ます。 

  それでは、議事の（１）「平成１９年度当初主要予算案について」、事務局から説明を

お願いします。 

広域行政室長   企画調整課広域行政室長の三宅です。お願いします。 

  それでは、議事（１）になりますが、平成１９年度当初主要予算案について、説明を

させていただきます。 

  先週、２月７日に静岡市の平成１９年度当初予算案が発表されましたので、それに登

載されております蒲原地区関連事業を中心に、簡潔にご説明をいたします。 

  なお、この予算案は今後、市議会２月定例会に提出されまして、３月２０日に決定さ

れる予定となっております。 

  まず、資料１－１の予算案の概要をごらんください。 

  めくっていただきまして裏になりますが２ページ目に、平成１９年度当初予算案の予

算規模が記載されております。 

  一番上の一般会計は、予算額が２,６７９億円で、前年度と比較しますと１１５億４,

０００万円、４.５％の増となっておりまして、その下の特別会計、企業会計を合わせ

ました全会計では５,９７２億６,３００万円、前年度比６.１％の増となっております。 

なお、地方財政を取り巻く環境は厳しいものがありまして、本市におきましても３ペ

ージ以降に記載されているとおり、歳入面では市税収入が増加するものの、次の４ペー

ジ以降にありますが、歳出面では、特に扶助費や公債費などの義務的経費の増加などに

よりまして、財政状況は依然として厳しい状況にあります。 

  このような中、合併建設計画などを踏まえました第１次総合計画の着実な実施が求め

られておりまして、そのため経常的な経費につきましては、シーリングによりまして総

額抑制を図るとともに行財政改革大綱の実施計画、いわゆる集中改革プランに基づきま

して各種事務事業の再編、整理や民間委託化、人件費の抑制などに努めまして、限られ

た財源の重点配分を心がけた予算編成となっております。 

  そして、総合計画に掲げます「活発に交流し価値を創り合う自立都市」の実施に向け

まして重点政策課題としまして、次の資料に出てまいりますが、静岡ブランドの形成や

魅力あふれる都市の創造、次世代の育成支援、安全・安心・快適な環境整備などを積極

的に推進していくものとしております。 

  予算全体の説明は、以上とさせていただきます。 
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  次に、資料１－２、次の資料によりまして、今回の当初主要予算案に盛り込まれてお

ります蒲原地区関連の事業についてご説明をいたします。 

  資料１－２をめくっていただきまして、５ページになります。下にページが入ってお

りますが、５ページの一番上の「放課後児童クラブ緊急３カ年整備計画事業」でありま

すが、これは次世代の育成支援として１８年度から２０年度までの３カ年で施設を整備

しまして、待機児童を解消させるというものであります。 

  その中で現在、蒲原白銀児童館で対忚しております放課後児童クラブにつきまして、

本来の小学校敷地内に設置するということで、こちらの方で蒲原東小に設置する部分が

全体計画に盛り込まれております。 

  次に、７ページになります。 

  ７ページの上から３番目、「（仮称）蒲原地区市民センター整備事業」でありますが、

これは、昨年の地域審議会におきまして意見集約をいただいた基本構想案に基づき、１

９年度は、ここにありますように用地測量及び基本設計・実施設計を行うため、４,８

００万円余を予算化するものであります。 

  ここに記載してある内容は、ほとんど基本構想案にのっとったものでありますが、一

点、施設の規模につきましては、上から３行目の右側に記載のとおり、現状面積であり

ます３,２００平方メートルではなくて、約３,６００平方メートルとしております。 

  これは、基本構想案とともに提出されました附帯意見につきまして、これまでの地域

審議会における審議の経過や一方、市の地域施設としての位置づけなどを総合的に勘案

の上、市としての考えを示したものであります。 

  なお、個々の施設の規模につきましては、具体的に今後の設計段階で明らかになるも

のでありますので、今回の全体面積の増によりまして、その内訳として、以前の地域審

議会でお話ししました各施設の面積がどうなるのかということを現時点で説明するこ

とは、ちょっと難しいのですが、基本的には附帯意見におきまして、公民館等の現在活

用している機能を維持すること。また、ホールについて、おおむね現状維持とすること

などの意見をできる限り尊重したものとなっております。 

  次に進みまして、８ページになりますが、８ページの一番下、小・中学校耐震対策事

業ですが、これは安全・安心・快適な環境整備として、平成２１年度までに小・中学校

の校舎、体育館の耐震化を図るものでありまして、その中ほどの下にありますように１

９年度は、蒲原中学校の校舎耐震補強の設計を行う予定となっております。 
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  次に、１０ページになります。 

  １０ページの中段、上から５番目になりますが、不燃粗大ごみ個別収集事業につきま

しては、ここに記載のとおり、１９年度から蒲原地区において不燃粗大ごみの個別収集

を開始するというものでありまして、詳細につきましては今後、お知らせ等を行うこと

になっております。 

  次に、右側の１１ページになります。中段の上から４番目、水道建設改良事業のうち、

ここに記載の蒲原第３浄水場改良工事につきましては、第８回の審議会におきまして、

所管課から説明があったものであります。 

  次は、１２ページになりますが、中段の上から５番目に消防団施設整備事業がありま

す。こちらの中では記載のとおり、蒲原第１分団本部の改築工事を予定しているほか、

一つ飛びまして消防団統一事業、こちらでは今、静岡、清水、蒲原の三つの消防団に分

かれておりますが、その三つの消防団について平成２０年４月を目標としまして、統一

に向けての準備を行うものであります。 

  そのほか尐し飛びますが、最後のページ２０ページにありますが、中ほどの街路整備

事業では、この前所管から説明がありました蒲原駅南北線の整備や、その下に道路橋梁

整備事業とありますが、特に蒲原地区の路線は記載されておりませんが、その内訳とし

ましては道路橋梁の整備事業が予定されているところであります。 

  議事（１）平成１９年度当初予算案の蒲原地区関連の概要説明は以上であります。 

  なお、今お話しした詳細については必要があれば時期を見て、所管課の方から説明を

させていただきます。 

  以上であります。 

会長   これについて、どなたか質問はありますか。はい、どうぞ。 

三好委員   教えてほしいのですけれども、２ページの特別会計の中で公債管理事業会

計とございますね。こちらの数字と４ページの一般歳出の一般会計の公債費という数字

が非常に似ているような気がするのですけれども、この関連性というのはあるのですか。

私、ちょっと素人で、よくわからないので教えてください。 

企画調整課長   今、委員さんがおっしゃったように、これは、関連性がありまして、

要するに市が借りる借金を返すための会計ということになっておりますので、大体イコ

ールになっていくという形になっていると思います。 

会長   よろしいですか。 
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  どなたか、ほかに。どうぞ、石野委員 

石野委員   ５ページの放課後児童クラブ、先ほど、蒲原東小の敷地内という話でした

けれども、敷地内というのは余裕教室なのか、それとも、それ以外の校庭なのか、場所

ですね。それから、どういう規模、どのぐらいの平米になるのか、管理はどうなるのか。

もしおわかりでしたらお願いします。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  放課後児童クラブの位置は、これは今現在、農園があると思うのですけれども、農園

