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第４期第９回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年７月３０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、宇佐美委員、折原委員、 

              佐藤委員、志田委員、日野委員、緑川委員、望月和志委員、 

              望月秀美委員、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、今井参事兼統括主幹、望月主査  

蒲原支所：青木支所長、石川参事兼統括主幹、酒井参事兼統括主幹 

 

４ 議 事    

 （１）前回（第８回）の質問事項についての回答 

 （２）審議会委員からの審議案件について 

   【懇談会（７月４日開催）の内容について】 

 （３）その他 
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地域総務課主査   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９回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。これよ

り進行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。よろしくお願いいた

します。 

  初めに御報告させていただきます。本日は坂本委員、矢部委員の２名から欠席の御連

絡がありました。ほかの３名の委員の方につきましては少し遅れて到着されることと

思いますので、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。」と規定されております。 

  本日の出席者は、後に出席される方を含めまして13名となる予定でございます。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、原則公開となっており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、まず１枚目に次第と次に資料１「第４期第８回蒲原地

域審議会における質問等への回答」、次に次第のその他において最終確認させていた

だきます「第４期後期 平成２５年度 蒲原地域審議会開催日程」の３枚となります。 

  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。 

  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   皆さん、こんにちは。暑い日が続く中、地域の行事とか個人の用事とか忙し

い面がかなりあると思いますが、御参加いただきありがとうございます。 

  ４期目９回ということで、まだまだ日程的にはあと３年ありますが、身と気を引き締

めて、いろいろ意見を出していただき、今後の参考にしていきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

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。それでは、

議事進行につきましては宮田会長にお願いします。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したいと思います。 

  それでは議事（１）前回、第８回地域審議会にて質問がありました件の回答について、
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事務局より説明を求めます。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   蒲原支所の石川です。それでは私のから前回、佐藤委員から質問の

ありました庵原衛生プラントの状況について説明をさせていただきます。座って説明

をさせていただきます。 

  資料１をごらんいただきたいと思います。ここに第４期第８回蒲原地域審議会におけ

る質問等への回答ということで、担当局の廃棄物政策課から回答を得ています。 

  詳細な説明に入る前に、この庵原衛生プラントについて簡単に説明をさせていただき

ます。 

  合併前の庵原郡３町は、庵原郡環境衛生組合を設立し、庵原斎場、廃棄物処理施設の

クリーンセンター、し尿処理施設最終処分場を共同で処理をしていました。平成18年

３月31日に蒲原町が静岡市に編入したことから、構成団体が静岡市旧由比町、旧富士

川町の１市２町に変更され、平成20年11月、旧由比町が静岡市に編入、富士川町が富

士市に編入することになりました。よって、平成20年10月末日をもって庵原郡環境衛

生組合を解散したわけでございますが、この解散に伴いまして、静岡市と富士市で庵

原郡環境衛生組合の解散に伴う財産処分に関する協議書、これを取り交わしておりま

す。この協議書により、し尿処理施設の建物とプラントは静岡市の財産になったわけ

でございます。 

  では、質問にあった回答について順に説明をいたします。まず庵原衛生プラントの使

用状況です。庵原衛生プラントは１日76.9kl、これはドラム缶に換算しますと約385本

の処理能力を持っております。現在、蒲原由比地区及び富士市鍵穴地区、これは旧富

士川町の鍵穴地区で旧由比町に隣接している地区でございます。ここのし尿と浄化槽

汚泥の処理を行っております。表にありますように、平成23年度においては年間１万

5,184kl、１日約41.6klを処理している状況にあります。 

  次に、庵原衛生プラントの耐用年数です。衛生プラントは事務所等の建物とし尿処理

施設のプラントで構成されております。建物部分につきましては建築年が平成５年の

７月、耐用年数は30年であります。平成35年の６月末に期限を迎えることになります。

プラントにつきましても建築年が同じく平成５年７月、耐用年数が16年であります。

平成21年６月に期限を迎えておりますが、現在は施設の点検、補修等を行いながら継

続使用している状況にあります。 

  次に庵原衛生プラントの今後の使用計画でございますが、庵原衛生プラントは富士市
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（旧富士川町）の行政区域内に設置されております。旧由比町の静岡市の編入に伴い、

