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第４期第８回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年５月２８日（火） 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、佐藤委員、日野委員、 

              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、桜井主査 

              清水区役所 地域総務課：廣瀬参与兼課長、望月主査 

              蒲原支所：青木支所長、石川参事兼統括主幹 

 

４ 議 事    

 （１）第４期［後期］蒲原地域審議会スケジュール（案）について 

 （２）前回の質問事項についての回答 

 （３）合併建設計画関連事業の進捗状況等について 

 （４）審議会委員からの審議案件について 

 （５）その他 
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地域総務課主査   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。定刻

になりましたので、第４期第８回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  これからの司会を務めさせていただきます清水区地域総務課の望月です。今年度より

蒲原地域審議会の事務局を担当することになりましたので、よろしくお願いします。 

  初めに御報告いたします。本日は折原委員、宇佐美委員、志田委員、坂本委員の４名

から欠席の御連絡がありました。地域審議会の設置に関する協議書第７条第３項に、

新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お

ります。本日の出席者は11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

御報告いたします。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項の規定に基づきまして原則公開となっていますので御承知おきください。 

  それでは、初めに資料の確認をお願いいたします。本日配付いたしました資料は、全

てお手元の緑色のファイルへまとめさせていただきました。まず次第と次に資料１、

第４期［後期］蒲原地域審議会開催日程（案）と、それに付随します蒲原地域審議会

開催日の確認についてとなります。次に資料２、第４期第７回蒲原地域審議会におけ

る質問等への回答、次の資料３は合併建設計画関連事業資料となります。こちらはＡ

４サイズ横型の合併建設計画（静岡・蒲原）進捗状況と、同じくＡ４サイズ横型の推

進中事業を抜粋しました一覧表、そして、次にＡ３サイズ縦型の合併建設計画蒲原地

区関連事業等のカラー印刷になっているものと、同じくＡ３サイズ縦型の合併建設計

画に関する調書の４枚からなっております。最後に資料４、前回委員の皆様へお願い

しましたアンケート結果をまとめた平成25年度蒲原地域審議会において審議したい事

項（アンケート結果）と、合併建設計画（まちづくりの基本方針－まちづくり計画）

の２枚となります。以上４部で構成されておりますが、皆様のお手元にありますでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

  前回の審議会におきましても事務局から説明させていただきましたが、今年度より当

審議会事務局が蒲原支所から清水区地域総務課へ移管されましたので、ここで改めて

御報告させていただきます。 

  それでは、議事に入る前に宮田会長より御挨拶をいただきます。 

  宮田会長、お願いいたします。 

会長   宮田でございます。第４期も第８回ということになりまして、新しく委員に

なられた方も２年目ということで、だんだんなれてきたと思います。まだまだ意見の
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ほうもたくさん出していただいて、これから後１年ありますから、厳しく審議いただ

いて、その中で談義をもっと盛り上げていきたいと思っております。また本年もよろ

しくお願いします。 

地域総務課主査   ありがとうございました。これより議事に入りますが、議事に移

る前に地域総務課廣瀬課長より、事務局側の職員紹介をさせていただきます。 

地域総務課長   皆さん、こんにちは。今年度またよろしくお願いいたします。この

25年の４月に職員の人事異動がありまして、異動された職員のみ御紹介させていただ

きます。今、司会進行を務めております地域総務課の望月主査、これからこの地域審

議会の事務局を担当させていただきますのでよろしくお願いします。それと区政課で

も異動がありまして、桜井主査がこれから地域審議会のお手伝いに入っていただきま

すのでよろしくお願いします。以上でございます。 

地域総務課主査   それでは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たいと思います。 

  それでは議事１、第４期［後期］蒲原地域審議会スケジュール（案）について、事務

局より説明を求めます。 

地域総務課長    それでは、第４期平成 25年度後期の蒲原地域審議会の開催日程

（案）について御説明させていただきます。 

お手元資料の１をお願いいたします。ここに第８回、５月28日に開催させていただ

いております本日の議事内容につきましては、そこに記載されている内容を今回審議

していただきます。９回目からは、一応、事務局案としては、７月30日、８月29日、

９月26日、10月31日、12月５日、２月６日、そして15回目として３月予備日という形

で本日を含めて８日間を予定してございます。この内容につきましては、合併建設計

画関連事業についてというような流れでやっていきたいと考えております。それと２

月の６日を第14回の審議会として、ここで第４期の審議会活動の取りまとめを予定し

たいと思います。ここで第４期の取りまとめについては、報告書というような形で市

長等に提出していきたいなというようなことを事務局として考えております。それと

15回目、３月予備となっておりますが、事務局としてはできればこの14回目、２月の
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６日をもって今期終わらせていただきたいと考えております。もし、どうしてもまと

