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第４期第３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２４年１０月４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）宮田会長、五十嵐委員、市川委員、宇佐美委員、坂本委員 

             佐藤委員、志田委員、緑川委員、望月和志委員 

             望月秀美委員、矢部委員、吉田委員、米倉委員 

        （事 務 局）区   政   課：山﨑課長、山口参事兼統括主幹、油井主事 

               総務・防災課：広瀬課長、今井参事兼区付主幹,鷺坂副主幹 

蒲 原 支 所 :青木支所長、石川参事兼統括主幹、杉山主幹

井上主査 

４ 議 事    

 （１）合併建設計画蒲原地区関連事業等 

 （２）その他 
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参事   本日は、お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

  定刻になりましたので、第４期第３回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  これからの司会進行を務めさせていただきます、蒲原支所の石川です。よろしくお願い

いたします。 

  それと、前回、地域審議会において、発言者の顔が見えないとの指摘がございました。

今回、会場のレイアウトを変更させていただきまして、発言者のお顔が見えるような形に

しましたので、よろしくお願いします。 

  初めにご報告をさせていただきます。本日は４番の折原委員、８番の日野委員の２名か

ら欠席の届け出がありました。 

  地域審議会の設置に関する協議書第７条第３項に、「審議会は委員の半数以上が出席し

なければ会議を開くことができない。」と規定されています。本日の出席者は１３名で過

半数を超えておりますので、会議は成立することをご報告いたします。なお、この審議会

は、地域審議会の設置に関する協議書第７条第５項の規定に基づき、原則公開となってお

りますので、ご承知おきください。 

  それでは、まず、配付資料の確認をお願いいたします。本日、皆様のところに配付いた

しました資料は、次第、参考資料１－１、地域審議会の所掌事務について説明（抜粋）、

Ａ３の１枚ものです。次に、参考資料の１－２、平成１７年１月１１日第９回合併協議会

資料（抜粋）、Ａ４の１枚もの。次に、参考資料１－３、逐条解説市町村合併特例法、Ａ

４の１枚の両面コピーのものです。次に、参考資料１－４、各地域審議会の所掌事務等、

Ａ３の１枚で両面コピーのものです。それと、資料１、合併建設計画蒲原地区関連事業等、

Ａ３の１枚ものでカラーコピーになっているものです。皆さんのお手元にありますでしょ

うか。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは、ここで、宮田会長よりご挨拶をいただきます。 

  宮田会長よろしくお願いいたします。 

会長   どうも、皆さん、こんにちは。 

  今日３回目を開かせていただいておりますが、合併建設計画登載事業という中で８０％

いくか、いかないか。そのぐらいで、まだまだ白いところが目立つようです。また、そう

いう中において、そこら辺を重要ポイントとして考えてもらって、進めていっていただき

たいなと思います。これからも、よろしくお願いします。 
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参事   ありがとうございました。 

 それでは、これより議事に入ります。議事進行につきましては、宮田会長にお願いいた

します。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、皆様にお願いがございます。会議録作成のため、発言の際にはマイクのボタン

を押し、氏名を述べてから発言をお願いいたします。 

  それでは、議事（１）「合併建設計画蒲原地区関連事業等について」、事務局から説明

を求めます。 

  今井参事。 

参事   どうも、こんにちは。よろしくお願いいたします。総務・防災課の今井です。

座って説明させていただきます。 

  それでは、議事（１）「合併建設計画関連事業等進捗状況について」ということで、ご

説明させていただきますが、まず、最初に皆様の手元に新たに資料１ということで、色つ

きの合併建設計画関連事業ということでいっていると思います。前回、お配りさせていた

だいた中で、まだ、数値的に入っていないところがございました。その部分を追加して、

つくり直させていただきましたので、前回、お渡ししたものについては、破棄していただ

ければと思います。ちなみに、数字的に加わったところについてだけ、簡単にちょっとだ

け説明させていただきます。 

  資料ナンバー１をお手元にお願いいたします。 

  まず、ナンバー９番の「蒲原保健福祉センター施設維持管理事業」の右にずっといって

いただいたところの平成２４年度予算額が、前回入っておりませんでしたが、調査の結果

１００万円ということで、ここに数値を入れてございます。 

  それから、ナンバー２０番と２１番。「学校関係の維持管理事業」でございますが、ナ

ンバー２０番については、やはり、平成２４年度の予算額、ここに４，２７１万６，００

０円。蒲原中学校については、２，２９２万８，０００円の数字が入れてございます。 

  追加の部分は、そのところになりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、改めて説明のほうをさせていただきます。まず、前回にもご説明させていた