庵原郡環境衛生組合を解散する際の協議、庵原郡環境衛生組合の解散に伴う財産処分

に関する協議書によりますと、平成35年10月31日までに建物、プラントの構築物は解

体し、更地の状態で富士市に返還することとされています。また、この衛生プラント

の土地については、富士市と平成20年11月から15年間の使用賃借契約を結んでおりま

す。庵原衛生プラントを解体する場合、工事に２年程度の工期を要すること、また解

体工事に入る前に土壌汚染対策を、これはダイオキシン類の関係です、に基づく調査

等が必要になる場合があるため、今後富士市と協議を進めながら使用可能期限を調整

していく予定になっております。現段階では富士市との協議は行われておりませんの

で、具体的に庵原衛生プラントの閉鎖時期等は決定されておりません。以上、簡単で

すが、説明を終わります。 

会長   ただいま、事務局から説明がありました。 

  この件につきまして何か御意見、御質問等はありませんでしょうか。 

佐藤委員   佐藤です。35年の10月末ということで、もう返さなければならないと。

その前に２年ぐらいかけて解体工事をすると。そうなると、引き算していくと30年ち

ょっとぐらいのときにはもう返さなければならないし、更地になる。もちろんそれの

代替案というか、し尿、それから汚泥の処理というのは、今のイメージですとどうい

うふうに考えられているのでしょうか。 

会長   事務局。 

蒲原支所参事   静岡市では、一般廃棄物の処理基本計画というものを作成している

わけですけれども、その中で旧庵原郡、要は蒲原という地区を合わせた中で再度し尿

処理方法を検討していくというような方策が出ておりますけれども、今現在のところ

具体的な案は出ておりません。ただ、想像するに、静岡市の場合、静岡の処理センタ

ー、清水の処理センターと２カ所、それと今庵原の衛生プラントがあるわけですけれ

ども、庵原の衛生プラントを解体するとなると、由比、蒲原の地区については清水の

衛生センターで処理をするような形になろうかと思います。その場合、当然そのし尿

の浄化槽汚泥をそこまで持っていく輸送費がかかり若干値上がりするかどうかという

のは具体的にわかりませんが、そのような状況になろうかと思います。ただ、これは

あくまでも仮定でありまして、具体的に処理計画の中ではまだうたわれておりません

ので確実とは言えませんが、そういった状況になるのではないかと想像されるという
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ことで御了承願いたいと思います。 

会長   はい。ほかに質問ございませんか。よろしいですか。 

  ないようですので、次に進めさせていただきます。 

  次に議事（２）審議会委員からの審議案件についてへ進めさせていただきます。 

  これにつきましては、７月４日に開催しました懇談会において、これからの審議会で

審議していきたい事項について、委員の皆様と意見交換を行いました。その中で、主

に都市基盤と産業経済に関連するものについてたくさんの御意見をいただきましたの

で、望月副会長のから簡単にまとめて説明をしていただけますでしょうか。 

望月(秀)委員   それでは私から説明をさせていただきます。 

  私が今から申し上げますことは、懇談会の席上出たことを取りまとめ、報告をさせて

いただくわけでして、不足なところがございましたら、各委員の皆さんにも補足をし

ていただけたらと思います。 

  ４期に入りまして５期目も近づいてきたということで、限られた回数の中において有

効に時間を使用していくためにはという趣旨のもとに懇談会を開いて、審議会に臨む

という経過のもとに進めさせていただいております。５月に開催された審議会の後、

懇談会をさせていただきました。その意見をもとに、７月の16日に再度開会させてい

ただいております。その中で出ました案件について報告をさせていただくと同時に、

当局からも御説明いただけるものについては回答をお願いしたいと思っております。 

  それでは、報告させていただきます。 

  まず都市基盤に関する件でございます。まず旧役場跡地につきましては、その後の使

用について、審議会からは宅地等を切り売りといいますか、そういうことに使用する

ことなく、ある意味では公園、避難地、そのような使用の仕方をしてほしいというよ

うなことを申し上げた経緯がございます。今、当局においては街路公園というような

位置づけで進められているというような報告を受けておりますので、また全てが決定

した後には報告をいただきたいと思っております。 

  続きまして、山手線の道路に関することでございます。今、静岡銀行が移転するとい

うことで、もう工事も進んでいるように見受けられます。実は３月14日開催の審議会

において、当局から計画や図面等、提示をしていただきました。その中において、こ

の山手線というのは蛭沢通線というような位置づけでおりましたけれども、蛭沢通線

というのは県道を渡ってその後ＪＲを越え神沢白銀線に至る区間を通称蛭沢通線とい
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うことで、都市計画の中にも記載させていただいているところです。山手線の一部か

ら静岡銀行を経て県道に至る部分について、国からの取り組みもあって、先に開通す

るようですが、この道路については蒲原西小学校の通学路にもなろうかと思います。

その中で審議会においては、通学路として小学生が通う道なので安全を期した計画に

していただけるのかというような意見がありました。また、小学校に関係する審議委

員からは、学校へ報告がなされていないと聞いております。また、近隣の住民につい

ても当事者、要は土地を提供する者については報告を受けているけれども、そこに附

帯する住民については、まだ説明がなされてないという報告がありました。 

  私どもとしては、学校に対する説明はないのか、住民についても当事者だけの説明で

終わらせるのか、その辺について御報告をいただきたいと思います。 

会長   事務局で、今の質問に対しての確認等がございましたらお願いします。 

地域総務課長   地域総務課、廣瀬です。 

  今の山手線関連、西小学校の通学路等になっているという話ですので、これにつきま

しては次回の審議会において担当者から説明させていただくか、またその辺の話を聞

いて私どもで回答するかにしていただきたいと思います。 

望月(秀)委員   はい。ありがとうございます。他に審議委員の中において補足をし

ていただける方がいらっしゃいましたらお願いします。 

会長   はい、望月委員。 

望月(和)委員   望月です。小学校へ問い合わせをしたところ、先週か先々週ですね、

道路３課さんが見えられて話をしたようですが、詳しい内容については特になかった

ということで、まだ先の話なのでどこまで決まっているのか、私も同席したわけでは

ないのでわかりませんが、学校側の要望というのもやはり、学校も多分言いにくい部

分もあると思うので、ぜひ聞いていただければと思っています。私はＰＴＡの関係も

やっています。ＰＴＡからもどういう形の通学路になるのかということ、それから今

あの場所はＰＴＡの役員が立哨を毎朝やっていますので、その関係もどういうふうに

なるのかという問い合わせがきています。道路がどういうふうになるのかというのは、

学校にとってもＰＴＡにとっても非常に重要な部分ですから、その辺の進捗状況等を

お聞かせいただければと思っております。 

地域総務課長   望月委員のおっしゃるとおりです。その辺についても、多分進捗と

いってもまだこれからの話だと思うものですから、計画を確認してまいりたいと思い
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ます。 