のところに児童クラブを、新たに建物を建設していくという形になります。 

  管理運営につきましては、ちょっとはっきりわかりませんけれども、旧静岡の場合に

は直接委託方式で、運営費について補助をしているのですけれども、蒲原の場合に現状、

その児童クラブの運営をしているという者があれば、それを活用していくというふうな

方法になろうかと思いますけれども、ちょっとその辺は聞いておりません。 

石野委員   農園につくるそうですけれども、どのぐらいの大きさのものになりますか。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  一忚１４５平方メートルの平家のプレハブ住宅という形で、定員は約７８名ほどを予

定しているということでございます。 

会長   よろしいですか。はい、どうぞ。 

寺門委員   ちょっと教えてください。 

  １－１の３ページ、市税が約１００億ふえていますね。１８年度と比べて。景気もよ

くなっているということもあるでしょうけれど、９.２という大分大きな数字の伸率を

示しているのですが、その要因というのは、どういうことが挙げられるのでしょうか、

教えてください。 

企画調整課長  お答えいたします。 

  私ども、財政ではないものですから、はっきりわかりませんけれども、基本的には三

位一体改革で税源移譲分が市税に入ってくる部分がございまして、その部分と合わせま

して今、景気がよくなりましたので法人市民税、この辺の伸びがありまして、その部分

の合計という形で理解をしております。 

  以上でございます。 

寺門委員   蒲原が静岡市と一緒になったわけですけれど、その要因というのも多尐あ

るのですか。 
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企画調整長   お答えいたします。 

  一忚、とりあえず１８年度予算につきましても蒲原の分は入っておりますので、１８

年度と１９年度の中に、まず、その蒲原との合併の部分で伸びたかどうかというのは、

例えば事業所がふえたとか、そういう部分があるかどうかというのは、ちょっと認識し

ておりませんけれども、とりあえず一般的には、もう１８年度の予算の中に蒲原の分は

組み込まれておりますので、一般論としては、この中には含まれていないというふうに

理解をしております。 

会長   よろしいですか。ほかに、どなたか。はい、どうぞ。 

内藤委員   当初予算のことですけれども、この静岡市と蒲原町の合併建設計画で町民

に全戸配布されましたこの事業の予算ですけれども、１８年から１９年とか、１８年か

ら２０年とかという、割合に近い時期に行うと約束された事業も多々載っているのです

けれども、この合併建設計画書に沿った予算、全部が全部予算が出ているとは、まだ向

こう１０年の計画ですから、ないと思うのですけれども、現時点で、わかっている限り

の、この建設計画書と照らし合わせた予算の内容をぜひお示し願えたらと思うのですけ

れども。 

広域行政室長   今、ご質問のありました以前各戸に配布された資料によりますと、実

施年度及び事業費が入っておりますが、これにつきましては、また後から説明をさせて

いただく予定であったのですが、前にお示ししました１８年度の予算案が入りました、

いわゆる建設計画の計画がございますが、こちらの方もまた１９年度の予算が決まりま

したら、こちらの方に盛り込んだ形でまたご説明をさせていただく予定になっておりま

す。ですから、今回はまだ予算が全部決まっておりませんので、そういう意味で今、主

要予算という形でお話をさせていただいてございます。 

  以上であります。 

会長   よろしいですか。ほかに、どなたか。 

戸塚（善）委員   この予算案には油缶川の改修工事が載っていないのですけれど、１

９年度は一忚、１８年度の補正予算で調査費が５００万円載って、それで１９年度は予

算がないのですか。 

広域行政室長   ただいまのご質問ですが、前にもご意見をいただいた部分だと思いま

す。それで、今回発表されました主要予算案の中には、そこまで記載されておりません。 

ただ、事業としましては引き続き実施していくという形で聞いております。額や内容
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につきましては、また今後、ご説明をさせていただきたいと思います。 

戸塚（善）委員   そうしますと結局、予算がなければ、あとは何をやるのですか。予

算案へ載せて、ある程度予算をもらえれば、ああ、やってもらえるのだなということに

なりますけれど。この予算案へ載ってないということは、１年間は調査で終わってしま

うということですか。 

広域行政室長   そういう意味ではありませんで、予算化は一忚検討されていると聞い

ております。ですから、たまたま今回の資料にはそこまで、ほかの事業もそうですけれ

ど、すべては登載されておりません。ですから、そういうことで、また予算が全部固ま

りましたら、改めましてご説明をさせていただくということであります。 

戸塚（善）委員   わかりました。 

  それから、収入の部の、静岡は、くわえたばこが禁止ですけれど、厳しいところです

けれど、たばこ税というのはどのぐらいあるのか。これに載ってないですが。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  例年ですと、大体４５億程度あると思います。 

  それから、さっき委員さんがおっしゃった１９年度予算に反映していないという部分

で、予算がはっきりしていない部分はありまして、それから、今、１９、２０、２１年

度の、第１次総合計画２期の実施計画の部分を企画調整課の方で担当をしているのです

けれども、予算が決まった後各課へ調整をさせていただいて、２月議会に提案をさせて

いただきますので、その中で盛り込まれていない、今説明をしました以外にも、この３

カ年には、いろいろな事業が蒲原地域の部分についても当然登載をされてくるものがあ

りますので、その辺をご理解いただきたいと思います。 

会長   よろしいですか。ほかに、どうぞ。 

稲葉委員   不燃粗大ごみ個別収集事業ということに関連してですが、従来、蒲原地区

では大きな、例えば布団だとかたんすだとか、ああいうものは３０センチ以下に切ろと

いうような中でやっていたのですけれども、この粗大ごみ、不燃ごみという中で、例え

ば、たんすのようなものでもそのまま出せるという形になったということで、１９年度

から非常にいい形になるなあというふうに受けとめています。 

  特に、布団等についても当初は３０センチ以下に切って、というような話もあったの

ですが、これについては蒲原地区の各関係者が要望しまして迅速に、４月からは２カ月

に１回、その布団も１メートル四方内、大きいまま回収してくれるというようなことも
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今聞いております。ということで非常に迅速に、いろいろな要望を受けとめてくれたと

いうことで。また、この詳細につきましては２月、３月の中で地区の住民には、きちん

と説明していくということになっていますけれども、とりあえず今こういう項目が出ま

したので、非常に迅速な対忚をありがとうございますということで、お礼申し上げます。 

  以上です。 

会長   ほかに、どなたか。 

石野委員   ７ページの下から三つ目に、清水駅東地区文化施設整備事業と挙がってい

ますけれど、蒲原から非常に近いので蒲原市民センターと考える上で、並行して考えた

いと思いますので、規模とか機能とか場所とか、おわかりになりましたらお願いします。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  清水の文化センターにつきましては、清水駅の海側に今空き地があると思うのですけ

れども、要するに、清水テルサに行くまでの空き地を利用しまして建設をしていくと。

今まで桜橋のところにありました清水文化センターをそちらの方へ移転をして建てか

えるということで、一忚収容規模は大体１,８００人程度を予定しておりまして、その

移転を考えているというような状況でございます。 

  以上です。 

石野委員   どういう機能というか、講演会とか音楽会とか、いろいろ考えていると思

いますけど、主なものはどういうものでしょうか。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  機能については、文化的なものについては例えば講演会にしても、要するに１,８００