だきましたが、表の中で色のついている事業については、既に完了したもの。それから、

ただいま説明させていただきましたが、施設維持管理事業のため審議対象ではないもの。

それから、平成２０年度と２３年度の審議会において、審議の対象としないとして整理し

た事業であります。よって、白抜きの事業でナンバー２９番の「公共下水道整備事業」か
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らずっと下にいきまして、ナンバー７０番、「東小学校駅前線道路改良事業」までの１５

事業になろうかと思いますが、これらについて、現在の事業の進捗状況について、ご説明

させていただきます。 

  それでは、最初のナンバー２９番の「公共下水道整備事業」でございます。これは、生

活排水対策事業として、清潔で快適な住民生活を支える公共下水道を整備するものとして、

事業として挙げました。市では、平成２２年１０月に下水道についてのアンケート実施を

しまして、その結果が、ほとんどの方が水質改善の必要性を感じているものの汚水処理整

備方法については、どの方法が最適かわからない状況であるとうかがえる結果が出ており

ます。その中で、今後、公共下水道や合併処理浄化槽などの汚水処理方法について、地元

の皆様の理解を得るとともに、経営シミュレーションの結果や下水道法改正等の国動向を

考慮し、市関係部局や地元と調整を図りながら、最適な汚水処理整備方針を決定したいと

いう形で、現在内部検討中ということでございます。 

  次に、ナンバー３４番の「富士川緑地公園整備事業（バイパス北側）」ですが、これは、

公園整備として、富士川緑地公園内の国１バイパス、新富士川橋の上流区域に、約２１ヘ

クタールでございますが、その部分についての公園整備を計画しているものでございます。

本事業につきましては、第２次総合計画実施計画事業に掲げておりまして、平成２２年度

に基本構想を策定し、平成２３年度に協議資料を作成、２４年度は、測量・基本設計を行

っておりまして、平成２５年度以降に実施設計、整備等の事業を計画しているということ

で現在予算要求中であろうかと思います。 

  次に、ナンバー３５の「第１浄水場改良工事」。一つ下のナンバー３７、「第１水系配

水池改良工事」。もう一つ、ナンバー３８の「第２水系沈殿池改良工事」の三つでござい

ますが、ともに、上水道事業でありまして、それぞれ、老朽施設のため、改修等により災

害に強く安全で安定した水道水の供給を確保するために実施を行う事業であります。現在、

第１浄水場改良工事は、第３浄水場改修工事の完了に伴いまして、位置づけについての明

確化を図って、市の水道事業基本計画において、平成２７年度内の供用開始を目指してい

るということで計画中でございます。また、第１水系、及び第２水系の改良工事について

は、廃止、または、平成２７年度以降の整備計画に反映させるかということで、現在内部

での検討中ということでございます。 

  続きまして、ナンバー４０の「新規水源確保対策事業」でございます。これにつきまし

ても上水道事業でございます。水源に課題のありました旧蒲原町で、安定して良質な水道

水を供給するため、新規水源の確保が必要であります。そこで、蒲原地区全体の水運用に
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ついて検討し、第１浄水場整備を図った後に新規水源の再検討をするということで、現在