会長   はい。では、この件については次回担当課が来て説明していただけるという

ことでよろしいですか。 

地域総務課長   担当課が来るかどうかは再度確認させてください。話を聞いてきた

中で回答するかもしれませんので。 

会長   前回からどういうふうな展開になっているのか、資料もありましたらまた提

供していただければと思います。 

  それから、地域への説明についてはどうでしょうか。地主ではなくて小金のカーブの

近辺の人、どのようになるかの説明があったのかなかったのか、これからするのか。 

地域総務課長   済みません、それについても確認してきたいと思いますのでお願い

します。 

会長   よろしくお願いします。それでは、続けてお願いします。 

望月(秀)委員   また続けて報告をさせていただきます。今質問させていただきまし

た山手線の新線ですけれども、私どもにとりましては非常に関心度の高い道路でござ

います。これは避難路としても非常に重要な位置づけになろうかと思いますので、ぜ

ひ当局におきましても問題点が出れば一緒に考えていただけるように、重ねてお願い

をしたいと思います。 

  続きまして、新蒲原駅に関することですが、けれども、６月１３日の静岡新聞の記事

が目にとまりまして、中を見ますと平成17年度までの駅舎が載っているわけですけれ

ど、残念ながら新蒲原駅というのはその中から漏れておりました。この件につきまし

ては、駅舎にエレベーターがあるとないのとでは、駅の賑わいも違うのではないかと、

私は勝手に想像するところでございますけれども、この13年度までに載ってないとい

うことはこれでもう終わってしまうのかというのをここで御回答いただくというのは

無理かと思いますので、もし情報を持っていればお聞かせいただきたいし、もしなけ

ればその後どうなってしまうのか。乗降者の問題、3,000人という１つのハードルがあ

ると聞きましたけれども、やはり庵原高校がなくなったということは、そこに大きな

格差が出ていることは想定できるわけですけれども、その辺の乗降者の数というのが

やはり１つのハードルにこれからもなっていくのではないかということについてお聞

かせいただきたいと思います。 

会長   よろしいですか。 
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地域総務課長   新蒲原駅のエレベーターの設置ということで、以前にお話をさせて

いただきましたように、今その対象が１日の乗降客が5,000人から3,000人になります

と。そして、確か日野委員の御心配の中に庵原高校がなくなって減ってくるのではな

いかということですけれど、それについて確認したところ三千何百人という数値は活

かされていますと、そして、このバリアフリー化については平成32年度までには全て

行います。今、副会長がおっしゃいました2017年度までに新蒲原駅が入ってないとい

うことですが、今の段階で年度計画というのは示されていませんが、バリアフリー化

の対象にはなるということは確かでございます。以上です。 

会長   はい、どうもありがとうございました。日野委員、この件について何か御意

見はありますか。 

日野委員   日野です。とてもうれしい御報告でよかったなと思っています。ありが

とうございます。 

会長   よろしいですか。 

日野委員   はい。 

望月(秀)委員   引き続き報告させていただきます。新蒲原のエレベーターにつきま

しては、明るいお話をいただきましてありがとうございます。ただ、新蒲原駅周辺の

開発というか見直しについては、これからも私ども審議会としてはやや関心を持って

進めていかなければならない事項の１つではないかというふうに位置づけております。 

  続きまして、生活環境へ移らせていただきます。生活環境につきましては、やはり地

震対策を継続してやっていかなければなりません。特に南海トラフという問題が浮上

しておりますし、そのときには東海沖地震とはまた違った想定をしなくてはいけない

と考えております。東海地震についての対策等は３期の審議会においても質問させて

いただいており、回答も一部いただいております。南海トラフという報道は、非常に

それよりもさらに強固な被害が想定されるものですから、今後についてまた意見を集

約して、御質問等させていただきたいというふうに考えております。 

  それでは産業経済へ移らせていただきます。産業経済というカテゴリーは、商工活性

化支援事業というところも大きな問題になろうかと思います。やはり蒲原に人が集う、

それから蒲原がやはり裕福というか、人が集うような地域にならないといけない。現

在は、新蒲原周辺については大型店舗があるということで人の行き来というのはある

程度見えておりますけれど、目を旧蒲原町内に移しますと、やはり寂れた感というの
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はぬぐえないわけですが、この具体的な見直し等については、今回の懇談会の席上に