席の規模でやる部分と、あと、会議室的な部分でやれるような規模の部分がありますの

で、それなりの対忚はできると思うのですけれども、特にという部分は通常の文化施設

と同じですので、メインをどうするかというような部分は尐し、今検討中だと思います。

以上でございます。 

石野委員   はい、ありがとうございました。 

会長   よろしいですか。 

宮田委員   関連で、その清水の文化センター、これにつきまして経営方法というのは、

市が管理して確実に全部やるのか。それとも指定管理者制度とか、そういうものを利用

して、多くの人に使ってもらって収益を上げるとか、そういう考えは持っていらっしゃ

るのか。その辺をお伺いしたいです。 
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企画調整課長   お答えいたします。 

  清水の文化センターにつきましてはＰＦＩ方式という形で、基本的に建設から維持・

管理・運営までやっていただくような方式を考えておりますけれども、全国的なものを

見ますと文化施設まで、要するに、中身のソフト事業までやって成功している例がない

ものですから、基本的には建物と維持メンテナンスの部分をお願いしていくような形に

なろうかと思いますけれども、今基本的にはＰＦＩの導入可能性調査をしておりますの

で、その状況を見て判断をしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

宮田委員   どうもありがとうございます。 

  それから、もう一点、１２ページの消防団の施設整備事業につきまして、お聞きたい

と思います。蒲原の第１分団本部となっておりますが、この改築内容は、どういう改築

内容をするのか、教えていただきたいと思います。 

広域行政室長   第１分団の本部の改築ですが、今の場所をかえて、新たに建てるとい

う話で伺っておりますが、詳細につきましては、こちらの方で、これ以上詳しいところ

は承知しておりませんので。 

宮田委員   それでは、わかり次第、また教えていただきたいと思います。 

  それともう一点、消防団の統一事業ということで、静岡、清水、蒲原、３体制という

ことになっておりますけど、静岡につきましては、駿河区、葵区と二つの区に分かれて

おり、清水、蒲原は清水区となっていると思います。そうすると、３体制ということは、

葵区、駿河区、清水区の３体制ということで受けとめてよろしいでしょうか。 

広域行政室長   消防団の一元化につきましては今現在、静岡、清水、蒲原と、それぞ

れ消防団ございますので、そちらの特に区ごとということではなくて、旧静岡につきま

しては旧静岡のいわゆる消防団、それから清水区に、確かに、清水が清水の消防団にな

りますけれど、あと、蒲原の消防団と、この三つが一元化するというように聞いており

ます。 

宮田委員   私も消防団に入っていますけれど、不明瞭な点がかなりありまして、葵区

と駿河区を合わせて静岡だと。静岡と清水とを合わせると、静岡の方が人数的には多い

と。清水は清水区であって、静岡市は葵区と駿河区と二つの区に分かれて、この区割り

にすると、人数割というのが清水区の人数が多くなってしまいます。そうなると、蒲原

が清水区に入ると、清水がまだ多くなると。そういった体制の中で、では三つに割ると
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いうのがいいのか、それとも、静岡が葵区、駿河区、清水区の三つでやるのがいいのか、

その辺、私たちも判断しかねているんですけれど、どういう区割りではなくて、静岡、

清水だけなのか、その辺もわかりましたら教えていただきたいのですけれど。 

広域行政室長   また、そこのところにつきましては、先ほどの分団の改築も含めまし

て、時期を見てご説明をさせていただくという形でお願いしたいと思います。 

会長   よろしいですか。 

宮田委員   はい、わかりました。 

内藤委員   消防関連で一つお伺いしたいのですけれども、蒲原の消防第３分団車庫で

すが、由比と蒲原の境目、東名高架のちょうど下のところにあるのですが、３分団があ

そこを間借りしているので移転するということで中区の山手通りの削り節の冷蔵庫を

壊した跡地に、３分団が移転するような話を聞いたことがあるのですけれども、この計

画書には第１分団のことしか載っていないのですが、３分団のその案というのはどうな

のでしょう、あるのでしょうか、ないのでしょうか。 

広域行政室長   今のことも含めまして、また今後、説明をさせていただきたいと思い

ます。 

会長   よろしいですか、それで。ほかに、どなたか。 

辻委員   一つお伺いしたいのですが、７ページの静岡市立美術館整備事業というのが

ありますけれども、これが、ことしは１９年度で運営実施計画策定ということになって

いますけれども、どんな感じになるのかということと、あと、元蒲原町で所蔵していた

夢二作品の扱いを、どのような感じで考えられているのかということをお聞きしたいの

ですが。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  この美術館につきましては、再開発ビルの３階に約３,０００平米のものをつくるとい

う形になっているのですけれども、今までの話をお伺いしますと、一忚美術品を要する

に市が所蔵をして、それを展示していくことではなくて、日本全国あるいは世界から、

そういう有名なものをその美術館の方へ借りて、その期間展示をしていくというような

形を考えているというふうに聞いております。 

  ですから、夢二さんの作品をここへ展示するというようなことは、それを企画検討し

てやれば別でしょうけれども、そこで所蔵をして、その部分を常設展みたいな形で展示

していくというようなことは、それ以外の市内に関係するものも、そのような形では考
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えていないというふうに考えております。 

会長   よろしいですか。ほかに意見がないようでしたら、では、第１の案件について

は、これで終わらせていただきます。 

  それでは、議事の（２）の「（仮）蒲原地区市民センター検討部会について」でありま

すが、前回の審議会で皆さんにお諮りし、人選を正副会長に一任していただきました検

討部会の委員の件ですが、お手元の資料２にあると思いますけれども、７名の皆さんに

（仮）蒲原地区市民文化センターについての検討をお願いしたいと思いますけれども、

よろしいでしょうか、このメンバーで。 

  はい、どうぞ。 

寺門委員   選ばれた方に対しては私は賛成であります。そういう中で一つお願いがあ

ります。これからいろいろな市の関係者と打ち合わせをしていくわけですが、ぜひ蒲原

の住民が使いやすい、使い勝手のいい、利用効率の上がるような形の設計段階の検討を

７名の皆さんに、しっかりやっていただくという形に私はお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

会長   ほかに、どなたか。 

  異議がなければ、この７名の方にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

  次は、第３の「次年度の地域審議会について」であります。 

広域行政室長   それでは、議事（３）次年度の地域審議会について、ご説明をさせて

いただきます。資料は、資料の３になります。 

  今回、資料３としまして「平成１９年度蒲原地域審議会のスケジュール（案）」をお示

しさせていただいております。 

  実際、審議内容や開催の期日につきましては、今現在と同じようにその都度審議会に

お諮りしまして決めておりますので、これはあくまでも年間スケジュールのたたき台と

して、ご覧いただきたいと思います。 

  まず、来年度の審議会の回数につきましては、本年度と同様に８回を予定しておりま

す。特に必要がありましたらば、予備の２回で対忚をしていきたいと考えております。 

  それで、年度当初の第１回、この時期は４月から５月にかけてということで、そこの

ところは、またご相談をさせていただくわけですが、年度当初の第１回につきましては、

審議会の運営方針や審議計画等につきましてご審議をいただくとともに、新年度予算が

この時期で決定していますので、建設計画の１９年度予算化の状況や総合計画の１９年
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度から２１年度までの３年間の第２期実施計画について、ご説明をさせていただくよう