内部での検討中ということでございます。 

  続きまして、ナンバー４９の「神沢農道整備事業」です。この事業は、畑総の事業によ

って、基盤整備地区が現在施されているところでございますが、その基盤整備地区と市街

地とを結ぶ、既設の南北農道を改良して、産業用道路として利便性を向上させるための事

業と計画されております。神沢農道につきましては、全長２．２キロが予定されておりま

して、現在、現地詳細調査を実施し、公共工事採択を視野に入れて、コスト縮減ができる

道路計画の業務委託を平成２５年度の予算要求を考えているというところでございます。 

  続きまして、ナンバー５５番の「無電柱化事業」でございます。この事業は、歴史の回

廊かんばら整備事業の一つの項目でございまして、東海道蒲原地区を中心とした地域を無

電柱化するものでございます。これについては、第６期無電柱化推進計画に位置づけられ

ていないため、事業実施の目途が現在たっておりません。よって、これにつきましては、

未着手ということでございます。 

  次に、ナンバー５７番の「蒲原日の出線道路改良工事」です。これにつきましては、蒲

原中学校を尐し東へ行った先の、新栄ダンボールの工場の廃止に伴いまして発生した、一

団の未利用地の有効活用を図るため、平成１５年度より、隣接する日の出線の改良を旧蒲

原町で行ってきました。それを引き続き、その先の区間についても８メートル幅の事業と

して実施する改良工事でございます。工事延長につきましては２５８メートルになります。

残されている区間については、現在地権者との調整が必要であり、ニチフリの建物が現在

大きな構造物として隣接しております。この改修の調整が必要ということで、現在は地権

者との調整中ということで推進中でございます。 

  続きまして、ナンバー５８番の「蛭沢通線道路新設事業」でございます。この事業は、

県道富士由比線と都市計画道路神沢白銀線を、蒲原図書館の西側でアクセスし、ＪＲ東海

道本線により分断された南北交通の円滑化を図るための事業であります。これは平成２１

年、都市計画道路の見直しによりまして、神沢白銀線から国道１号バイパスの区間につい

ては廃止候補として、また、平成２３年２月に地元説明会を開催し、これについての合意

を得ており、都市計画変更が行われました。よって、神沢白銀線、浜道通りと国道バイパ

スの間の道は廃止とされておりますが、県道富士由比線と蒲原白銀線区間は平成２２年、

将来道路網計画案について南北道路として、ネットワーク上必要な路線として計画は存続

しておりまして、今後、外の都市計画道路の整備状況を踏まえながら、事業実施の時期を

検討しているという状況でございます。 
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  続きまして、ナンバー６０番の「神沢白銀線整備事業」です。これにつきましては、山

崎豆屋さんの工場から新蒲原駅西側までがまだ未整備の区間でございまして、そこの区間

についての整備の事業でございます。現段階では、現行ルートを継続して考慮していると

ころではありますが、将来の新蒲原周辺土地利用の変化に忚じて、改めてルートの変更も

視野に置いての検討を現在行っているところです。 

  続きまして、ナンバー６１の「主要幹線道路の整備事業」でございます。都市交通の主

要な幹線道路の重点的整備を行うための事業です。ここでの項目については、富士見六千

坪線が対象になっておりまして、現在、六千坪橋東側の区画整理事業との整合性を必要と

することから、現在の区画整理組合の進捗状況、それに伴う周辺状況の調整を行いながら、

総合的に整備事業の検討を行っていくということでございます。 

  続きまして、ナンバー６２。「東部地域区画整理事業」です。これにつきましては、東

部地域の未利用地、非接道地を解消し、秩序ある市街地の形成と住みやすい住環境の整備

のため、区画整理及び道路整備を行う事業です。区画整理としましては、２カ所ありまし

て、蒲原六番向道下地区と、それから蒲原六千坪地区がございますが、蒲原六番向道下地

区につきましては平成２２年度に完了しており、残された六千坪地区について、平成２２

年度に組合が成立しまして、来年２５年度から換地設計のための組合に補助等の予定を考

えて検討している段階でございます。 

  続きまして、６５番の「建設不可能地（神沢地内）道路新設事業」でございます。これ

につきましては、神沢地内における県道３９６号線とＪＲの間の建築不可能な地区への道

路を整備するための事業です。全長としては３００メートルを計画されております。これ

につきましては、市が平成１９年及び２０年度に測量調査等を実施し、地元説明会を行っ

ております。道路幅が狭く、所有者ごとの占有面積が小さいことから、事業着手に向けた

権利者の意思表示が得られていないこと。それから、路線延長が長いことから、一連の事

業要望をいただいた区間から優先して整備を実施していく調整が必要と考えておりますが、

現在は進捗がない状況でございます。 

  次に、ナンバー６９の「蒲原駅橋上駅舎化事業調査」でございます。これは、蒲原駅の

橋上駅舎化を整備し、駅周辺もあわせて整備するものでございます。平成２２年度に市と

して、バリアフリー化基本方針が作成されました。これに基づきまして、順次、鉄道の駅

のバリアフリー化を推進しているところでございますが、駅前広場整備を含めた周辺整備

も調整を行いながら検討をしている時期でございまして、現在計画等については載ってお

りません。 
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  最後に、ナンバー７０番の「東小学校駅前線道路改良工事」でございます。これは、新