まらなければ、もう１日、３月に予定する形の開催日程案でございます。 

  先ほどから日にちも入っておりますが、この資料１に付随してもう１枚、委員各位と

いうことで蒲原地域審議会開催日の確認について確認表があるかと思います。これに

つきましては、やはり委員の皆様方の御都合等もあるかと思いますので、７月の30日、

次回はこの日程でお願いしたいと思いますが、10回目以降は、８月、９月、10月、12

月、２月について、この日でよければマルと、都合の悪い場合はバツを、都合が悪け

れば代替の希望日をこれに記入していただきたいと思います。そして、それらを集約

した中で、第10回目以降の日程を確定したいと思いますので、よろしくお願いします。

この確認表につきましては次回、第９回の７月の30日にお持ちいただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。開催日程案については以上でございます。 

会長   ただいま事務局から説明がありました。この件について何か御意見、御質問

はありませんでしょうか。よろしいですか。 

  それでは次に議事２、前回、第７回地域審議会において質問がありました件の回答に

ついて、事務局より説明を求めます。 

地域総務課長   それでは資料２をお願いします。前回第７回において、蒲原地域審

議会における質問等への回答ということで２件ございました。まず１件目は、志田邸

についてということで、質問内容は、契約更新をお願いした署名が4,000名ほど集まっ

たと聞いたが市には届いているのかどうか、またその後の対応はどうなっているのか

という御質問でした。 

所管課である文化財課に確認したところ、この署名のことは承知しており、志田邸

所有者等が平成25年３月に志田邸の存続を求める署名を直接市に届けていただける予

定でしたが、所有者側の事情で届いてないということで、現在まで届いてないという

ことでした。その後、所有者等からは署名の受け渡しについての連絡は受けていない

というような状況でございます。 

  次に２件目、新蒲原駅舎の整備についてということで、質問内容が、身障者が利用し

やすいようにエレベーター等を設置するのが一番よいと思うが、市はどう考えている

のかということでした。 

所管課であります交通政策課の回答ですが、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律（通称：バリアフリー法）の基本方針が平成23年３月に改正され、
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１日の乗降客が3,000人以上の鉄道駅ということで、改正前はこれが5,000人以上であ

ったということでございます。そして、鉄道事業者は、平成32年度末までにエレベー

ターやスロープ等の段差解消を地域の支援のもと整備することが義務づけられており、

新蒲原駅につきましては、１日の乗降客が3,540人（平成22年の調べ）の利用があるこ

とから、事業費の３分の１を助成する市の鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金制

度を活用したく、今現在検討中ということです。実施時期については未定であるが、

駅舎内のバリアフリー化を図るよう、ＪＲ東海と現在協議を進めているという回答で

ございます。以上でございます。 

会長   ただいま事務局から説明がありました。この件について何か御意見、御質問

等はありませんでしょうか。はい、佐藤委員。 

佐藤委員   佐藤です。エレベーターの3,000人以上は、新蒲原についてはクリアして

いても、22年度のデータということですが、今後具体的に協議していくのですか、見

直されることもありますか。悪い方向での意味ではありますが、そういう可能性があ

るのかということだけで結構ですけれど。 

会長   はい、事務局。 

地域総務課長   今、佐藤委員の御質問ですけれど、私もこれは確認してきたところ

です。確かに庵原高校生等が乗降することがなくなったということで3,000人を欠くの

ではと、今現在のＪＲとの協議の中では、一応この22年の数字が生きてるという中で、

ただ32年度となれば、この辺の3,000人という数値がどこまで活かされるかは、今現在

は回答できない状況でございます。 

会長   ほかに質問等はございませんでしょうか。 

  ないようでしたら、次に議事３、合併建設計画関連事業の進捗状況についてへ移りま

す。この件につきましては、配付された資料をもとに、前年度との比較や関連事業に

おける未実施及び内部検討中の事業について、事務局から簡単に説明をお願いします。 

地域総務課長   お手元の資料３をお願いします。まず、合併建設計画（静岡・蒲

原）進捗状況ということで、今まで24年度予算までの数値が計上されておりました。

これに25年度予算の数値を載せたものでございます。そうすると、この74事業の総事

業費が75億1,197万3,000円というような数値となります。この全74事業の71.6％に当

たる53事業が、実施または予算化推進中というような数字でございます。 

  それでは１枚めくっていただきまして、次に同じくＡ４横見の表がございます。これ
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につきましては、74項目のうち推進中事業を抜粋したものでございますので、これを