な形で考えております。 

  第２回以降の予定につきましては、第１回の審議内容、ご説明を踏まえまして、蒲原

地区関連事業につきましてご審議をいただくほか、ただいまお話がありましたように、

（仮）蒲原地区市民センターの基本設計なども行っておりますので、その進捗状況に忚

じまして開催をしていくということが想定されます。そういう形でスケジュールにつき

ましては次年度の第１回で、また改めましてお話をさせていただく予定になっておりま

す。 

  そのほかに、この地域審議会としまして、ほかの都市に合併によりまして設置されま

した地域審議会の運営状況につきまして、参考とするために委員さんの視察等の実施も

検討をしているところであります。 

  以上、簡単ですが、議事（３）次年度の地域審議についての説明は以上でございます。 

会長   ただいま説明がありました次年度の審議会の日程ですが、その他、これに関連

した質問があれば。 

石野委員   あれは１２月でしたか、この審議会に欠席が多い方が１名いたので、その

ことについて会長がお話をするということになっていましたけど、どのようになってい

ますか。 

会長   それは、一番最後にしましょうか。今日は時間がありますので。一忚議題を進

めまして。 

石野委員   それと関連するのですが、私たちは任期が２年間ありますよね。もし１名

やめるという事態になった場合に、どのようにするのか。補充するのか。もし補充する

のだったら公募して、もっと専門的な、今度市民センターが設計に入りますので、そう

いうことがおわかりになる方を公募して強力にすると、この審議会を。ということも私

は考えましたけれども、また後でお願いします。 

会長   はい、「その他」のところで、その辺を議題にのせたいと思います。今日は時間

があるようですから。 

  はい、どうぞ。 

稲葉委員   今の審議会のスケジュールに関連してですが、先ほど、（仮）市民センター

の検討部会のメンバーが決まったわけで、その検討の段階と、このスケジュールの第５

回のところに「基本設計について（報告）」とあるのですが、検討部会のタイミングは、
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どの辺に入ってくるのか。例えば事前検討とか、そういうのは５月か、そのぐらいから

もうやるとか。 

建築総務課参与兼課長   うちのところで、この市民センター建設の設計関係をやらせ

ていただきますけれど、全体的な段取りといたしまして、うちの方、この設計をどうい

うふうに決めるかという方法、幾つか設計の方法はございます。例えば指名競争入札と

かコンペでやったり、あとは匿名でやったりとかあるのですけれど、私ども今回は、こ

れをプロポーザル方式といいまして、我々が設計者の意見を求めて、どの設計事務所に

していただこうかという、作品を選ぶのではなくて、その設計者を選ぼうと。こういう

方に設計していただければよい建物ができるだろうというような、そういうような方法

でこの設計を考えております。 

  それにつきまして我々の方は、４月に入ったらすぐその辺の動きをしないといけない

ということで、以前、１０月３０日付で市民センターの基本構想及び附帯意見について

ということが出ておりまして、その辺を踏まえて、基本構想というものをはっきりつく

って、それを提示して、設計者を決めていきたいということがありまして、できれば３

月中には、今日選ばれた７名の部会委員さんとお話しをさせていただいて、その基本構

想をしっかりしたものに固めて、それから発注をしていきたいと考えております。そこ

が一番大事なところで、できれば今年度中にその辺を全部まとめさせていただきたいと

いうことでお願いをしたいと思います。 

会長   これに関しては後で述べようと思ったのですが、会議が終わってから、委員７

名には残っていただいて、その辺の打ち合わせをしたいと思っています。この件はよろ

しいですか、その辺で。 

  それでは、日程の件ですけれど、来年度の第１回目が４月から５月となっていますが、

この場で決めるには先のことなものですから、お任せいただきたいと思います。よろし

いですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは、議事（４）の「その他」の①で「都市計画道路神沢白銀線の計画見

直し検討結果について」、担当課から説明をお願いします。 

都市計画課参与兼課長   都市計画課長の間宮と申します。貴重なお時間をいただき、

まことにありがとうございます。日ごろより都市計画事業を始め市政全般にご理解とご

協力をいただきまして、厚くお礼申し上げます。 
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  本日は、都市計画道路神沢白銀線の計画ルートの見直し検討結果について、ご報告を

させていただきます。 

  本件につきましては合併前に蒲原町都市計画審議会の答申に基づき、今年度に調査・

検討を行い、去る２月６日の静岡市都市計画審議会で検討結果を報告させていただきま

した。その内容につきまして、ご報告させていただきたいと思います。 

  それでは、担当の方からご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

都市計画課参事兼統括主幹   都市計画課都市施設計画担当、服部でございます。よろ

しくお願いいたします。 

  スクリーンを利用させて進めさせていただきますが、お手元に先日の静岡市都市計画

審議会においてご報告させていただきました内容を要約した資料をお配りしてござい

ますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 

  本日の内容といたしましては、都市計画道路の基本的な考え方と神沢白銀線の検討結

果でございます。 

  それでは、都市計画道路の基本的な考え方でございますが、日本都市計画学会が都市

計画の実務の参考書として編さんいたしました「都市計画マニュアル」に書かれていま

すように、都市計画道路は、都市の将来像を達成し、円滑な都市交通と良好な都市環境

を形成するために定めるものでございます。 

  機能といたしましては、交通機能、空間機能、市街地形成機能があり、これらの機能

を十分発揮できるよう都市計画道路を計画いたします。 

  具体的には、都市計画道路は、その多くが市街地を通過する道路であり、市街地を通

過する道路は移動のために通行したり、ある施設にアクセスする際に利用するなどの交

通機能、市街地に道路が整備されることで、地域における日照の確保が容易となる。災

害時の避難通路として利用することが可能になる。バス、地下鉄等さまざまな都市施設

や上下水道管等を収容することができる。などの空間機能。都市の構造を形づくったり、

整然とした街区を形成するなどの市街地形成機能でございます。 

  このように市街地における道路の整備は、交通の利便性を高めるだけでなく、都市の

暮らしやすさを高める役割をも果たしております。 

  スクリーンには、その機能を発揮させるための都市計画道路のネットワークの一般的

な配置モデルをお示ししてございます。 

  道路の機能により自動車専用道路、幹線道路、区画街路等に分類され、土地利用に忚
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じた配置がされております。 

  以上が都市計画道路の基本的な考え方になります。 

  続きまして、神沢白銀線の計画見直し検討結果につきまして、ご説明させていただき

ます。 

  蒲原地区の都市計画道路の整備状況について、ご説明いたします。 

  都市計画道路は、全８路線、総延長１１.６キロメートルで、整備済み延長といたしま

しては約８.３キロメートルであり、整備率は約７１％となっております。しかし、２

路線が全線未着手、２路線が一部未整備でございます。 

  神沢白銀線について、ご説明いたします。 

  本路線は、昭和３７年に旧蒲原町の東西幹線道路として約５.２００メートルが都市計

画決定され、昭和４８年の名称変更と昭和５９年の一部線形変更を経て、現在に至って

おります。 

  青い実線が整備済み区間、延長約３,３５０メートルで、整備率は６４％となっており

ます。黒い破線は、長期にわたる未整備区間、延長約１,２４０メートルであります。 

そして、赤い破線部の約６００メートルが今回調査・検討を行った区間でございます。 

  ここで、今回の調査・検討に至った経緯について、ご説明いたします。 

  平成１４年に旧蒲原町では、町内すべての長期にわたる未着手路線及び未整備区間に

ついて、今後どのように考えていくべきか、蒲原町都市計画審議会に諮問をいたしまし

た。 

  同審議会からは、未整備路線の必要性を検証すべきという答申がなされ、その中で神

沢白銀線の蒲原４丁目の区間について、海岸堤防沿いのバイパス海岸線を拡幅整備する

案が示されたことから、今年度計画ルートの調査・検討を行ってきたところです。 

  検討を行った蒲原４丁目の区間は、一般住宅や地場産業の中小工場が多く、本計画区

間は長期にわたり未整備となっておりました。この区間において地形や周辺土地利用状

況を考慮して、蒲原町都市計画審議会の提案路線を中心に、次の三つのルートを比較・

検討いたしました。 

  スクリーン上の赤い線のルート１は、既計画決定の路線でございます。 

  青い線のルート２は、今回比較・検討するに当たり、新たに検討した路線でございま

す。できる限り既存の道路や堤敷きを利用したものでございます。 

  茶色の線で表示しましたルート３は、蒲原町都市計画審議会からの提案に基づいたル
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ートであり、現道のバイパス海岸線を拡幅整備しようとするものでございます。 

