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第４期第１１回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年９月２６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、折原委員、 

坂本委員、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、矢部委員、吉田委員、 

米倉委員 

        （事 務 局）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 

        （ 関 係 課 ）下水道計画課：青地参与兼課長、石原統括副主幹、牧田主査、佐藤主任技師  

              廃棄物政策課：糟屋参与兼課長、殿岡統括主幹、築地主事 

 

４ 議 事    

 （１）蒲原・由比地域における汚水処理方法について 

 （２）前回（第１０回）の質問事項についての回答 

 （３）その他 
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地域総務課主査   本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。

定刻になりましたので、第４期第11回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきま

す。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。 

  初めに御報告いたします。本日は皆さん御出席いただいておりますので、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、委員全員15名で、問題はございませんので、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、まず次第と、次に資料１、蒲原・由比地区における汚

水処理方法についてというＡ４サイズの説明文と、Ａ３サイズの両面印刷、蒲原・由

比地区における汚水処理方法の検討、最後にＡ４サイズカラー印刷の由比・蒲原地区

の地図、３枚で資料１となります。 

  次に資料２、第４期第10会蒲原地域審議会における質問等への回答になります。この

資料２の内容につきましては、前回の審議会において、米倉委員から蒲原の畑総区域

内農業公園等の整備計画についての御質問と、宇佐美委員から日の出線及び蒲原六千

坪地区の道路整備計画等について御質問をいただいておりますが、まだ所管課から詳

細を確認中のため回答が得られませんでした。申しわけございませんが、この２件に

ついては次回の審議会において回答させていただきます。 

  最後に追加資料が１つございます。資料番号はつけてありませんが、旧蒲原庁舎敷地

広場整備事業という図面を１枚追加してあります。 

  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。 

（会長挨拶） 

会長   皆さんこんにちは。もうすぐ秋といってもちょっとは涼しくなったぐらいで、

まだ暑いですね。富士山も世界遺産認定ということと、今月に入って東京オリンピッ
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クも決定して東京、神奈川と静岡にもある程度波及効果がありそうですね。また、蒲

原も静岡市の玄関ということで、これから蒲原のことをもっともっと考えていって、

東京オリンピックみたいに1964年の高度成長時代までいかないと思いますけど、もっ

とここら辺で活気を取り戻して静岡市を世界にアピールするようなものを考えていき

たいと思います。今日は、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、発言の際にはお手元のマイ

クのボタンを押し、氏名を述べてから発言をお願いします。 

  それでは、議事（１）蒲原・由比地区における汚水処理方法について、下水道計画課

より説明を求めます。よろしくお願いいたします。 

下水道計画課長   皆さん、こんにちは。静岡市下水道計画課長の青地でございます。 

  今日は、蒲原・由比地区における汚水処理方法について、説明を廃棄物政策課と当課

と一緒に御説明に伺いましたので、よろしくお願いします。 

  それでは、座って説明させていただきます。お手元にあります資料１、蒲原・由比地

区における汚水処理方法について１枚目のＡ４の資料がございますが、まずそれに沿

って説明させていただきます。 

  １番のまず目的でございます。蒲原・由比地区の汚水処理方法、公共下水道とか合併

処理浄化槽といったものでございますが、これは合併後の課題となっております。旧

蒲原町の合併建設計画、旧由比町の合併基本計画、この中にも生活排水対策事業とい

うものが登載されておりまして、その中に公共下水道や農業集落排水、合併処理浄化

槽が効率的に組み合わせて整備していくということがうたわれております。当面は、

合併処理浄化槽の設置を推進しているところでございますけれど、将来的には最適な

汚水処理方法について今後検討していく必要があるというふうに考えております。 

  ２番目の内容でございます。汚水処理方法の検討に当たりましては、平成22年にアン

ケート調査を実施しております。このとき最適な汚水処理方法の選択ということで公

共下水道か合併処理浄化槽、どちらを皆さんが望むかというような質問をいたしまし

て、その中でどちらともいえないというような回答が半数近くを占めておりました。

これはアンケートの内容が非常にわかりにくく、中身がわかりにくかったということ
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が原因で皆さん迷われたのではないかと考えております。 