また参考に見ていただきたいと思います。 

  次にＡ３縦の資料でございます。合併建設計画蒲原地区関連事業等ということで、こ

れが25年度の予算額が右につけ加わったものでございます。これは、従前皆様にも資

料がいっているかと思いますが、色分けさせていただいております。完了事業とか管

理運営事業費、平成20年に審議会において整理した事業、平成23年に審議会において

整理した事業と、そのような色分けでございます。そして、ここで24年度の予算額と

比較して大きく増減があったもの数点について御説明させていただきます。 

  まず35番、第１浄水場改良工事につきましては、約2,208万2,000円の前年度比の減額

でございます。これは、平成25年度は工事発注のため、委託報告書の確認や修正等の

準備期間となることから計上費がゼロということで、来年度からの工事着工は決定し

ていますので、26年度にはこの辺の工事費が追加されてくるということで御理解いた

だきたいと思います。 

  次に51番の環境保全ふるさと事業です。これにつきましては、単純に平成24年度の用

地買収の費用が、24年度から全額繰り越したということです。今年度中に用地買収を

終わらせたい考えがあるようです。ただ、これは市というよりも、買収は県が行うこ

となので、今現在、市では県からの報告待ちというような状態でございます。 

  次に52番、歴史財施設整備事業につきましては、先ほど志田邸の御報告をさせていた

だきましたが、概ねの減額要因といたしましては、その志田邸分の維持管理費の減と

いうことでございます。大きなものは以上報告させていただきます。 

  次に、Ａ４縦書きで合併建設計画に関する調書、実施または予算化されてない事業一

覧ということで、未着手あるいは内部検討中というようなものが今現在どういう理由

かというような資料でございます。まず、２番の蒲原東・西保育園統合事業あるいは

22番、蒲原東・西小学校統合事業、23番、学校給食施設統合事業未着手とか内部検討

中ということですが、これについては、先ほどのカラー資料の中で説明しましたよう

に、これらについては審議事項から外したというような経緯がございます。ただ１つ、

22番のところを見ていただくと、蒲原東・西小学校の統合事業については、今現在市

内小中学校の適正規模、配置については外部有識者を交えた審議会を設置し、平成23

年度、24年度の２カ年で検討を行いました。そして両校とも、小規模な学校課題校と

して捉えられたが、審議の結果、通学距離を考慮すると統合は現実的に難しいため、
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将来の推移を見守ることとし、当面現状維持することとされました。しかし、今後さ