  ルート１、２につきましては、線形、走行性、連続性、沿道土地利用、地域防災の面

など、それぞれに事業効果があるという検討の結果でございます。 

  ルート３につきましては、線形に曲線が多いため走行性に务ること、現地の将来交通

量はふえる想定であり、高浜ＩＣ交差点の危険度が増すと考えられること。さらに海岸

堤防沿いの路線であるため、沿道の土地利用が北側のみとなり、事業効果が半減するこ

と。地域の防災機能を担う施設としての効果が低いなど、前段でご説明させていただき

ましたように、都市計画道路としての機能や構造に务っている検討結果でございました。 

  最後に、今回の検討結果をまとめますと、蒲原町都市計画審議会からの提案であるル

ート３につきましては、都市計画道路の変更ルートとしては適切でないと判断いたしま

した。したがいまして、神沢白銀線につきましては、将来の周辺整備に伴い、必要に忚

じた都市計画の変更等を検討していくこととし、現段階では、既往の都市計画決定を維

持していきたいと考えております。 

  以上で、ご報告を終了いたします。 

会長   これで説明はいいですか。 

  では、これに関して、どなたか質問。はい、どうぞ。 

片瀬委員   今、計画の見直しをして検討したというお話ですけれども、例えば一つの

例として、旧の土屋製材のところを分譲して開発をしましたけれども、この計画であれ

ば、あそこら辺がかかってくるのかなと思うのです。あそこがかかるのであれば、こう

いう計画の中に、当然整合性の中で、あそこを事前に買収するとか、そういう計画に見

合ったことをしていかなければいけなかったのではないかと思うのですけれども、そこ

ら辺のことはどうなったのでしょうか。 

都市計画課参事兼統括主幹   今、片瀬委員のおっしゃいました土屋製材さんのところ

の開発計画との整合性ということでございますが、今回はあくまでルート案の検討とい

うことでありまして、既決定の都市計画道路の位置づけで、都市計画審議会からの提案

でございますバイパス海岸線の検討、さらには、もう一路線、真ん中にどのような形の

路線が考えられるかということの検討でありまして、そこのところを事業化するという

ことではなくて、２路線につきまして検討し、では、もう一路線、真ん中の路線として

検討したらどういう結果になるだろうかということの調査・検討でありました。 

片瀬委員   これは基本計画という部分で、家を移設というか、移動しなければならな
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いような事業計画の中で、非常に長期的な部分だと思うのです。現実問題、あそこを分

譲する前であれば、一つのチャンスという部分で買収等を行わなければならなかった事

業にもかかわらず、やらなくて検討して、また今までと同じという部分においては、や

はり、これはもうできそうもないという感覚を私たちは覚えるのですけれども。 

都市計画課参事兼統括主幹   都市計画道路という位置づけを前段でご説明させていた

だきましたように、長期的あるいは長中期的な計画のもとに定められるものでありまし

て、おっしゃいましたように、そこに都市計画道路を位置づけるということも含めまし

て事業化につきましても、ある程度の長期はやむを得ないということがありますけれど

も、現在、ことし１８年度におきまして、静岡市全体における都市計画道路の見直しと

いうものを進めております。その中で長期にわたる未整備路線、現在、静岡市において

８路線、計画から２０年以上、あるいは５０年、６０年も未整備の路線がございます。 

その位置づけについて再検討をしようという作業を行っております。 

  その中で都市計画道路の見直しになりますと、都市計画決定の変更というものが伴い

ます。そのためには再度地元に入りまして、今までの都市計画決定はこうなっていたの

だけれども、次は、今度はこうなりますよ、都市計画道路に決定されているということ

を前提に土地利用を考えていらっしゃる方もおりますでしょうし、また、今おっしゃい

ましたように、事業化がなされないということならば、だめなのかなということで、で

は早く廃止してくれとか変更してくれと言う方もございますし、それをさまざまな角度

から今年度以降見直しをして、都市計画道路のあるべき姿を検討し直しましょうという

ことで作業を進めております。 

片瀬委員   ちょっとよくわからないのですけれども、すでにそういう計画があった中

で、例えば土地を処分するときに、例えば競売にかけるとか、そのようなときは大きな

チャンスではないかなと思うのです。住んでいるところを移設するというのは大変なの

ですけれども、例えば、不要で困っている土地とか、何かのことで処分するような事態

になっているというときが、やはりチャンスかなと私は思うのですけれども、ちょっと

そういうのは行政と感覚が違うのかなと思うのですが。 

稲葉委員   私は現在、静岡市の土地計画審議会の審議委員ですから、過日、今回のこ

の説明があったときに、やはり非常に大きな関心事であるので、今日審議会があるので、

ここで説明してくださいという要望も出して、今日に至ったわけですけれども、私の認

識としては、やはりここで出たルート１というのが、はっきり決まっているその計画で
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あって、それで、物事を長期的に考えるには、やはりこのルート１というのを大前提に