おいて具体的な案は示されませんでした。しかし、私どもはこの辺は関心を持ってお

りますので、意見の集約をしていくというところでございます。実は、地域の振興と

いうような意味合いから、当局で何らかの施策を持って進められているとお伺いしま

したが、当局で何らかの計画等々がおありになるようでしたら教えていただきたいと

思います。 

会長   はい、青木支所長。 

蒲原支所長   今、御質問がありました蒲原地域における地域振興について、支所で

考えていることをお話させていただきたいと思います。 

  この件については、蒲原地域内のあらゆる方々がそれぞれでお考えになっているとい

うことは十分承知をしています。けれども、合併前あるいは合併後、地域の現状を考

えると高齢化がますます進行しており、昼間この前の通りを見ても、人が歩いている

のをほとんど見かけない現状で、果たして合併によって、この地域がよくなったのか、

プラス効果として何かあるのかというような声がいろいろ聞かれてきました。この地

域には文化や産業でいろいろなものがありますけれど、それは果たして活かされてい

るのか、そういうような疑問を持たれている方もいらっしゃいました。 

  そうした中で、支所としましては、それではもう一度ゼロから見直していこうという

ことで、「全国で静岡市といったら蒲原と思い浮かべてもらえるようなまちづくりを

考えていこう」をテーマとしまして、１つは全国の人が静岡といったら蒲原とすぐに

思いつく町にするにはどうしたらいいのか、もう一度行ってみたいと思う町にするに

はどうしたらいいのか、地元を離れて生活している人が郷土を自慢できる町にするに

はどうしたらいいのか、地域の歴史や行事等を視野に、将来にわたり賑わう町にする

にはどうしたらいいのか、繰り返しになりますけども、全国で蒲原といったら、名前

が知れ渡るにはどうしたらいいのか、四季を通じて賑わう町にするにはどうしたらい

いのかなど、こういったことをコンセプトにして、年齢や立場にとらわれずにもう一

度ゼロから考えていこうということで発足させた会があります。先ほどもお話ししま

したように、地元の団体等がこういうことに熱心に取り組んでいることは十分承知し

ていますけれども、単独でやるよりは１つにつながっていったほうがより強力な力に

なるとの発想から生まれたものです。 

  今の段階では事業案を考えるということで、例えば異業種間交流を含む全く新しい事
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業を創設する、あるいは今まであるような事業と新しい事業を加える、あるいはそも

そもあるもの同士をくっつけていくなど、いろんなことが考えられると思いますけれ

ど、もう一度歴史や文化あるいは組織などを見直すことによって、なぜそれが発展に

つながらなかったのかをもう一度見直し、事業をどれか具体的に選定をしていきたい

ということで取り組んでいるところであります。 

  会議の方法としましては、月に１回を基本として、今年は６月から10月まで計５回を

予定しています。会議の方法としましては、年齢とかそれぞれの立場などにとらわれ

ずに自由に考え、発想を表現できるということで、ワークショップ形式でやっており

ます。もちろんこれは単年度で終わるということは考えられませんので、平成26年度

以降もこの会議で検討した内容によっては地域へ働きかけたり、行政や民間を含む各

種機関へ働きかけが必要になってくると考えております。 

  ちなみに蒲原のメンバーは、今年度は12名の方に参加していただいています。オブザ

ーバーとして、ここにいらっしゃいます緑川さんが連合自治会の代表ということで参

加していただいております。今この地域を発展させるにはどうしたらいいのかという

ことでゼロからという話をしましたけれども、これはそもそも清水区の運営方針の１

つに位置づけられております。清水区としましては、合併をしたけれどもその後、旧

の清水区内の地域とあるいは由比とか蒲原が一体化していないのではというような懸

念があって、それをもっと強化して一体化を進めていきたいという思いの中、１つの

事業としてでき上がっているものです。ですから、蒲原地域だけではなくて、由比に

も当然同じようなことで対応させていただいています。 

  今、一体化という言葉を使いましたけれど、本来は清水区、由比、蒲原が１つになっ

てということでやろうとしていますが、昨年こういう会を発足するに当たって地元の

方々や、いろいろな会議に参加者の選定をお願いをしたところ、今までの歴史的な経

過などありまして、由比と蒲原が１つになっていきなり話をしていくというのは難し

いと、大変だというようなお話がありまして、蒲原支所としましては、少し方向転換

をして、それでは一番最初に由比は由比、蒲原は蒲原ということでいろんな事業を考

えた上で将来どこかで協力し合うところがあったら協力していこうと、それが区の一

体化につながるであろうと、もっと言えば静岡市全体の一体化につながっていくだろ

うという発想に切りかえて、実施をしているところであります。 

  この一体化事業につきましては、今は地域発展についてだけを説明しましたけれども、
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当然地域にとって欠かすことのできない防災関係も、もう一つの事業として考えて、