らに小規模化が進むのであれば、具体的な検討が必要になり、今現在も検討している

ところでございます。ですから、これらについては、地域への報告等あるいは協議等

の依頼が、今後行われる予定ということでございます。 

  それから、大きなものとして55番、無電柱化事業未着手とありますが、これは、宿場

まつりを行う旧東海道のところを指しているわけですが、ここでの第６期無電柱化推

進計画は、平成21年から25年に位置づけられていないため、事業実施は未定というこ

とで、今現在26年度以降の検討をしています。これにつきましては、市のみではなく、

県とも協議しなければならない中で、今現在そこの蒲原地域における無電柱化という

のは計画に入るようなことはないというような回答でございます。 

  それから次に69番の蒲原駅橋上駅舎化企業調査ということで、この関連事業の中には

蒲原駅の橋上駅舎化を掲げた事業がございました。これにつきましては、先ほどの新

蒲原駅と同様、バリアフリー化基本方針をもとに鉄道駅のバリアフリー化を推進して

いくこととあわせ、駅前広場整備も含めた交通結節点整備の検討を実施していく予定

です。蒲原駅前の広場を、今現在ＪＲとも協議をしているというような状況でござい

ます。一応この未着手あるいは内部検討中の事業につきましては、この資料をご覧い

ただいた中で、不明な点があれば、また御質問等いただければと思います。雑駁です

が、一応説明させていただきました。 

会長   ただいま事務局から説明がありました。この件について何か御意見、御質問

等はありませんか。どうでしょうか。よろしいですか。 

日野委員   日野です。今の大きな用紙では町並み修景事業が米印の５、主要幹線道

路の整備事業が米印の６、70が米印の８となっていますが、これは何ですか。 

地域総務課長   これは、その前のカラーの表を見ていただきたいと思います。その

下に、例えば米印の６というのは富士見六千坪線を指します。そういう意味合いです。

米印８については新蒲原駅前ガード周辺改良整備事業調査を指していますという意味

でございます。 

日野委員   わかりました。 

会長   よろしいですか。ほかに質問等はございませんか。 

緑川委員   緑川です。公共下水道整備事業のところで、いろいろアンケート調査を

行いましたが、一般市民にとっては、下水道にすると下水料が値上げになるというお
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話ばかりクローズアップされ、下水にしないで、いわゆる合併浄化槽というか個別の

浄化槽で対応した場合、その汚水処理の施設が必要になり、それが未来永劫、蒲原に

ずっとあるのかどうか。もしなくなった場合には、輸送する費用がかかるという情報

が市民には行き渡っていないのでは思うのですが、これについてはいかがですか。 

もう少し具体的な話をしますと、今、蒲原地域のし尿処理は、富士川との境目にあ

る処理場を使用しています。この処理場が未来永劫ずっと使用できるのかどうかとい

う心配です。それがなくなりますと、清水で処理しなければならなくなり、輸送費が

利用者にかかってくるのではないでしょうか。下水道よりもはるかに費用がかかり、

そういう情報が伝達されていない中で、下水にすると下水利用料がこの程度かかるか

もしれないというようなシミュレーションを行い、アンケートを実施していますが、

その部分が隠れてしまっているのではないかという声が自治会の中で上がっておりま

す。それで、少しお尋ねしたいというところです。 

地域総務課長   今の緑川委員の御質問ですが、公共下水道整備事業については、第

３期の地域審議会の中でも協議され、そのときに、由比・蒲原地区を対象にアンケー

トを実施しました。その結果では、ほとんどの方々が水質改善の必要性を感じており、

汚水処理整備保護については、どの方法が最適なのかがわからないとの回答がありま

した。 

行政においても、今後の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

は、地元の皆さんの理解を得ながら進めていきたいと考えております。例えば、公共

下水道にしたときの１世帯あたりの負担額など、下水道所管課で経営シュミレーショ

ンした結果や、あるいは下水道法の改正等に伴う国の動向を考慮した上で、調整を図

っている段階であり、現在は、まだ報告できる状況ではありませんので、経費面でど

ちらが得かは報告できませんし、市も現在そこまでのシュミレーションは行っており

ません。 

蒲原支所参事   ただいまの件について補足説明します。緑川委員がおっしゃったの

は、旧庵原郡環境衛生組合が所有していたし尿処理施設の件でよろしいですか。 

緑川委員   はい。 

蒲原支所参事   そのし尿処理施設は、市の廃棄物処理課の所管になりますが、富士

市と使用賃借契約を締結しているはずです。富士市の土地なので、その賃借料を払ってい

ることは確認していますけれど、その期限までは把握しておりませんので、次回までに廃
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棄物処理課へ確認をし、お答えしたいと思います。 