  その後、市としましては、下水道と合併処理浄化槽、この２つにつきまして環境面と

か財政面、いろんな側面において比較検討を行ってまいりました。その中でそれぞれ

長所短所があります。それから課題とか問題点が今出てきております。このことを住

民の皆さんに説明させていただいて、十分理解していただいた中で汚水処理方法につ

いて皆さんがどういうふうにお考えになるか、そういった御意向を確認したいと思い

まして、再度アンケート調査を行いたいと考えております。その結果は参考にさせて

もらいまして、最終的には市の方針を決定していきたいと考えております。 

  ３番目の説明会の実施時期です。これはアンケート調査を行う前に地元説明会という

ことでいろいろ説明させていただくんですが、これは平成25年の10月から年内12月に

かけて行っていきたいと考えております。 

  ４番のアンケート時期でございますが、これは年明けの１月を予定してございます。 

  説明は以上ですが、ただいまの説明におきましては由比地区、蒲原地区各地区の自治

会長さんに会合のときに説明させていただいております。由比地区においては９月10

日、それから蒲原地区においては９月12日に関係自治会長さんの会合がございまして、

そのときに説明をさせていただき了解をしていただいております。この調査結果を参

考にさせていただきまして、来年夏頃までには公共下水道か合併処理浄化槽かどちら

かの方針を決定していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  １枚めくっていただきまして、Ａ３の資料がございます。これは下水道と合併処理浄

化槽との比較検討についての資料でございますので、それにつきまして説明をさせて

いただきます。 

下水道計画課統括副主幹   下水道計画課の石原と申します。引き続きまして、私が

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。 

  今のＡ３版の資料をごらんください。まず汚水処理方法の検討ですが、先ほど課長か

らの話にもありましたように、公共下水道でやっていくのか農業集落排水または合併

処理浄化槽、そういうものを効率的に組み合わせて汚水処理をしていくということで、

全国的にもこういうような形で検討はしております。一般的に家屋が密集しているよ

うな地域は下水道が適しています。逆に家屋がまばらにあるというところにつきまし

ては合併浄化槽。これは旧静岡、清水でも同じですけれど、そういう地域の実情、地

形、家屋の密集度、そういうのも検討しながら決めております。 
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  資料の２番をごらんください。これは汚水処理の現状ということで現在の状況をまと