それぞれ由比と蒲原で検討していただいております。以上です。 

会長   どうも、ありがとうございました。 

望月(秀)委員   ありがとうございました。この構成メンバーというのは、これは偏

らない、いろんなところから選出されているのですか。 

蒲原支所長   なるべく活動ができる方、年齢では若い方を主にしたいということで、

昨年、蒲原地域においては、自治会とまちづくり推進へお話をして、その中から選抜

をしていただいております。ここでは緑川さんもいらっしゃいますけれど蒲原地区連

合自治会長、まちづくり推進委員会の会長の稲葉さんが、オブザーバーということに

なっておりまして、他にも国際交流関係とか、もっと若い人だと、成人式をこれまで

つくってきてくださった方とか、そのような方にも参加していただいております。 

  このメンバーにつきましては、今は事業を検討するということでやっておりますので、

今後話の内容によってはメンバーがもっと膨らんでいく可能性もあります。先ほど説

明させていただきましたけれども、事業の内容によっては、企業だとか行政関係の方

とか、いろいろな方が考えられますので、内容によってはもっと膨らむというような

ことは想定されます。ただ、それは次年度以降からということになろうかと思います。

今年度はどうやっていくかということをこの地域の方々で検討していただきたいとい

うことでやっております。 

望月(秀)委員   期間を切って、ここまで最終的に何年何月までにということがあり

ますか。それからもう一点、あるところで切りながら進めていかれるのか、その辺に

ついて少し説明していただけますか。 

蒲原支所長   これは普通の事業とは違うものですから、いわゆるスケジュール化さ

せて今年度は何々、来年度は何々とはありません。今の段階ですと、目的や内容が決

定されていないものですから、なかなかそこまでスケジュール化ということはできな

いというのが現状にあります。今年度は、今までの文化とか何かを見直すこと、ある

いは既存の組織でやっていることをもう一度見直すこと、様々な疑問点を解読するこ

とによっていろんな事業をつくっていきたいというのが今年度です。長期化するとは

思っていますけれども来年度以降、具体的にどう発展していくかというのは今のとこ

ろ未知数です。内容によっては予算が伴ったりすることも考えられますので、今のと

ころ考えられるのは、そのレベルぐらいまでです。 
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望月(秀)委員   最後に御質問させていただきます。あることを成就するには、お金

も必要になってくるのではないかと思いますけれど、そういう予算立てとかはつくの

ですか。 

蒲原支所長   今、予算立ての話が出ましたけれども、先ほどからお話ししています

ように、今年度につきましては事業案の検討をしていただくということになります。

あくまでも、こういった地域振興ということに関するものは、地元が主体になるとい

うことが全国的な傾向としてあります。では行政は何もしないのかというと、そうで

はなくて、協働という考え方はそれぞれの行政も地域の方も同じ立場に立って同じこ

とを検討していきましょうというのが原則です。その中で、例えば事業を推進するに

当たり、お金がかかってくるということになれば地元でも当然考えていただくという

ふうにはなりますし、行政でも必要に応じて予算立てをしてというようなことが出て

くるのであれば、担当事業課を選別して、そちらへ話をしていくというような格好に

なると思います。 

会長   ありがとうございました。この件について何か御意見、御質問等ありますか。 

緑川委員   緑川です。直接この件ではありませんが、タスポニーの日本大会という

のが蒲原の体育館で行われるという話を聞いています。タスポニーとは、スポンジの

ボールを小さなテニスみたいなコートで手で打ち合うものです。その大会が蒲原で行

われると聞いて、由比のスポーツチャンバラと同じように蒲原といえばタスポニーと

いうような形で盛り上げるのも１つの手かなと思いました。 

会長   どこの主催ですか。 

緑川委員   主催は、そのタスポニーの協会ですね。静岡県全体で協会を持っている

ところがほとんどないので、それで蒲原ということになったようです。ですから、ま

ちづくり推進委員会と連合自治会で協働しまして大きな全国大会歓迎とか垂れ幕でも

つくろうかなんて話をしています。 

会長   そこの２つの団体以外にタスポニーの主催者側の関係者というのは蒲原に誰

かいるのですか。 

緑川委員   元の体育指導員の野田さんがやっているようです。まだ詳しく聞いてい

ませんが、本来中央体育館かどこかでやる予定が蒲原に来るということで、この際、

蒲原とタスポニーを結びつけて宣伝しようというような動きが今、始まっています。 

会長   ほかに何か御意見はありますか。 



 

 ―１３― 

志田委員   今の件ですけれど、静岡県には蒲原しかやっている団体がないというこ

とで蒲原になったとは聞きました。野田さんのところですから、まちづくりのスポー

ツ関係ですね。何年か前にニュースポーツみたいなもので、体育指導員がやられて、

体験みたいな形でやったのが初めてだと思います。それで１チームずっと蒲原体育館

で毎週木曜日に練習は続けていらっしゃいます。稲葉さんの息子さんが主になってや

っていると思います。 

緑川委員   蒲原体育館を耐震工事していただきまして床を張りかえて、そのときに

タスポニーのコートを書いています。蒲原体育館は、バドミントン、バスケット、バ

レーボール、タスポニーができる体育館となっています。スポーツ振興課に登録され

ているのは、テニスではなくタスポニーなんです。いい条件がそろっていますので、

これを活かしていけばいいと思います。 

会長   25年９月15日、蒲原体育館、皆さん応援してやってください。 

日野委員   日野です。先ほど支所長さんがおっしゃった内容に含まれますけれども、

蒲原の中で何かをやろうとしたときに、意外とみんなが知らないことが多いような気

がします。今のタスポニーの話にしても、あ、そんなものがあるんですかと、みんな

が思うように、せっかくそういうものがあって、活かせるのならば、ほかにはなくて

ここにしかないようなものを活かしたいと思うならば、もっともっとみんなで宣伝し

ていって人口をふやすとか、いろいろな手だてを打っていかないと、ただ案を立てた

けれどもみんなが動かないというようなことがないようにするには、もう具体的にど

んどん積極的に皆さんに声をかけて、蒲原の中ではタスポニーが当たり前みたいな形

にしていかないと広がらないのではないかと思います。 

会長   そういうものを発信する拠点は、今現在、蒲原のまちづくり推進委員会とか

になりますかね。そういうふうな発信する母体というのがどこにあるのか、私どもわ

からないところですね。 

米倉委員   由比にスポーツチャンバラがありますけど、由比の場合はどうなのかな

と思いまして、知っていたら意見を聞きたいと思います。 

会長   事務局、どうですか。 

蒲原支所参事   スポーツチャンバラは、由比の阿僧というところの出身者の田邊さ

んという方が発案したスポーツです。それが文科省のスポーツ関係の補助対象になり

まして、旧由比町時代から10年間で毎年500万円の補助が出るというような形でやって
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います。毎年１回由比で全国大会を開催しています。北海道から九州、沖縄の選手た