佐藤委員   し尿処理施設についての、耐用年数とか、どのくらいまで今の形で処理

できるのかはわかりますか。 

蒲原支所参事   それもあわせて、廃棄物処理課へ確認させていただきます。 

会長   ほかにございませんか。 

望月(秀)委員   望月です。もとに戻させていただくような質問ですが、色抜きのＡ

３資料の事業一覧で未着手、内部検討除外を抜粋していただき、非常に見やすくはなって

おりますが、その未着手の中において、32番、神沢地区公園整備事業、これは審議会除外

ということで項目だけが突出したような解釈になっておりますが、これについて少し説明

をしていただけますか。 

地域総務課長   審議会除外というのは、この合併建設計画の32番に神沢地内公園整

備事業ということで載っておりました。ただ、これについては、第１期も第２期の審議会

の委員さんも、正直どこの場所だというところから確認されておりました。これは、旧由

比町と旧蒲原町の境ぐらいにあります三角地のところを公園にしてほしいということでし

た。この公園建設の目的が、当時「塩づくりの会」と関西の方々が中心となった会がござ

いました。今活動されているのか確認できておりませんが、その塩づくりの会の場所とい

う印象が強く、一般的にそれが公園というような位置づけをされてよいものかどうかとい

う議論がされ、蒲原地域審議会として進めていく案件ではないのではということでまとま

り、この神沢地内公園整備事業ついては、この74項目の中から外していくという結論が出

たということでございます。 

望月(秀)委員   そうしますと、これは審議会みずから取り下げたというような理解

でよろしいですか。 

地域総務課長   はい、そのとおりです。 

米倉委員   米倉です。私、神沢に住んでおりまして、県道396号線の上の方へ行くと

由比の本陣に行くところの神沢市道がありますよね、あのすぐ横です。今、実際塩の看板

はあります。ずっとありますが、もう十何年前に私も誘われましたが、今は活動されてい

ないと思います。児童公園、東名の下の辺で塩をつくっていましたが、今は皆さん高齢に

なられて、活動はされていないかと思います。 

会長   公園にしてほしいということで公園にすると、塩づくりができなくなってし

まうということで、公園づくりは取り下げるという話ですね。その当時、公園にしてくだ
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さいって言った方々が取り下げたという話だったと思います。公園にすると塩づくりはで

きないですからね。公園にしてくださいと言ったけど、公園にすると今度は塩づくりでき

ませんよと言ったら、じゃあ公園にしないで塩づくりをやりますということで、現状のお

話になっていると思いますよ。 

ほかに何かございませんか。はい、どうぞ。 

望月(秀)委員   望月です。今ここにある状況の中で、未着手内部検討中それから審

議除外、この未着手というのは、結果的にこの建設計画の中に搭載されているわけですけ

れども、今未着手ということは、残りが２期で何年もないわけですけれど、これは私たち

審議員の理解としては、私たちが残りの任期において審議していく中において、やはり整

理ということを今度は考えていかなければならないのではと思います。ハチの巣をつつい

たみたいに、あれもこれもというのはなかなか時期的にも難しいような状況がありますが、

結論は結構ですけど未着手というのはなかなか難しいという理解でよろしいですね。 

地域総務課長   そうですね。 

望月(秀)委員   ありがとうございます。 

会長   他にございませんか。ないようでしたら次の議題に進めさせていただきます。 

  次に議事４、審議会委員からの審議案件について進めさせていただきます。これにつ

きましては、前回の審議会後、皆様からいただきましたアンケート結果を参考にして、こ

れから審議していく事項について調整していきたいと考えております。 

  それでは資料４のアンケート結果をご覧いただきたいと思います。資料の４、Ａ４の

サイズです。委員の皆様からは、お忙しい中数多くの御意見をいただきありがとうござい

ました。まずは、いただいた御意見について、既に審議されたものや審議対象とするには

難しいものなどがありますので、事務局よりアンケート結果に対する補足説明などをお願

いしたいと思います。事務局お願いします。 

地域総務課長   今会長からお話がありましたように資料４、アンケート結果という

ことで、ここでは15項目あげさせていただきました。実は８人の委員から23の審議したい

事項が提出されました。それを同じような意見がございましたので、15項目にまとめまし

た。今後審議会として審議していきたい事項ということでアンケートをいただいたもので

すが、ただ１番目、合併建設計画関連事業の内部検討中事業及び未着手事業についてとい

うことで、これは先ほど御説明した資料でございますので、これらの審議会の事項として

はどうかなと、この項目では難しいのではというようなものでございます。 
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  次に２、３、４とナンバーが打ち、その横に対象区分ということで健康・福祉とか文