して、いろいろなことが進んできたと思うのですが、今、片瀬委員の言われるルート２

（＊ルート１の間違いと思われる）というのは、それこそ１年ほど前くらいから、この

検討をするための一つのルートだけであって、全然具体性というのはテーブルにも上が

っていないわけですね、ルート２というのは。 

  それで、ルート３というのは蒲原からの提案ということですので、多分、片瀬委員の

気持ちはわかるのですが、ルート２を皆さんとお話ししたり、前向きに話していくには、

まだまだそこまでいかない、ずっと前段の話ではないかなと思いますし、気持ちはわか

るのですが、ルート１を前提にしての話ならわかるのですが、ルート２ではちょっと難

しいかなと私は感じました。 

副会長   私も蒲原町の都市計画審議会に入っていました。いろいろ検討をしてきたわ

けですけれども、例えば、山手線はこれは途中で方向転換しましたよね。ずっと諏訪町

の方まで行かないで、警察のところから下へおろそうという変更しましたよね。ああい

う形で行ったわけですけれども、この神沢白銀線を検討したときに、もう実現性がない

のではないかという話がかなり出たわけですね。ここをこういう形で都市計画としてつ

くるということになると莫大な移転費とか、あるいは、そういう人たちが動いてくれる

かどうかとか相当な力がいて、なかなか今までもやってきて未整備だったし、また今後

も絶対できないだろうという、絶対というのはないかもしれないけど、そういう話で都

市計画道路のルートを変更したらどうだという、そういう話の中で出てきたものが、海

岸線の方へと回していった方が現実性があるのではないかという話の中で、蒲原町の都

市計画審議会としては、そちら（＊ルート３）をそういう形で答申したわけです。 

  今聞いていると結局、都市計画審議会というのはこういう目的だから下はだめよと、

あまり効果はないと。だから、もとへ戻すといっても、もとへ戻してみても、ではそれ

が今までも、もう何十年そのまま、そこだけは動かなかったと。では将来的に本当に可

能性があるのかというと、ないでしょう。あるのですか、本当に。どうもそこらが非常

に疑問だというところですよね。またルート１に戻ったという･･･。 

都市計画課参与兼課長   都市計画課長の間宮と申します。 

  先ほど、都市計画道路の考え方をご説明させていただきまして、基本的には考え方に

基づいてルート等を設定していくわけなのですけど、その中で静岡市内には都市計画道

路が１３５路線あります。これにつきまして今、整備率が、先ほどの蒲原地区の７１に
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比べて６１％ぐらいですね。都市計画決定していまして、まだ未整備の路線もかなりあ

ります。この未整備の路線につきましては、先ほどご説明させてもらいました都市計画

道路、今まで拡大路線で来た都市計画道路が、昨今の尐子高齢化、あと社会経済情勢、

こういうものを勘案しまして、都市計画道路の見直しを今年度からやっているわけなの

ですけれど、その中で必要となれば私どもは、今の都市計画道路を消すわけには、やは

りいかないと考えております。 

  いつやるのかという話なのですけれど、これにつきましては、やはり財政的な問題も

ありまして、現在では、いつからやるということは、ちょっとご提示はできないのです

けれど、今後、あとの未整備路線につきまして具体化するのは事業課の方で、どこを何

年にやっていくとか、そういう実施計画を立てまして、やっていくことになります。 

  蒲原地区につきましては先ほど片瀬委員が、用地が今を逃せば、なかなか進まないの

ではないかとか、そういうようなお話もありますけれど、ここのエリアだけでなくて、

ほかの場所でもそういう事例、確かにありますが、市としましては、そういうものも総

合的に判断しまして、今後事業課の方で整備順位、その辺を決めて、今見直しもありま

すけれど、現在決まっているものにつきましては、基本的には実施していくという考え

で、都市計画道路の整備を図っていくということで今考えておりますので、その辺ご理

解よろしくお願いいたしたいと思います。 

副会長   そうすると、この神沢白銀線も近く計画、いつごろやりたいという、そうい

う計画的なものは出てくるのですか。 

都市計画課参与兼課長   整備計画ですね。整備計画につきましては、去年、平成１７

年度に道路部の方で道路整備プログラムというのを作成しまして、おおむね１０年ぐら

いのオーダーで整備していく路線ということを位置づけております。現段階では、その

中には、ちょっと今入っていないのですけれど、今後どういうような形で、５年に１回

ぐらい見直し等も想定されますので、その中に入っていけば実施に向けて動くと思うの

ですけれど、現段階では、その辺がまだ決まっておりませんので、今後事業課が優先順

位を決めましてやっていくということになります。 

会長   よろしいですか。はい、どうぞ。 

寺門委員   今話を聞いていて、ちょっと首をかしげているわけですけれどね。蒲原町

の都市計画審議会の中で一つの方向性を出したというのがあるわけですが、実はこれ、

もう半世紀を過ぎている事業ですよね。そういう中で一つも手をつけられなかったとい
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う部分があって、実は、私の地域で、家を建てかえたいという形があったのですよ。３

階建てを建てたいという形の中で、計画をその家が立てたのですけれど、要するに、も

うこの道路になってしまっているからだめだよというふうな話があって、そして、これ

ではちょっとおかしいだろうと。要するに、もう代が替わってしまっているのですよね。 

親が亡くなってしまって次の代になってしまっているから、そういう経緯が全然わか

らないような中で、ただぽっと計画出したら、それだめだよという形を言われたという

ことがあったわけですけれど。 

  そういう中で、このまま行って、路線の現地を見ていただければわかりますけど、間

口が三間か、そんな家がずっと連なっているわけです。ですから、その中に道路をポー

ンと通したって、その家を動かすとなると、もう７０軒ぐらい多分、新蒲原までの間に

あると思うのです。ちょっと、ど忘れしましたけれど、前に数えたことがあるのですよ、

印をつけてね。地域の長老なんかにも話を聞いたけれど、そんな計画は知らない、とい

う話が多かったわけですよ。ですから、今さら動かないよ、なんていう話が本当に正直

出ているわけです。 

  ですから、この計画は計画として、こういうふうな形で載っているということは前に

も質問しましたけど、なかなか変更もできない、中止もできないというのが、法律の中

であるような話も聞きましたけれど。ですから、このルート１を既存の計画の中の一つ

の路線として、このまま続けていっても、また半世紀過ぎてしまうような気がするので

すけれど。そうすると、もう三代ぐらいまで続いていっても、とうとうできなかったと

いう話になっていくような気がするもので、ぜひ何とか曲線を描いている第３ルートと

いうのがあるでしょう。南側は使えないという条件も、マイナス面もあるというのもわ

かりますけれど。 

  道路事情が、蒲原はこういう南から北が狭い地域の中に道路があるわけですから、そ

ういう形の中で車もこれからふえてくるという予測も市の方ではしているようですか

ら、ぜひ、また何らかの方法で、夢がかなうような形の事業にしていっていただくとあ

りがたいなというふうに私感ずるのですけれどね。静岡の都市計画審議会の中で、要す

るに都市計画道の内容をさっき言いましたけど、それに当てはまらないからだめだとい

うのではなくて、また、地域の事情もぜひ考えていただくという形もひとつお願いした

いと思います。 

  以上でございます。 
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会長   これに関して、はい。 

都市計画課参与兼課長   蒲原地区につきましては、私、名称の方はちょっとわからな

いのですけれど、大型商業施設の横のＪＲ東海の横断ですか、そういうところの改修問

題とか、今後、地域の道路を整備していく課題がかなりあると認識しております。例え

ば、そういう機会に、今言った、その都市計画道路とか、そういうものもあわせて検討

して、どれが一番最適な案になるのか、今後検討していきたいと思っております。 

  それと、１８年度から都市計画道路の見直しもやっていますので、あわせて地域の皆

様の意見等も聞きながら、都市計画道路の整備ということをやはり進めていきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

寺門委員   最後に一つ。では、ぜひ市の関係者の皆さんにお願いです。ぜひ地域に足

を踏み込んで見ていただいて、一番実現性のあるという形のものをぜひ実現していただ

きたいと、そういうふうに私は思っています。 

  以上です。 

会長   よろしいですか、これで。 

  では、時間も大分経過したので、その他に入る前にここで５分か１０分休憩させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