ちが集まって２日間かけてやっていますが、その母体となるのが由比の中にスポーツ

チャンバラ協会というものがありまして、由比の米倉さんが中心となっていろいろ活

動していると聞いています。その活動も、由比地区だけではなく清水区内の小学校へ

出向いて教室を開いたり、いろいろな活動をしているのが現状です。 

会長   どうも、ありがとうございました。やはり、拠点にするところとか、例えば

事務局があるとか、予算はどうやって組めるとか捻出するにはどうしたらいいのかと

か、そういうことも含めて、まちづくり推進委員会が主になるのか、そういうところ

をつくっていかないと発展していかないと思いますね。 

日野委員   日野です。だからこそ、先ほどの支所長さんがおっしゃったプロジェク

トの中にこれを入れましょうという案が皆さんの中にあれば、それを入れていくこと

によって核はできてくるのではないかと思います。 

米倉委員   やはり核になる人も一緒ですよね。それと望月町長もある程度バックア

ップしたということですものね。やっぱり動く人が必要ですかね。 

会長   ほかに御意見はありますか。 

蒲原支所長   今、日野さんがおっしゃったように、先ほど説明させてもらった事業

の中でいろいろな情報発信とか具体的な事業案、その検討をしていきたいと思ってい

ます。まさに言っていただいたとおり、今進めていこうと考えております。 

会長   はい、ありがとうございます。ほかに何か御意見ありますでしょうか。 

緑川委員   先ほどの情報発信の件ですが、今、生涯学習交流館の指定管理者として

自治会が管理をしております。交流館の広報をあらゆる蒲原の情報発信のもとに使お

うと今動いていますが、今まで交流館がやってきた仕事のいきさつがあって、なかな

かいろいろなものを取り入れることには、まだまだ抵抗があります。あそこで蒲原の

あらゆる情報発信ができるようなスタイルに持っていこうということで、今館長に動

いてもらっています。 

会長   はい、ありがとうございます。ほかに意見、質問等ありますでしょうか。 

望月(秀)委員   それでは私からもう１点報告をさせていただきます。やはり産業経

済に関わるところでございます。まちが賑わいを取り戻していくということについて

は、協働というようなところから今後も進めていくべきではないかと思います。 

  それともう１点、この地域の特性、静岡市の中蒲原がどういうふうに位置づけられて
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いるかというと、やはり一番は富士川を渡って入ってきたときの静岡市の東の玄関と

いう位置づけ、これを私はすごいネーミングではないかと思います。やり方によって

は東の端っこだとかなんて言う人もいますけれども、私はぜひ東の玄関、まさに富士

川を渡って静岡市に入ってすぐの風光明媚なところでもありますし、この位置づけを

ぜひ活性化につなげていく、そのためにはどんなことをしたらいいのか、先ほど支所

長が報告されたことにもつながっていくことではないかと思います。 

  それともう一つ、富士山が世界遺産に登録されたということ。三保松原が構成資産に

なったこと。これをＡとＢの点と点で結びますと、ちょうどまさにその中に入ってい

るのが、この蒲原ではないかと思います。やはり蒲原の中には吹上の浜という１つの

富士山を眺めるには非常にいい地域がありますし、また富士川にも蒲原は隣接してい

るわけです。この世界遺産に登録をされたということを千載一遇のチャンスとして捉

え、審議会でも、これから審議をしていく中において、蒲原が潤っていく施策という

ものがどんなものがあるのか、ぜひ皆さんで意見の集約をしていきたいというふうに

考えております。余りうまく皆さんの意見を集約した報告ができたかどうか至らない

点が多々あるかと思いますけれども、もし皆さんの中で、懇談会の中において出た意

見で私が取りこぼしているようなことがありましたら、お助けをしていただいて、私

からの報告とさせていただきたいと思います。以上でございます。 

会長   望月副会長、ありがとうございました。ただいま事務局からの説明も含めま

して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。 

折原委員   折原です。前回の懇談会には出れなくて済みませんでした。まちづくり

の理事会のときに出た話ですが、蒲原地区でハイキングですとか、観光客もたくさん

通りますけれど、今、西小学校の通学路にもなっている場所、１つは善福寺からおり

てくるところのトンネルをくぐって下におりてくると左側に崩れかかっている家があ

ります。まちづくり委員の方が、通学路になっているのでとても危険だけれど、あれ

はどうなっているだろうかという話と、もう一つは諏訪町の東側にも廃屋がありまし

て、崩れかかっていますが、そういったものはどこに言ったらいいのかという問い合

わせがありました。その管理や対処法は市の問題なのかどうなのかということ。それ

とこの景観や蒲原の地域振興に関してもマイナスイメージを与えるものなので、早急

に対応してもらいたいと思っています。 

会長   この件について、どうですか。 
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地域総務課長   折原委員の御質問ですが、これは静岡市全体に言える話ですよね。