化・学習、生活環境というのは、これは74項目の分野、大きく分けた分野です。皆さんか

らいただいたアンケート結果については、このような分野に分けられるのではないかとい

うように、こちらで分けさせていただきました。ただ、先ほどの１番と同様、13、14、15

番については、審議会の事項から外されるものではないかというような事務局の考えもご

ざいます。 

  一応こんな形で資料をまとめさせていただきました。これにつきましては、また今後

の進め方等で関連すると思いますので、これらを参考にした中で、今後の審議会のあり方

について検討していただきたいというような事務局の考えでございます。以上です。 

会長   ただいまの事務局から補足説明について、何か御意見、御質問等はありませ

んか。また、審議会の審議対象とするには難しいとされるものでも、別の方法で地域とし

て対応を考えていくことが可能なものもあると思いますので、審議対象外となるものにつ

いての御意見等ありましたら、この後に懇談会を開いてまた意見等をお伺いしたいと思っ

ております。この中で御質問等ございましたら、何か資料４の説明をいただいた中でわか

らない点がありましたら、質問をお願いしたいと思います。はい、どうぞ。 

望月(秀)委員   望月です。確認させてください。ナンバーのすぐ右側にあります対

象区分、この対象区分中の棒線のところは、どのような理解でよろしいんでしょうか。こ

れは審議会の審議項目ではないということですか。 

地域総務課長   審議項目ではないという言い方は少し強いかもしれませんけど、地

域審議会の中で協議をする案件には含まれないのではというような考えでございます。 

望月(秀)委員   望月です。廣瀬課長からの御説明ですが、特に13とか15は非常に関

心の高いところといいますか、健康福祉について蒲原病院の現状ですね。それから15番、

県立庵原高校の跡地については、自治会等でまだまだ審議されていると聞いていますが、

審議のやり方によっては審議の中に入れてもよいということも可能なわけですね。 

地域総務課長   そうですね、今の望月副会長の質問ですけれど、例えば13番の健康

福祉について、蒲原病院の現状説明についてですが、確かにこの地域においては蒲原病院

というものは大きな位置を占めるものであるというのは十分理解できます。ただ、地域審

議会で説明というよりも、できれば懇談会で、例えば市の担当所管課から説明を聞くとい

うような形をとっていただければと思います。同様に15番、県立庵原高校跡地の利用につ

いても、これは今現在、県有地ということで、市がどうこうしようというような状況では
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ないということです。これらについては、できれば懇談会の中で審議というか話し合いを

持っていただければと思います。 

望月(秀)委員   はい、わかりました。15番について、もう１点少しお聞きしたい。

これは緑川委員が自治会の会長さんをされており、以前審議会の中で、前回の委員会にお

いて、自治会長の名前と審議会の会長名で市へ要望書を提出しましたが、その後の回答は

どうなっているか私もはっきり覚えておりませんが、自治会の立場から何か報告していた

だくことはできますか。 

緑川委員   はい、緑川です。自治会でもこれは議論していますが、単に１地域の問

題として取り上げるには大き過ぎるのではないかと思います。例えばこの丸の２番目の河

川敷スポーツ広場との関連も含めて審議したいということで、もっと利用範囲を広げた、

蒲原の人たちだけが使うものではなくて、例えば静岡市や静岡県の河川敷と、もう一つ庵

原高校の跡地を利用して、大々的なスポーツ合宿所の設置など検討してもいいですよね。

富士山が見えて富士川が流れているという景色も非常に良いところにあると思います。自

治会だけではとても手に負えないので、審議会で取り上げていただければありがたいこと

というのが自治会関係者の意向です。 

 もう一つは、自治会としては歴史的な背景があって、蒲原の人たちが高校をここに誘致

するということで苦労して土地を提供し高校をつくったのに、その土地を県が勝手に処分

するとは何事だと思います。そういう気持ちの問題ですね。それだけでも民間に払い下げ

るとか、何とかやめてほしいという運動は、自治会でこれからもどんどん起こすべきだと

思っています。ただし、どう使うかになりますと、自治会だけでは難しいというのが現状

でございます。ですから、ぜひ審議会で取り上げて、静岡に合併した蒲原という地区の活

性化に、この施設をどう利用するのかを、審議会で取り上げていただきたいというのが自

治会の意向でございます。 

会長   はい。ほかに御意見はありますか。 

望月(秀)委員   望月です。ありがとうございました。この県立の庵原高校の跡地と

いう期限が切られている案件だと私は伺っています。後で会長から少し説明してもらえま

すか。それともう一つは、審議会でということになりますと、この東西計画の問題に入る

入らないという問題になります。ただし、大きな意味合いからすれば、どれかの区分に抵

触するのではないかという気もしています。これは、審議会や自治会だけではというよう

に考えるのは難しい状況にあるかと思います。 
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会長   27年の不用財産売却予定ということで期限があると伺っています。 