蒲原駅南北の交通の難所であります、ＪＲの下をくぐる拡幅整備のことでございます。歩

行者の安全対策として既設のガード下の拡幅については、計画を事業としてされておりま

すが、有効高の確保が必要であり、既設の県道との高さの関係から非常に困難な状況とい

うことでございます。今後、地元の意見を聞きながら検討していくということで、現在、

内部検討中ということで進捗されております。 

  以上が、今回審議対象となる事業の概略、それから進捗状況についての説明をさせてい

ただきました。以上でございます。 

会長   ただいま、今井参事から説明がありました。このことについて、何か質問はあ

りませんか。 

  はい、どうぞ。市川委員。 

市川委員   国際交流からやってまいりました市川と申します。いつも大変お世話にな

ります。今の白枠のものとは別に７１番、ちょっと見ていただきたいと思うんですけど、

「国際交流推進事業」ということで、こちら、平成１８年に５０万円、１９年、２０年、

２１年と５０万円、２２、２３年が４５万円、本年度予定として４２万円となっており

ますが、合併特例法に基づいて、事業費が、私どもの認識としましては、やっぱり１０

年間保障されているのではないかと思っているんですけれども、ぜひ、当初の５０万円

という金額を何とか特別枠というような形で確保していただいて、ご交付のほうをして

いただければ大変ありがたいなと考えているんですけど、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

総務・防災課長   ただいま、市川委員のほうからお話ありました、国際交流協会の補

助金の関係ですけど、これ見ていただいて、平成２２年度に５０万円から４５万円に減

らされたということんですけど、このときは、今、市川委員がおっしゃるように、合併

建設計画、この関連事業の中で決められたものは１０年間は保障できるんじゃないかと

いうお考えも確かにあるかと思います。ただ、ここは、静岡市の財政状況を勘案した中

で決定していくと。これ１８年度のこの金額がそのまま保障されるものだよというもの

ではないということをまずご理解いただきたいですよ。そして、なぜ、この２２年度に

ということですが、静岡市の財政の中で各補助金については、原則１０％カットしなさ

いという指示がございました。それに伴って、この２２年度以降４５万円。大変申しわ

けございません、２４年度４２万円と、ここで３万円減額されているわけですけど、こ

の内容は、私もちょっと確認してないものですから、これについては、また次回報告さ
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せていただきます。ですから、蒲原の関連事業についての１０年間の保障というものは

ないということでご理解いただきたいと思います。 

  それが、同じようなものが４６番と４７番。４６番の「産業フェア事業（蒲原宿場まつ

り＆産業フェア」、これについても当初７６０万円できたものが、２２年度は、たしか１

０％ぐらい減で６８４万円。そして、４７番の「大型店対策中小商店支援事業」、この補

助金についても７２万円から６８万４，０００円ということで、静岡市全体の財政状況を

見た中で、全事業を見直して１０％カットしなさいという指示なものですから、これが蒲

原地区だけ外れるということはないものですからご理解いただきたいと思います。 

市川委員   残り３年間あるですけど、こちらのほうを例えば、ことし並み、前年並み

ぐらいの補助金というのが確保されるのかどうかというのが、とても心配事であるんで

すけどいかがでございますでしょうか。 

総務・防災課長   今、所管のほうにもちろん確認して、審議会の関連事業に載ってい

る事業であるという中で、審議会のほうで、そういう不安等があるということで伝えて

おきます。よろしくお願いいたします。 

市川委員   ぜひ、よろしくお願いいたします。 

会長   ほかに、ご質問ありますでしょうか。 

  宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。説明の中でありました、６１番、６２番に関連することな