めております。一般に汚水というものはトイレ、風呂、台所、これからの排水という

のを汚水といいます。④、⑤、単独処理浄化槽、くみ取りとか書いてありますが、こ

れは、トイレの排水につきましては処理をして流すような形にはなっていますが、お

風呂や台所、こちらの排水については未処理のまま、家の前の道路側溝や水路に流す

ようなシステムになっております。この２つを合併処理浄化槽にしていくか、あるい

は下水を整備して下水道につないでいくか、このような検討になります。 

  蒲原・由比地区をごらんください。蒲原・由比地区につきましては、この④、⑤、単

独処理浄化槽とくみ取り、まだこの状態のところが約60％このような状況になってお

ります。これを改善していけば生活排水はかなりきれいになるのではないかというよ

うに考えております。ここの地区につきましては農業集落排水がありますけれど、こ

れはいろいろ条件がありまして、街中では農業集落排水というのは適用できないもん

ですから、実質的には公共下水道で整備していくのか合併処理浄化槽で整備していく

のか、この２つについての検討になります。 

  ３番の環境面の比較というところをごらんください。これは公共下水道と合併処理浄

化槽を比較しております。まず公共下水道ですが、放流水質、このＢＯＤと書いてあ

るのは汚れの程度を表す指標になります。下水道では放流水質はＢＯＤ15以下という

ふうに定められております。一方合併処理浄化槽ですが、この放流水質につきまして

は20以下で出すことということで決められております。 

  一方管理になりますと、公共下水道では放流水質の管理は浄化センター、市で管理を

しております。合併処理浄化槽につきましては、放流水質の管理は個人管理、これは

各戸で整備をして個人で管理をするというような形になっております。 

  ③、④、汚水処理、汚泥処理がどうなるかということですが、公共下水道は汚水が出

ましたら速やかに下水道管を通じまして浄化センターまで流れていく。そこで汚水、

汚泥の処理を行うというような形になっております。一方合併処理浄化槽ですが、汚

水処理は宅内にある槽、合併浄化槽で浄化をしまして処理水を側溝に流すような形式

になっております。汚泥処理につきましても年１回、槽にたまっているものをバキュ

ームカーで掃除して衛生センターに持っていくというような形になっております。 

  こういうことを考えますと、公共下水のほうが放流水質の基準につきましては厳しく

設定はされております。③、④のところを考えますと、合併処理浄化槽は汚水を一時
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貯留するため、生活環境では若干劣るような形にはなっております。ただ、合併処理

浄化槽も最近機能的にはかなり上昇しておりますので、この辺についてはそれほど差

異はないようなことを言われております。 

  裏面をごらんください。財政面の比較もしております。これも公共下水道と合併処理

浄化槽で比較をしております。事業費ですが、公共下水道、この蒲原・由比地区の下

水道を整備しますと、今試算をしているところで352億円かかります。国の補助も出ま

すので、そういうのを引きました純粋な市の負担というところでは約262億円かかると

試算をしております。一方合併処理浄化槽ですが、市から建設に対して負担金を出し

ております。その市負担が、この地区を整備しますと約15.5億円かかると試算をして

おります。 

  （２）をごらんください。経費の負担について、これも市負担、住民負担、市民負担

ということでまとめております。市負担ですが、当然建設費、維持管理費というのが

年々かかりますので、こういうものを含めますと、年当たりに直して約7.6億円、毎年

かかるような算定になっております。これについては、下水道使用料収入、これは皆

さんの下水道使用料を払っていただいた収入が入ってきますので、それは今加味して

おりません。その収入が入っていれば若干この7.6億円が少なくはなってきます。 

  一方合併処理浄化槽ですが、市の負担を考えますと、先ほど言いました合併処理浄化

槽の設置補助金、それと衛生センターの維持管理費、こういうのが年々かかりますの

で毎年２億円かかっていくような形になります。一方市民負担ですが、これは①の整

備費と書かれております宅内の排水、配管工事です。これにつきましては、下水にし

ても合併処理浄化槽に変えるにしても同じくらいの費用がかかりますので、ここでは

比較しておりません。そのほかに下水では月々かかります下水道使用料、建設の一部

を負担していただくという目的で受益者負担金というのを徴収しております。これに

つきましては、下水道使用料は２カ月に１回の請求になりますが、年間で約４万１千

円、これは平均的な３人家族で算定をしております。一方受益者負担金ですが、これ

は土地の面積に応じて負担をしております。50坪ぐらいの土地を持つ方、この方には

今の清水区の実績でいきますと約７万６千円。これは１回限りですけれどかかること

になります。 

  一方合併処理浄化槽ですが、先ほど言いました宅内配管は下水と同額ぐらいかかるも

のですから、これは比較しておりませんが、維持管理費、これはブロアの交換、月々
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の電気代、法定点検、点検はしていただかなければならないものですから、あと清掃