望月(秀)委員   不要というのは要らないということですか。 

会長   要らないということですね。坪数は大体２万5,522.16坪、単価10億8,906万何

千円。これは、県がどのように利用するか話し合って、例えば一番良い話が、県議会議員

が、ここを何かに利用しませんかという一般質問などをしてもらって回答をもらうような

方法が一番いいと思いますね。だから、市に何を言っても全然動かないと思います。市が

いろいろ言っても県議会の中での話ですからね。 

 普通は、あそこへ庵原高校をつくるからといってみんなで協力して売った人が、不用財

産としてあちこち売り払うようなことはやめてほしいという反対運動はできますよね。 

でも、県が取得したものに対して、払い下げではなくて他のものに利用するとのなら

いいのかもしれないけれど、企業へ売ることになるなら、やはり反対運動は起こしても構

わないと思いますね。 

米倉委員   そうですよね、違う企業が入ったら困るわけです。 

会長   利用方法によりますよね。例えば県が真面目に、何か施設を考えているのか

どうかということを、期限が27年度までならば、もうやってもらわないといけないと思い

ます。だから、市も要望書が出ているのなら、市長の立場で、これから県としてはどうい

う考えを持っているのかということを聞くぐらいはいいと思いますけどね。 

市川委員   はい、市川です。庵原高校の跡地、これは建物とグラウンドとあります

が、敷地全部ということでよろしいですか。確か今年度からグラウンドに関しては、清水

東高の第２グラウンドということでサッカー部、野球部が使っていると聞いています。 

会長   県立高校がこれを使うにあたっては、市の人間がどうのこうのと言うより県

が決めることなので、何も言えないことですよね。でも、活用方法は聞いたほうがいいと

思いますね。 

緑川委員   緑川です。あの周辺の自治会長だけ呼ばれまして、教頭先生から閉校間

際に説明を受けたことがあります。それによりますと、25、26年までは、東高校と桜が丘

高校がグラウンドだけを使いますと。建物については、体育館を含めてのユーティリティ

は閉校と同時に全部切ってしまいますと。つきましては、前庭にあります街路灯も消えて

しまいますという自治会に対する説明がございまして、そのときに、街路灯だけでもつけ

てくださいよという話をして、今は、街路灯はついているはずです。使用するにしても２

年間というお話でした。 



 

 ―１４― 

会長   この庵原高校の問題については、市長あてに審議会の名前で要望書は出して

あることになっていますから、それなりの回答をいただきたいと思います。 

今のところ話の進展は何も見えないですよね。市長にまた判断してもらうしかないと

思いますよ。市議会でどういうふうに判断するか、そこら辺もね。それでも県のことだか

ら、それはまた懇談会でも話をしましょう。ほかに何かございませんでしょうか。 

佐藤委員   廣瀬課長に少しお願いというか要望ですが、先ほど副会長の望月さんが

聞いたように、棒線を引いてしまうと、我々としては、これは地域審議会として扱わない

よというのはわかりますが、審議事項ではないから扱えないよということも、私は受けと

められますが、懇談会などの場で少し話をしてくださいという方向性を、先に言っていた

だければありがたいと思います。やはり審議事項ではないからと簡単に言われてしまうと、

地元の住民にとって非常に大きな課題だし、蒲原病院も庵原高校についても、もう少し工

夫をしながらも、別に審議をするとうのではなくて懇談会なりの場で扱いたいというよう

なことを配慮していただければありがたいと思います。 

地域総務課長   言葉が足りなくて申しわけありませんでした。佐藤委員がおっしゃ

るとおり懇談会等で十分話し合っていただいて構わないので、その辺お願いしたいと思い

ます。冒頭に私、一番目の合併建設計画関連事業の内部検討中、これは該当ないというこ

とではなくて、これについては、十分検討していかなければならないものだと思いますの

で、この辺についても、これから皆さんの任期中に検討あるいは確認しなければならない

事項が出てくるのではないかと思いますので、訂正させていただきます。以上です。 

会長   ほかにございませんか。 

  いろいろな御意見、本当にありがとうございました。今年度の審議会における審議事

項については、副会長とも事前に話し合い、いろいろと検討しているところではございま

すが、１つの提案を皆様にお話ししたいと思います。それでは、望月副会長から少し説明

をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

望月(秀)委員   望月でございます。今会長から申し述べるようにということをいた

だきましたので、少し整理をしながらお話させていただきます。 

 蒲原地域審議会というのは、合併建設計画に示されている進捗状況を精査していく中で、

当局といろいろな話し合いをもつのが主たる仕事あるいは業務というか、そんな中で検証

していきますと、先ほど当局のからも説明がありましたように、事業の執行率は71.6％、

53の事業が進捗をしているということです。合併協議会が設立されて約７年が過ぎ、概ね
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進捗しており、あと３年で終えんを迎え、結論を出さなければならない時期になってきて