んですが、六千坪地区の区画整理事業、区画整理のための組合が確かに２３年度、２２

年度に発足したことは存じ上げておりますが、その後、全然、進捗をしていないと、実

質、名前だけあって、実際には何も動いてないんだということを伝え聞いております。

先ほどのご説明の中で、２５年度には予算をとって計画を進めていくんだというお話が

ありましたが、６１番、６２番とも、その計画を待って行うことを最初から、この建設

計画の中にうたってきたのか。あるいは、そうではなくて静岡市が動いて、建設計画と

してやっていくんだよということになっていたのか。まず、その辺の確認をしたいんで

すけど、よろしくお願いします。 

会長   今井参事。 

総務・防災課参事   この区画整理事業、二つにつきましては、旧蒲原の時代から、た

しか事業として引き継いでこられたものだと思います。今、委員からのご質問について

の、詳細な部分については申しわけないですが、資料を持っていないものですから、担

当課に確認したところで、またご回答させていただきます。私のほうからの六千坪の件
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については、担当課のほうから、来年度のことなものですから、まだ、現在、予算要求

をする状況で、つくのかつかないのかというのは、まだ、わからないところなんですが、

一忚、方針だとか、あるいは、考え方だとかというところも含めて、お聞きしていたと

ころなものですから、来年度以降のものについては、そういうわけで、各ところで計画

はされていますが、実際、お金がついて、事業として動いていくかどうかというのは、

今後の時期、尐したったところで、また、追加で報告できると思いますが、申しわけな

いですが、最初の質問の趣旨のところについては、確認をさせていただきたいと思いま

す。申しわけございません。 

会長   よろしいですか。はい、ほかに質問ございませんか。 

  吉田委員。 

吉田委員   吉田です。７０番の「東小学校駅前道路改良事業」ですが、東小学校の前

のガードレールが、すこやかセンターから西門までのほんの２０メートルぐらいガード

レールがないんですよ。それを、駅前交番の評議員をやっているので、そのときに、危

険だから取りつけてくださいよと、もう半年ぐらいたつですが、それもまだ、どちらへ

いったら、そういう工事ができるのか。そして、側溝が、一番南側が二つ、三つ割れて

いたんですよ。それも直してほしいといったら、その二つとか三つだけ直して、ガード

レールはまだ手つかずになっているですが、そういうところの予算づけというものはで

きないでしょうか。 

総務・防災課参事   道路関係事業につきましては、道路整備第３課というところが担

当して行っております。側溝につきましても、当然道路の一部ですので、そちらの所管

になります。今回、一番南側の側溝のふたのことについては、多分、連絡がきた中で修

繕をしたと思うですが、ガードレールのほうにつきましては、申しわけないですが、ち

ょっと原課に聞かないと、どういう進捗になっているのかわからないものですから確認

をさせていただきたいと思いますけど、道路の、例えば、へこみだとか、今、お話のあ

った側溝の蓋がないだとかということについては、直接命に関わることになってくるわ

けなものですから、多分、最優先で所管課もやっていると思います。ガードレールにつ

きましては、やはり、大きな事業として行うことになろうかと思いますので、その辺に

ついては、また確認をさせていただく中で回答させていただきたいと思います。 

  申しわけないですが、どちらを通してお話をしていただいたか、もう一度だけご確認で

きますか。 

吉田委員   新蒲原駅前交番の評議員をやっておりますので、そのときに交番長さんの
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ほうから危険箇所がないかという質問がありましたので、何か月前だったか忘れました

が、ガードレールがなくて車が突っ込んで、京都のほうですか、ああいう事故があった

ときに、そういう質問があったので、そこにガードレールをつけてくださいと要望した

んです。そしたら、ふたの割れている３枚だけ直して、夏休みにやってくれるのかなと

思ったら、夏休みも過ぎてしまって、ほんの２０メートルぐらいのガードレールですが、

取りつけてないので、その後どうなっているのかということで。すこやかセンターまで

はあるですが、西門のところは、下ってきて、子供が下校するときに道路へ飛び出てし

まうですよ。朝晩、僕もあそこのところを見ているですが、子供たちが下校するときが

一番危ないです。よろしくお願いいたします。 

総務・防災課参事   わかりました。また、確認してご報告させていただきます。 

会長   ほかに、ご質問ございませんか。 

   佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。３４番の「富士川緑地公園の整備事業」ということで、先ほど