やはり清水区でもそういうところがございまして、廃屋というかその建物、もちろん

民地ということですから、なかなかそこに行政が入って、極端なことを言えば取り壊

すとか、そういうことはできる話でもないと。逆に、例えば近隣から所有者がわから

ないから教えてくれと言われてもこれもできない話ですよね、個人情報という中で。

そして一番よく問い合わせがあるのは、自分のうちの隣が草ぼうぼうだと、これは夏

場になると蚊が発生して困るし、火災の危険もあるというような場合ですと、消防へ

連絡しそれなりに地主さんとお話はしてくれますが、建物自体が古いからといって行

政が介入できるかと言いますと、正直難しい状況です。 

会長   はい、ありがとうございます。 

折原委員   諏訪町は東小学校の通学路にもなっているので、学校として把握はして

いると思いますが、地域住民も自治会も何か対処法があればいいなと。これと付随し

てもう一つは、市の条例で制定されている公掲示物、市の許可を得ない掲示物に関し

ては一切張ってはいけないという条例が規定されていますが、そうでないところにサ

ラ金の看板が張ってあったりというのがあちこちにありまして、ただ撤去に関しては

警察に言っても、それは人の家だからできないと。市の条例も、家の人に言って撤去

するならいいけれど、誰もいないところに勝手にやるわけにはいかないと。張る業者

は勝手に張っていく。どうにもならない状態のことが、法律上でそうなっているのか

もしれないが、結局黙って見ているしかないというような中で、そういうことに関し

てそれしか手だてがないのか疑問です。地域住民のために住みよい政令市が発展して

いくために大成していくようなことをやっていただけたらなと問題提起させていただ

きました。 

会長   はい、どうもありがとうございました。どうですか、看板の件については。 

地域総務課長   今は即答できませんが、所管課等に確認して、どういう取り締まり

ができるか、次回回答させていただきたいと思います。 

会長   市の条例はどうなっていますかね。ああいうものに対して、どこら辺まで許

可しているのかね。 

地域総務課長   回答にはなりませんが、先日、三保松原が構成資産になった中で清

水区としても、のぼり旗をあの周辺へ掲げたいという話をしたところ、三保松原のあ

の辺は景勝地ということで、規制もあり立てられないんですよ。極端なことを言えば、
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自分の軒先でさえ立てられないというような規制もあるようです。余談ですけれど、

それら含めて次回、回答させていただきます。 

会長   よろしくお願いいたします。ほかに意見ございませんか。 

市川委員   国際交流で役員をしています市川です。 

  実は７月20日の静岡新聞の朝刊ですが、見てびっくりしました。来年の予算の仕分け

ということで、姉妹都市交流が仕分けの対象になっていました。これはまだ静岡市に

３つ団体がありまして、蒲原はまだ合併の特例法で、あと２年ぐらいそういうのは残

っているのではないかと思いますが、何とか対象にならないようにしていただくとい

う働きかけはできませんか。よろしくお願いします。 

会長   どうですか、補助金の延長ですか。 

地域総務課長   市川委員の御質問ですが、まず、その事業が対象になっているとい

うのは確かであります。例えば合併特例法という中で対象から外してくれということ

は、審議会としては言えないという状況かと思います。現状維持あるいは削減、逆に

拡大というような結果にもなる可能性もあるわけです。それは所管課でしっかり事業

説明すると思いますので、また詳細について、その辺確認しておきたいと思います。 

会長   その件について、例えば活動状況が活発でこれからも発展しそうだなという

ものに対しては、それも判断の対象になるわけで、打ち切りにならないような努力も

していかなければならないと思いますけれど、その辺の詳細はまたよろしくお願いい

たします。ほかに御意見等ありませんでしょうか。 

緑川委員   緑川です。それに関連しましては、老人施設もあがっています。蒲原の

老人福祉センターがどうも犠牲になるのではないかというお話がありまして、今戦々

恐々しまして、その対策の会議を先週行い、月曜日には老人センターの運営委員会と

いうのを急遽立ち上げまして、いろいろなメンバーを入れて、こんな努力をしている

から残してくださいというような形に持っていこうという話をしています。 

  合併に伴いまして、蒲原の特殊性で老人クラブなんかが固定客として利用していると。

利用率が低いというか。でもそういう方たちがずっと利用しているのでなくなってし

まうと困るんですよね。それをただ数字の上だけで、利用者が少ないからなくしまし

ょうとか、あるいは由比と合併しているから縮小しましょうという結論が出ると困る

なあと感じています。 

会長   活動している内容とか、そういうものによって打ち切りになるような話にな
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ってしまうんですか。もっと高齢化は進んでいくわけですよね。そういった中で参加