などにかかる費用として年間約６万３千円というような試算になっております。当然

浄化槽を設置するのにかかる費用ですが、先ほど設置の補助が出るということで、そ

れを差し引いた値段で約50万から80万円ぐらいかかります。条件によって違うもので

すから、一応これぐらいはかかるということになっております。 

  ５番のその他を見てください。下水をやるについても浄化槽をやるにしても課題、問

題というのはそのほかにもあります。下水のほうで見ますと、当然先ほど言いました

ように多額の事業費がかかる。これは今シミュレーションをしていますが、今後、今

の下水道使用料のまま、この地区に整備に入っていくとちょっと経営として成り立た

ないものですから、使用料の値上げ、また一般会計からの補填を受けるというような

形を考えていかなければならないという課題があります。 

  また③のところで当然用地確保、今後浄化センターとかポンプ場、そういうものは下

水でやる場合は整備をしていかなければならないものですから、その辺の用地の確保、

当然浄化センターとかをつくりますと周辺の住民との合意、理解が得られるかどうか

という問題もあります。 

  一番大きな問題としまして⑦をごらんください。公共下水道、整備をするには時間が

かかります。今から事業に入ると決めましても、国への法定手続きや詳細設計関係を

進めますと、それに約10年。その後整備に入っていきますが、整備に入りましても最

終までできるのに約15年と考えております。合計で大体25年ぐらい整備にかかります。

そうしますと、公共下水道がきていないお宅というのは今後浄化槽、今の単独浄化槽

が壊れた場合、合併浄化槽に直すかどうかということがありますが、合併浄化槽の整

備が今後進んでいくことになります。そうした場合、極端な話ですが、合併浄化槽に

直しましたと、その２年後ぐらいに下水道がきましたと、そこで下水に切りかえてく

ださいというお願いをしなければならないものですから、そういう問題もあることを

認識していただきたいということで、今後地元説明会に入り、その中でもその辺は説

明していきたいと考えております。 

  地元ということで、前回22年に行ったアンケート調査ですが、先ほど課長からも話が

ありましたように、前回も市街化区域の住民を対象に生活排水に対するアンケートを

実施しております。今回も下水で仮にやるとなった場合ですが、やるにしても全区域

を下水でやるわけではありません。図面をごらんください。これは純粋に下水の区域
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というわけではありませんが、黄色で囲ってある部分、これが市街化区域になります。

下水道をやる区域というのもほぼこれと同じような区域になります。これから外れた

ところにつきましては、合併浄化槽での整備ということになります。 

  今回のアンケート調査と説明については、市街化区域の住民を対象に行いたいと考え

ております。前回のアンケートですが、②番、約60％の住民が最近周辺の水環境、汚

れを感じているよというふうに答えていただいています。③のところも、汚水処理、

の何がいいかという質問をしましたが、このときは下水が望ましいが28％、合併処理

浄化槽が望ましいが15％、どちらともいえないというのが49％あるということで、こ

の49％、下水、浄化槽、説明もアンケートもあまりうまくなかったというのもあるか

もしれないですが、わからないという人が約半分というような結果になっております。 

  こういう状況ですと、再度皆様に今度は説明をした上でアンケートをとりたいと考え

ております。 

  以上が今の検討の状況になります。先ほど地元説明会ということで課長のほうから10

月から12月にかけてという形でお話がありましたが、実際に入るには、これから町内

と調整をとりながら日程を決めていくんですけど、実質は11月、12月ぐらいの間で地

元説明会を開催させていただきたいと考えております。その後、年明け１月にアンケ

ートを皆さんにお配りして、アンケート調査をしていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

会長   ただいま、下水道計画課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。はい、坂本委員。 

坂本委員   坂本です。前回のアンケートも内容がわかりにくかったというところが

ありますが、今回は説明会があるということなので住民の方も理解できるところはで

きると思いますが、アンケートの内容は前回と同じような内容になりますか。 

下水道計画課長   前回と同じような内容もありますけれど、今その辺については内

容を検討中でして、できるだけわかりやすい内容にしていきたいと考えてます。 

会長   ほかにございませんか。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。ちょっと質問です。教えてください。Ａ３の裏面、財政

面の比較で経費の負担について、市の負担で③合計７億６千万円ですか、年に。合計

額には下水道使用料収入が反映されてないとなっていますが、反映された場合という
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のは幾らぐらいですか。 