説明がありました。予算づけもして、２５年度着工というようなことで聞いたですけど、

イメージ的に何か話ができるところがあれば、どういうふうに整備されるのかなと、何

かイメージがあれば、ちょっとお話を聞かせていただければと思います。 

会長   今井参事。 

総務・防災課参事   文章で回答をいただいているところなものですから、済みません。

こういうイメージだとかというのは、ちょっとわからないものですから、申しわけない

ですが、担当のほうにその辺について、また確認させていただきます。先ほど、ちょっ

とご説明させていただきましたが、緑地公園についても２５年度以降ということで原課

のほうから聞いています。２５年度という表現と２５年度以降という表現だったもので

すから、ちょっとさらりと私説明させていただきましたが、含みがあるんではないかな

と、ただ測量基本設計を今年度行っている予定でありますので、その辺の確認はさせて

いただきます。以上です。 

会長   はい。 

総務・防災課長   先ほど、東小学校のガードレールのお話ですけど、吉田委員、この

件については、うちのほうで確認して、多分、清水警察署のほうからくるのかな、多分。 

（「だと思う」の声あり） 

  そうですよね。その辺の流れを確認したところで、そちらのほうから回答させるように

しますので、よろしくお願いします。 
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会長   ほかに、ございませんか。 

緑川委員   緑川ですけれども、区画整理のところで、たまたま私のところの自治会が

関わった道上、それから道下、両方あるですけれども、あの区画整理は何に使ってもい

いですかというのが一つ。あの区画整理した土地は、例えば、事務所を造ってもいいん

ですか。それとも、宅地だけですかという質問とですね。 

会長   六番向こう、上、下のところかな。 

緑川委員   道上、道下のところ。それと、もう一件は、区画整理して宅地として売り

出すのに防犯灯、街路灯はつけないでいいんですか、組合が。その２点についてお聞き

します。 

総務・防災課参事   まず、最初のご質問のほうですが、本来、区画整理事業につきま

しては、住環境の整備ということで、住宅環境をよくするという中で行っていくわけで

すから、本来ならば、そういう目的に沿った使い方をするということになろうかと思い

ますが、現在、どういう使われ方をしていて、どうなのかということについては申しわ

けないですが、ちょっと現場確認してないものですからはっきりしたことは言えないも

のですから、それについては、また、区画整理の関係の担当に聞いてご報告させていた

だきます。 

  それから、区画整理を行った際に防犯灯だとか、街路灯等について、つけたほうがとい

うようなご意見だったですが、基本的につけなければならないという義務はございません。

ただ、区画整理を計画する際に、それぞれの環境所管あるいは、団体と協議を重ねていき

ながら計画を立てて行っていく中で、私が知る中で、組合で防犯灯をつけたいという意向

があった団体はございますが、ただ、それについては、全て組合のほうの負担になるとい

うことになりますので、なかなか難しいところだと思います。なので、義務ではないもの

ですから、なかなか区画整理した中に、最初からそのような防犯灯だとかというのは整備

されないことのほうが多いんではないかなと思います。以上です。 

緑川委員   ありがとうございました。わかりました。 

会長   地区の防犯灯というのは、自治会が個人で予算を立てて、市へお願いして建て

るですよね。あれは最初から市がやるわけじゃないですよね。この間も、ちょっと話の

中で、自治会の予算ということで、今、防犯灯がこれからＬＥＤに変わると、そうする

とお金が大分かかるということで、各自治体で結構問題になっているんですよ。となる

と、その辺を最初からつけてくれれば自治会は助かるけど、なければつける義務はない

ということなら、また、つけるのは自治会ということになってくるですよね。その辺は
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最初からつけるのか、つけないのか。その辺にうちを建てる人が、建てたときにお願い