者が少ないからといって切るっていうことが理由になるのかね。 

緑川委員   本来、老人福祉センターというのは、条件がありまして５つの仕事をや

らないといけないんですよ。ところが今までそれを指定管理者で管理していた事業が

１つしかやってないわけです。５つ大きな仕事があって、一番最後にある老人の援助

という部分、これしかやっていないわけです。残り４つ何もやってないわけです。だ

からそれをやっていないと、いわゆる本来の機能を発揮していないということにもな

り、当然利用率も低くなっていますし、利用客も少なくなっているという状態がずっ

と続いています。それを今、新しい指定管理者が引き受けた途端に、市のそういう仕

分けに乗っかってしまい過去のデータで見られると、仕分けの対象になってしまうん

ですね。今、一生懸命頑張に新しい指定管理者が頑張っています。そういうことが今

起こってるということを委員の方、承知しておいてください。 

会長   でも、仕分けの対象の期限内にクリアできるかどうかわかりませんよね。 

緑川委員  そうなんですね。だから今、蒲原の老人センターで起こっているというこ

とをちょっと皆さんに周知させていただきました。 

日野委員   日野です。結局指定管理者が今コープでしたかしら、前の社協がずっと

持っていたところから違うところが請け負ったわけですけれども、本当ならば、その

指定管理者になる人たちは多分計画書を出してると思います。市に。そのときに既に

それだけのものをやっていないということがわからなかったんですかね。その仕分け

の材料になるということは、やはりきちんとやることをやらないっていうことは仕分

けの対象になります。特に今のように指定管理者がどんどん出てきていますから、指

定管理者に対しては、市はとても厳しい目を持ってます。だから、老人福祉センター

が指定管理者になったことによってそういう目がすごく強く入ってきて、我々は今ま

での蒲原のときと同じようにやっていけばいいと思っていたけれども、いっぱいいろ

んなところで問題は出てくると思います。だから知らなかったというのは通用しなく

なるから、指定管理者になったらどうしなければならないか、どう動かなければなら

ないかということを皆できちっと認識していかないと、これからもっと厳しくなるの

ではと思います。 

会長   それで間に合うんですか。 

日野委員   間に合うか間に合わないかは、もうあくまでも今の老人福祉センターの
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指定管理者と市の問題だと思います。それで仕分けになって、もしかしてすごく少な

くなったり切られたりしたら、またそこで対策を考えるしかないんじゃないでしょう

か。子育て支援センターも、やはり指定管理者になって、あそこも非難されてますし、

そのあり方というものに対してとてもチェックが厳しくなっています。その老人福祉

センターの計画書も、指定管理者になるためには多分わかってたことだろうし、ちょ

っと手落ちだったのかもしれないと思います。だから、いろんなところが指定管理者

としてありますから、ここでみんなに大変ですよということを言ったほうがいいのか

もしれないと思います。 

会長   はい、ほかにございませんか。 

  ただいまたくさんの御意見をいただきましたが、これから審議会としての審議事項、

これについてやっていきたいなというものが集約できるようなところまでまとめられ

たら、みんなでやっていきたいと思います。 

  この後、懇談会形式でこれを決定していきたいなと思います。それでよろしいですか。 

  それでは、後でお時間いただいて、懇談会を開かせていただきます。よろしいですね。 

  それでは、次に議事（３）「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か。 

  はい、どうぞ。 

米倉委員   米倉です。懇親会の内容ではないですが、審議会の今回の一般公聴の応

募の回覧の件です。昨晩、農協関係で会議をしたときに、あるところの自治会の方が、

行政は１日と15日に回覧板が回ってると思います。15日を過ぎて、今回の７月30日の

一般公聴の応募の案内が来たというような話を聞きました。その地区だけだったのか

どうかわかりませんが、実際の回覧は回ったんですかね。15日前に。そこの地区は、

１軒１軒にみんな配ったような話でした。 

緑川委員   今回は確かにおくれました。行政のほうで何か手違いがありまして、印

刷がおくれましたという連絡が自治会には入っていました。自治会では、もう既に自

治会の集まりは終わっていますので、直接自治会長さんのところに持っていってくだ

さいとお願いして、これは緊急ですから臨時の回覧をしてくださいという連絡をしま

した。ですから遅れたことは事実です。 

米倉委員   そうですね、はい、わかりました。 

会長   ほかに何かございませんでしょうか。事務局からは、何かありますか。 
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清水区地域総務課主査   では、事務局から今年度の審議会の開催日程について、御

連絡させていただきます。 

先ほど米倉委員からも御指摘がありましたように、済みませんが今回の審議会の回

覧につきましては、こちらで印刷が遅れまして配布が遅れた経緯がございます。緑川

委員を含めまして自治会長の皆様には大変御迷惑をおかけして申しわけございません

でした。 

  今後の日程をここで概ね確定させていただきますと、翌月の当初には回覧板で皆様の

お宅に事前に情報が配布できるような準備がこちらも整います。前回の審議会におい

て、皆様に配付させていただきました確認表を先ほど回収させていただきました結果、

まだ全委員から御提出いただいたわけではありませんが、概ね委員の皆様の御都合が

よろしいようなので、当初のスケジュール案のとおり決定させていただきたいと思い

ます。 

  本日お配りさせていただいた日程（案）のとおりそのまま決定ということになります

ので、次回は８月29日の木曜日となります。時間は14時からで、会場もこの会場で行

わせていただく予定ですが、また開催通知を皆様へ発送いたしますので、最終的には

その御通知にて時間と場所を改めて御確認ください。よろしくお願いいたします。事

務局からは以上です。 

会長    ありがとうございました。そのほか、何かありますでしょうか。 

  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９番の緑川委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第４期第９回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。お疲れさ

までした。 

（午後 ３時２３分 閉会） 
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