いるということで、今回の審議も残り任期が１年、これでとりかかっていくわけです。 

今回、資料をいろいろ出していただき、これは私どもからも要望したことですけれど、

先ほどの内部検討未着手、それから審議会除外とか整理された中で、この色分けされた事

業で74項目あるうち、未着手その他のものがこれだけありますと出していただいた。それ

と同時に、私どもからＡ４のアンケートを出させていただいた。これは、これから審議会

を進めていく中において、やはり皆さんの意見を集約し、それを端的にぶつけていくとい

うのが当局に対していいかどうかわかりませんけれども、意見していくというようなこと

が必要なのだと思っています。それと同時に、この区分というものは、やはり対象区分に

より重要視され、その区分の中にどうにか当てはまっていくのではないかなと思うもので

すから、私はこの審議委員の中で整理をした項目を提案事項や改善策として、もう一度整

理して的を絞りぶつけていく、そういう手法をとることによって残りの３年が有意義な審

議の対象となり、最終的には審議会が有意義なものであった10年になるという捉え方を私

はしています。 

会長とも内々に相談をさせていただきました。まちづくりの基本方針、まちづくり計

画、それから審議事項、合併建設計画を照らし合わせた中で整理をし、皆さんの意見を集

約して当局へぶつけていく進め方はいかがでしょうか。そんな提案をさせていただいて、

当然ながら各委員さん、五十嵐さんなら商工会、米倉さんなら農協、それから市川さんな

ら国際交流とかという様々な分野から選出されていますので、その分野の中でも御意見が

あれば持ち寄っていただく。もちろん自治会も同様だと思いますが。個人的に公募で委員

になられた方は、そのときの思いを持って参画されていると思いますので、そんなところ

を皆さんで持ち寄って力を分散しないような審議会にしていくことを会長とお話しさせて

いただきました。そんなところで、この後の懇親会で、少し皆さんの御意見を集約してい

きたいと思っています。以上でございます。 

会長   ただいま望月副会長からお話があったとおり、７年が過ぎてやはりずれも出

てきていると思います。その当時はこういう計画で良かった、だけど７年たってみたら、

当時の考え方とずれも出てきているのではないかと、そのようなものも対象に入れた中で

皆さんから、この分野のこれを重点的に審議していきたいねというものを出していただい

て、それを重点的に審議していく形がとれれば一番良いのではと思っています。今日４名

欠席ではありますが、懇談会を開いて忌憚のないご意見をいただきたいと思います。 



 

 ―１６― 

例えば、自分が任された２年間の間に、結果として何かできたらいいとか、こんなも

のもあっていいのではないかとか、そういう御意見を含めた上で、合併建設計画、まちづ

くり基本方針、まちづくり計画の中において関連事業を見出してやってみたいですね。 

 また後ほど懇談会を開いて、その中で意見を出してみましょうか。よろしいですかね。 

それでは時間の関係もございますので、後で懇談会を開きまして話し合いをしていき

たいと思います。もう一度忌憚のない意見をまた聞きたいと思います。よろしいですか。 

それでは、次に進ませていただきます。次に議事の５、その他に移ります。委員の皆

様から全般的に何か御意見、御質問等はございませんでしょうか。 

  ないようです。それでは事務局から何かありますでしょうか。 

清水区地域総務課主査   はい、事務局から次回の審議会の開催日程について、もう

一度御連絡させていただきます。会の冒頭に資料１の審議会日程案について説明させてい

ただきましたが、行政側の都合で大変申しわけありません６月、７月と県知事選挙及び参

議院選挙が予定されております。その都合で、大変申しわけありませんが、次回の開催は

７月30日の火曜日を設定させていただきました。本日御出席いただきました委員の皆様の

御都合がよろしければ、このまま７月30日で確定ということで御了承いただきたいのです

が、いかがでしょうか。 

よろしいですか。ありがとうございます。それではお忙しいところ申しわけありませ

んが、よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 

会長   そのほか、何かございませんか。 

特にないようなので、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８番、日の委員にお願いしたいと思います。 

 以上をもちまして、第４期第８回静岡市蒲原地域審議会を閉会といたします。御苦労で

した。 

（午後 ３時１０分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