をして建てるのか。その辺、私のほうはちょっとわからないですけど、その辺は自治会

の問題としてとらえてよろしいんですか。 

総務・防災課参事   防犯灯につきましては、地域で設置するものを防犯灯。幹線道路

で市が設置するのが街路灯、大きいものですけど、その区別がまず一つあるということ。

今、お話している区画整理になってきますと当然、住環境をよくする、住宅、皆さんが

住むエリアになってきますので、当然、どちらかというと、地区の方々のための防犯に

ついての照明器具ということになりますので、種類としては防犯灯になってこようかと

思います。市におきましては、防犯灯設置補助金というのがございまして、これは自治

会に対して補助するものですので、変な話、区画整理をした後、皆さんいろいろな方が

住み始めて、そこで初めて地域のコミュニティーができて、どこかの自治会に入ろうか

とは思うんですけれども、その中でそれぞれ設置をするとしたら、自治会がもとになっ

て動いて設置するというのが流れではないのかなと思います。緑川委員のほうから、最

初からというのはごもっともだと思うんですけど、なかなかそういうような形で動いて

いくというのは、防犯灯一つつけるにも結構しますので、なかなか組合として積極的に

というところは見受けられないものですから、そこに住まわれた方々が自治体としての

組織をつくった中で整備していくというところが大体、これまで、見ていた中で多かっ

たと思います。以上です。 

会長   よろしいですか。緑川委員。 

緑川委員   審議会で言うべきことかどうかわからないですけど、まず、区画整理して

宅地開発するのに市が補助金出しているはずなんです。真っ暗のところを売るんですか

という話があります。道下で一灯もつけてもらえなかったから、道上やるときには、組

合にねじ込みまして、５灯つけてもらうような約束を取りつけました。ですから、市が

区画整理する段階で、地元の自治会などに情報をいただけたら非常にありがたい。例え

ば、六千坪を開発するというのも、正式に自治会には何も情報はきておりません。そう

いう組合ができたという情報も聞いておりません。ですから、事前に言ってくれれば、

開発する組合と自治会がそういう交渉はやります。以上です。 

会長   六番向道下と区画整理とどちらのほうが早くできそうな感じですか。 

緑川委員   緑川ですけど、下が先に終わりまして、上が今もう終わったところです。

ですから、下で苦い経験をしましたので、上を開発するという計画が持ち上がったとき

に組合に要求いたしまして、５灯つけていただくことになりました。しかも、そのとき
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の上の開発に入るという情報も全くございませんで、何で自治会長がそれを知り得たか

というと、あそこにあずま堤という堤がございます。あれが撤去されるというお話がき

ましたもので、初めてわかったという状況です。 

会長   そこら辺はどうなんですか、市のほうは。全然わからない。もし、そういうこ

とがわかったら、説明か、説明というわけじゃないですけど、どういうルートでそこま

でいったのか。住んでおられる自治会、新栄区ですか、そこにそういう説明というのが

あったかどうか、そこら辺も確認しておいてもらえますでしょうか。 

  ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

  はい。それでは、ないようですので、議事の（２）「その他」に移ります。 

  委員の皆様から全般的に何かご意見、ご質問等、ありましたら、お願いいたします。 

吉田委員   吉田ですが、県立庵原高校の跡地のその後の状況がどういうふうになるか、

わかっているところで、教えていただきたいんですが。 

会長   総務・防災課長。 

総務・防災課長   その後の状況とおっしゃるですけど、ご承知のとおり、あそこは県

有地でございます。県立庵原高校ですよね。 

吉田委員   はい、庵原高校。 

総務・防災課長   県有地でございます。市が今、あそこをどうにかしようとかという

計画もございません。県も、今、どうしようという動きもございません。 

会長   よろしいですか、吉田さん。 

吉田委員   要望としたら、あれをそのままほおっておくのはもったいないと思います。

民生委員をやっていますので老人の介護施設を造ったらどうかなというようなはかない

希望をもっているですが。今、特養へ入るにも３００人、４００人待ちという状態です

よ。施設へ入らないで亡くなっていく方が多いと思います。そういうものができればと

思って。あそこを地震で、津波がと言うけれども、堤防が１５メートルあるので、多分、

大丈夫じゃないかと思うんですけど、そういう跡地利用というものを考えていただけれ

ば、景色もいい、富士山も見えるしいいところじゃないかなという気もいたしまして、

もしそういう、あんまり、まだ計画がないんだったら、そういうのも要望してみたいな

と思っておりますが。 

会長   よろしいですか。 

  ほかに、ございませんか。何か、全般的な質問で結構です。 
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  米倉委員。 