休憩 午前１１時１３分 

再開 午前１１時２１分 

会長   それでは、「その他」ですけれども、どなたか、「その他」で、ほかの件で質問

あれば。どうぞ。 

鷲巣委員   今日は１０回目ということで、今年度は最後になるわけです。次回は４月

でちょっと間があきますね。ハード的なお話が続いていたのですけれども、次年度から

ソフト的な分野も含めて、まちづくりに関して前回皆さんにお配りしました「まちづく

り交付金」についての部分もあるものですから、レポートを作成してきたのですが、皆

さんにお配りしてよろしいでしょうか。 

会長   それは、よろしいでしょうね。はい、よいと思います。 

鷲巣委員   ありがとうございます。では、２０部ありますので、中の方と外に一部お

願いします。 

  建設計画の中で下水道のお話が出ていましたけれども、予算的に見通しがつかないと

いうことだったのですが、先日お渡しした「まちづくり交付金」の中で、交付対象事業
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として下水道の項目がございます。その点についてちょっと。 

  下水道を調べてみたのですけれども、これまでの下水道の主な目的としては、都市部

に降った雨水を速やかに流し去ることで水害を防止。それから汚水排除、し尿を衛生的

に収集し、病原体を消毒することで公衆衛生を改善。浄化、汚水中の有機物を酸化分解

し、公共用水域の水質汚濁を防止。 

  これまではそうであったのですが、近年はこれらに加えて環境保全、雨水を含めたよ

り高度な浄化による公共水域の水質ほか、環境全体の保全と改善。それとリサイクル、

有機物・無機物の資源化による物質循環社会の一環としての役割。もう一つ大事なこと

は、情報経路としての役割。光ファイバー網などの情報ネットワークを築くための社会

資本になる。 

  そういったことが求められつつ、また、担い手になりつつあるということです。 

  下水道というのは都市基盤整備の一環として、多額な建設費を投じて整備され、建設

後も維持管理や更新に多額の経費を要す国家レベルの公共事業であるということ。先進

国ほど普及率が高い傾向を示すが、日本の下水道普及率は２００６年現在で約７０％。

ほかの先進諸国に比べると、依然として低い普及率であるということです。また、都道

府県別に見れば、また、地域格差も大きい。未普及地域における早急な整備が求められ

ている一方で、また、既に下水道が整備された都市においても合流式下水道の改善、高

度処理の推進、汚泥のリサイクルの推進、老朽化した施設の更新等、多くの課題が残さ

れている。 

  しかし、２０世紀の下水道事業は、おくれている社会資本の整備拡大の観点から推進

されてきたのですが、今後は、２１世紀は住みやすい暮らしの場づくり、健全な水循環

と良好な水循環の創造、持続可能な都市の構築などを新たな目標とする必要がある、と

いうふうにあるのですけれども、私はこう思うのですね。 

  「まちづくり交付金」の中の下水道の欄なのですが、その前に都市再生整備計画とい

う作成書をつくって、計画対象地区にあれば、都市再生整備計画に位置づけられたほか

の事業、この前、内藤委員の方から出していただいた建設計画の表なのですけれども、

これにあります都市基盤のところでも、町並み修景事業とか歴史の回廊かんばら整備事

業とか、そういった西木戸から東木戸にこだわりますけれども、景観整備をしていただ

くあのあたりを中心的に、この対象事業を下水道と重ねていくことはできないでしょう

か。 
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  全域に下水道をいきなり引くのではなくて、部分的に町の看板になるところから、こ

のまちづくり交付金を利用して、また桜ですね。御殿山の桜と宿場の方とを重ねて人が、

要は、そこに定住をする、それから、来ていただくという、そういった人口の増加定着

をねらって目標をつくっていく、そういったハードとソフトを兼ね備えていくまちづく

りを持っていく。 

  また、５ページにありますけれども望ましいスタンス、それから問題のあるスタンス

というふうに企画が出ておりますけれども、こういったことで下水道の方を処理施設場

の場所も問題であるかとは思うのですけれども、管を引けば、それで終わりというもの

でもないものですから、大きな仕事にはなると思うのですけれども、環境問題のことか

ら考えておきますと、捨てておけということにもいかないかなと。 

  やはり図面の３ページですけれども、例えば、まちづくり、切り口が非常に多いもの

ですから、例えば、わかりやす、観光化するという、日本国土は資源が尐ないものです

から観光化して、お客さんに来ていただくということ、一番身近で手軽にできる方法で

はあるかなとは思うのですが、これからの国土は人口が減尐してまいります。全国おの

おのの場所がそれぞれ自分の地域を活性化させようとして、観光化を図っていく。 

  ２番の情報発信。これまでは、どこでもやるところなのですけれども、問題はこの３

番目の交通機関。道路もそうなのですけれども、ハードが入りますね。４と５にソフト

の「ようこそ」というおもてなし、それから物語づくり、感動ですね。この一連の流れ

がまちづくりには必要だと思うのですね。この１番から５番までの、どれもが、どれか

が欠けてもできないのではないかなと思います。 

  その矢印の横、この一連の流れがあることは結局、来会者、リピーターを呼ぶ、そし

て、住民に心地よい環境である。この住民に心地よい環境をというのがちょっと微妙な

ところで、下水道がないことが住民に心地よい環境であるかどうかなというのは、とて

も疑問なのですけれども、ただ、一般的に見ますと、やはり人口が定住して、人口が増

して、初めてそこで建設計画や周辺整備にも期待が持てるかなというのも、これも事実

であります。予算のことを考えればですね。 

  そこで、ソフトプラスハードのまちづくりが行える。その目標から事後評価までの繰

り返しにはなっていくのですが、こういったフローチャートにすると、こういった流れ

ではないかなと思ったことをちょっと図式に、わかりやすく書いてみました。 

  あと、上の方にあります都市と地方のリンクですね。行き来ですね。幾らこれだけの
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ことをやっても人がやっぱり来ませんと、お金をかけただけ、ということになってしま

うものですから、こちらの広報「静岡気分」の１月１日号ですが、「駿府と江尻から見

た世界」というところに通信使の話が出ておりますね。通信使は、大御所四百年祭の祭

事でも５月１２日から、こちらの１６ページの方にも書いてあるのですけれども、結局

何がこれにあと必要かというと、都市と地方とのその行き来なんですね。リンクを張る

ということですね。よしみですね。よくＮＨＫの８時からの大河ドラマで、よしみはあ

るのかとかね。そういうせりふが出てきますけれど、結局そういうことだと思うのです

ね。「つくりました」で終わりではなくて行き来する、その法則というのが、これは蒲

原地域とか静岡市とかに当てはめることではなくて、一般論として書きました。 

  あと、中心部と末端部の双方向性です。やはり合併をして、隅っこが過疎化してしま

うのではないかという不安は、住民の間には、いまだにあると思うのですね。やはり双

方向の連携というのは、この図面の上で、プラスアルファで大事なものに･･･。 

会長   すみません。長くなりますけれども･･･。 

鷲巣委員   すみません、終わります。 

  では、一忚この下水道の採択、１６年度と１７年度の採択地区というのがハンドブッ

クの方に載っておりましたので、パソコンでつくって書き出しておきました。こういっ

た地区名が都道府県から載っておりますけれども、公共施設として下水道というのが、

ほかにもあるのですけれど下水道だけ書き出しました。 

  あと、最後のページは、参考にまで見ていただいたらよろしいかと思います。 

  ありがとうございました。長くて申しわけありません。 

会長   ほかに、どなたか。 

戸塚（善）委員   蒲原病院のことを尐し聞きたいのですが。来年の１０月か１１月で

すか、富士川が富士市と合併になりますと、その時点で蒲原病院がどうなるかというこ

となのですが。合併のときは、蒲原病院は残ると言っていましたけど。今度は富士市と

静岡市との話し合いになっていくのではないかと思うのですけど、それが合併してから

の話し合いなのか、事前に、由比は合併するのか、しないのか、ちょっとわからないで

すけれど、当然静岡ブロックへ入ると思うのですよ。そうなりますと富士との駆け引き

になると思うのですけれどね。 

  ですが、この蒲原病院は、我々旧庵原３町、芝川にとっては、かけがえのない病院な

のですよ。ですから、これを何とか早く明確に、蒲原病院は残ります、では今度どうし
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ます、ああしますということを、ビジョンを一日も早く、郡民と言っては申しわけない

ですが、やはり知ってもらうためにも早急に何とか対策を考えてもらいたいのですけれ

ど。静岡には市立病院は清水にもあると、もう蒲原は要らないのではないかなんていう

ふうなことになりかねないと恐れているのですよ、町民にしてみれば。そうすると、な

おさら富士と合併すると、富士川が抜けてしまうと、富士も要らないよ、静岡も要らな

いよといったら、蒲原病院はどうなってしまうかって、もう私自身もそれを一番心配す

るものですから。 

  これは一忚要望ですが、一日も早く結論を、富士との話し合いで結論を一日も早く出

してもらいたいと思うのですが。これは、またどこかからも陳情か何かで出てくると思

いますけれど、またひとつよろしくお願いします。 

会長   何かありますか。 

広域行政室長   今お話のありました共立蒲原総合病院の関係ですが、おっしゃられた

とおり、今現在、富士・富士川の合併協議会が設置されて、すでに２回開催されている

ということで、また、その合併協議の中で、この一部事務組合の取扱いが当然その項目

としてございますので、またいずれ、うちとだけでなくて由比、あと芝川町もございま

す。そういう構成団体との話し合いもあるのかとは思います。 

  ですから、またそこら辺のところをある程度まとまった段階でご報告できたら、先ほ

ど、年間スケジュールのところでは当然入っておりませんが、また時期を見て、ご報告

をさせていただきたいと思っております。以上であります。 

戸塚（善）委員   今、年間スケジュールには入ってなかったということですけれど、

これが一日も早く正確な報告ができますように、ひとつお願いいたします。 

会長   よろしいですか。ほかに何か。はい、どうぞ。 

鈴木委員   今のお話に関連するのですけれども、確か合併のときに建設計画だったか

協定書だったかで、１０年間で病院の累積赤字を解消するというのが合併の条件に挙げ

られていたと思いまして、１年経過してどんな状況か。また、今のお話につけ加えて、

教えていただければと思います。 

会長   経過ですね 

鈴木委員   はい、今の状況ですね。その欠損問題に関する。 

企画調整課長 お答えいたします。 

  基本的に現状で赤字が出ておりまして、やはりその部分を賄えないという、要するに
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町があるわけです。静岡市としては赤字を、要するに補てんをしてでも維持したいとい

うことは考えているのですけれども、基本的には町の方がそういう部分の財源がないと

いうことで、累積にしていくというところが今の現状でして、来年度には、要するに運

転資金の現金がショートしてしまうというような状況まで来ているものですから、管理

者の一人として静岡市としては、その赤字について各構成団体で負担をしましょうとい

う話はさせていただいているのですけれども、その辺のところが各団体で思惑がちょっ

と違うものですから、なかなかうまくいっていないという状況です。 

  基本的に静岡市としても残していきたいという考え方はあるのですけれども、赤字が

どうしても埋まらないという状況で、要するに資金ショートをするという状況になりま

すと、一忚民間でいくと倒産という状況になります。そうすると、どちらかというと何

十億というような負債とか累積赤字もありますので、これは退職金の問題もありますと、

１００億を超える額をそこで負担をしていかなくてはならないというような現状もあ

りますので、静岡市としては、そういうことにならないように、多尐の額はそこへ投下

していきたいというような考え方は持っております。基本的には今、赤字は、いろいろ

な問題がありまして、やはり累積赤字が出ているという状況は変わっておりません。以

上です。 

鈴木委員   お医者さんの数が極端に減っているというのは、全国の地方病院どこでも

そうらしいのですけれども、聞いた話では、蒲原病院も数年前に４０人ぐらいいた医者

が今２０人ぐらいという話を聞いていますし、なくなってしまった科もありますし、稼

ぐ人がどんどん減っていく中で、これからまた欠損がふえていくのではないかというの

は容易に想像できるものですから、ぜひ詳細なご報告をまたいただきたいと思います。 

会長   それでよろしいですか、要望で。 

戸塚（善）委員   やはり同じなのですけれど、これ、赤字の原因というのは静岡の方

で監査委員が入っていますね。病院の監査が。それで、原因を指摘する意見のようなも

のが出ているというか、実際に、富士宮の市立病院は、黒字ですってね。だから、そう

いう何か原因があるような感じがするのですけれど。 

企画調整課長   お答えいたします。 

  答えになるかどうかわかりませんけれども、基本的に病院経営というのは赤字になる

のではないかなと思うのですけれども。黒字になっている病院というのは例えば特化し

て、例えば、静岡市立病院のように心臓専門とか、そういう要するに、お金が稼げると
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ころの部分をやっている病院は黒字経営という形になると思うのです。一般的ないろい

ろな診療科目を持っているところにつきましては、やはり人件費が非常に多くかかりま

すので、その部分で赤字になるのではないかなということで考えております。 

  現に静岡も清水と静岡と持っていますけれども、やはり赤字の部分が出てきますので、

それについては現行、静岡市は全部赤字補てんをして、累積赤字にならないような仕組

みで、今現行、運営をしておりますけれども、他の地方自治体でいけば、５０億とか６

０億の累積赤字を抱えたまま運営しているというような自治体の方が多いというふう

に聞いております。以上です。 

会長  よろしいですか、これに関しては。 

  ほかになければ、これで。はい、何かありますか。 

広域行政室長   最後にすみません。一点、広域行政室の三宅です。 

  来年度のスケジュールの話を先ほどさせていただいたのですが、来年度以降の地域審

議会の所管する担当課に変更がございますので、ご説明をさせていただきます。 

  地域審議会につきましては、事務局であります蒲原支所、それから、区の関係を担当

しております清水区の地域総務課、そして、全体的な総合調整を担当しております私ど

も企画調整課の３課が共同して事務を執行しているところでありますが、来年度機構改

正がございまして、その総合調製の部分が企画調整課ではなく、新たに設置されます区

政課というところが担当することになります。 

  実質的には、この地域審議会につきましては地域振興の観点から、清水区の地域総務

課と事務局であります蒲原支所が中心となって対忚していくことになります。企画調整

課も総合計画とか合併建設計画の全体的な進捗管理、それについては引き続き担当しま

す。したがいまして、来年度以降もこの地域審議会におきまして、それらに関する説明

は引き続きさせていただくことになりますので、またよろしくお願いいたします。 

  以上であります。 

会長   よろしいですか。 

  これで本日の議事は、すべて終了いたしました。 

  なお、本日の議事録の署名は、名簿の順に戸塚善久委員にお願いしたいと思います。 

  以上をもちまして、第１０回静岡市蒲原地域審議会を閉会させていただきます。 

  ありがとうございました。 
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    （午前１１時５３分 閉会） 
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