米倉委員   米倉です。２５番の「大丸山、大平山ハイキングコース整備事業」ですけ

ど、今、どのような状況ですか。 

  それと、行くまでの道先案内板とか、ちょっと、自分、畑総のほうも役員しているんで

すけど、個人で大丸山の方向を書いている人もいたものですから、そういう点、どうなの

か、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

会長   総務・防災課長。 

総務・防災課長   今のご質問ですけど、ここに例年、ちょうど１９０万円前後の金額

が決算、あるいは予算という中で、整備に関わる管理費、草刈りとかそういう整備事業

に充てているということでございます。 

米倉委員   新たに何か、ほかに施設とかなんとかではないんですね。 

総務・防災課長   新たにというものではないです。 

米倉委員   そうですか。あと、今、言いました道案内ですね。看板と、蒲原畑総中工

区とあるですけど、そこから、一般の堰沢農道から大丸山に行くにあたって、畑総内を

通るんですね。その中で、個人で看板を書いている方もいますので、そういう点もう尐

し誘導案内ですか、そういう点を尐しされたらどうかと思ったものですから。 

総務・防災課長   わかりました。今のご意見については、所管課のほうへ伝えておき

ます。 

米倉委員   わかりました。 

会長   ほかにございませんか。ありませんか。 

  それでは、事務局からはございませんか。 

参事   事務局のほうから、次回、第４回の地域審議会に予定されています視察研修に

ついて連絡をさせていただきます。本日皆様から研修先のアンケートをいただきました。

ありがとうございました。それで、その結果を取りまとめたところ、８カ所ぐらいの候

補地が上がっています。まず、建設計画等には、特に関係はございませんけれども、こ

の８月にオープンした清水の文化会館マリナートです。それと、静岡市の清掃センター

とありますけれども、清掃工場だと思います。静岡市西ヶ谷の清掃工場と沼上の清掃工

場、二つあるわけですけれども、西ヶ谷清掃工場は最新の設備を整えた清掃工場になっ

ていますので、そういったところから視察をしたいのかなと思います。それと、公共下

水関連の場所ということ、それと第１浄水場のところですね。あと、畑総ということで、

多分、これ農業公園のことだと思いますけれども、その辺の視察、それに関連して善福
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寺から由比へつながる道というようなことがありますけれども、多分、これ農免道路の

ことだと思います。農免道路につきましては、富士川から由比まで、もう完成をして通

れるというようなお話を聞いていますので、そういったところから、こういったことが

出ていると思います。あと、森林の保全事業ということで、遊歩道の関係、あと、佐藤

委員からも先ほど質問がありましたけれども、富士川緑地公園の整備事業の関係、そう

いったところを視察していきたいというアンケートの結果でございます。これら全部１

日で行ければ大変いいんですけれども、時間的なことで制約される部分がありますので、

ここで、皆さんにどうしてもここへいきたいというような意見があれば、私のほうでお

伺いをして、あとは事務局に一任ということでよろしいでしょうか。 

（「一任で結構です」の声あり） 

  ありがとうございます。極力皆さんのご希望に添えるような形の中で事務局のほうでコ

ースを選んで決定をしていきたいと思います。次回、第４回の視察研修は１１月１日にな

っています。視察研修の詳細等は１０月の中旪ごろには皆さんのほうに送らせていただき

ますので、よろしくお願いします。 

  ただ、１点。視察研修ということになりますので、いつも、２時から始まっている会議

が若干早くなる可能性があります。１時ごろ集合していただいて４時半ごろ支所のほうに

帰ってくるというような形。それと、それぞれの視察場所で担当部局等に説明をいただく

ような形になろうかと思いますので、その辺も加味しまして、１０月中旪には詳細を送ら

せていただきますので、よろしくお願いします。 

  事務局からは以上です。 

会長   はい。最後に、事務関係について、何かご質問ございませんか。 

  質問がないようですので、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  なお、本日の会議録の署名は、委員名簿３番の宇佐美委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第４期第３回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。 

長時間にわたるご審議、ご苦労さまでした。 

               

            

（午後 ３時０１分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 