下水道計画課長   この地区ですが、最終的に皆さんがつないでいただいても下水道

使用料収入２億円ぐらいだったと思います。その分皆さんが100％接続していただいて、

その収入が入ってくるとなれば２億強がこの金額から引かれるという形になります。

ただ最初のほうは皆さん接続というのも進んでいきませんし、そういうのも加味しま

すと、最初は大体これぐらいの負担になるというような形で算定をしております。 

会長   ほかにございませんか。 

吉田委員   吉田です。この説明ですが、若い人はわかると思いますが、高齢者にと

ってこの下水の合併と公共のどう違うんだろうというのが一番、私も民生委員をやっ

ていると高齢者に聞いたんですが、どういうふうに直してどういうふうに違うのかと

いう、この２種類の判断が迷うと言うんですよね。だから説明のときに、これはこう

でこっちはこうだっていうように高齢者にもわかるような説明の仕方をお願いしたい

と思います。 

下水道計画課長   実際の説明のときには図も交えまして映像に映し出して、そうい

った工夫をしながらできるだけわかりやすく説明していきたいと考えております。 

会長   ほかにございませんか。はい、日野委員。 

日野委員   日野です。アンケートをとった結果はどの程度反映させるおつもりです

か。例えば住民が公共下水道賛成という意見でなかった場合、もう蒲原は公共下水道

というのを考えの中から捨てましょうというような市の方針なのか、それでもやはり

公共下水道を設置するという方向に持っていこうと住民に伝えていくのか、このアン

ケートをやった結果というものをどうやって反映させていくのでしょうか。 

下水道計画課長   現在、公共下水道、合併浄化槽、比較検討しましてどっちにしよ

うかということで市も決めかねているところです。その中で住民の方がどういうふう

にお考えかということをアンケート調査で確認させていただくわけですが、このアン

ケート結果が即反映されるということ、必ずしもそういうことではありませんので、

この調査結果を市の参考にさせていただきまして、どちらにするか検討し決めていき

たいと思います。 

会長   はい、よろしいですか。ほかにございませんか。 

吉田委員   吉田です。設置費用ですが、現在あるトイレを公共の施設にやる場合に

はそれを潰してやるとなると最低50万円かかりますね。50万円かかる場合に高齢者世
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帯にその50万円の負担がどうだろうなと思います。それは希望者だけでもいいと思い

ますが、今高齢者世帯が多い中で、これが50万円かかるのを、はい賛成しますという

家庭がどれくらいあるかが考えてもらわないと困りますね。こちらもアンケートでも

ってこれでもいいという家庭があればそれでいいですけどね。 

会長   はい、日野委員。 

日野委員   日野です。この合併浄化槽にしなければならないのはもう法律で決めら

れているのではないですか。だから今現在、単独浄化槽の方たちもそれが壊れちゃっ

た場合は合併浄化槽にしなければならないというようになっているのではないですか。 

廃棄物政策課長   廃棄物政策課長の糟屋でございます。よろしくお願いいたします。

今、日野委員がおっしゃったとおり、平成13年度からおトイレだけの単独処理浄化槽

というのは国内ではもう製造認可されておりません。したがいまして、これから例え

ばくみ取りのお便所から浄化槽に替える、あるいは単独浄化槽から替えるという際に

は合併処理浄化槽を設置していただくことになります。 

  その前に吉田委員がおっしゃった接続の50万円は、多分Ａ３版の資料の裏面の４の財

政面の比較のところのことを指しておっしゃっておられるのかと思うんですが、これ

はここに書いてありますとおり③のところの仮に単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

に切りかえた場合、大体平均事業費が100万円程度、７人槽でかかります。そのうちの

本市の制度、合併処理浄化槽の補助制度でおよそ50万円の補助金が出ますので、市民

の皆さんの御負担は残りの50万円程度と、そういうふうな御理解をしていただければ

と思います。それ以降くみ取りから合併、合併から合併についても、ここに記載して

あるのは市民に御負担をいただく金額ということになります。下水の接続については

20万円から60万円程度と試算しております。 

 今後説明会がありますので、そちらのほうで説明させていただくつもりではいますが、

今は20万円から60万円、各家庭、家の中の敷地の大きさとか駐車場にもうコンクリー

トを張ってあるとかそういう状況でいろいろ違うものですから、今言ったのは①の整

備なんですけど、ここについては各家庭の差はあります。③今のは設置費、この50万

円とかいうのに対比するのは下水では受益者負担金のところになるんですけど、これ

は面積に応じていただいてる金額になりますので、単純にいきますと①②③をたした

金額がそれぞれかかる金額という形で捉えてくれればいいと思います。①の部分が両

方同じぐらいですが、多分20万円から60万円ぐらい、家によって差があるというよう
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に御理解いただければと思います。 

会長   ほかにございませんか。 

  いいですか、私ちょっとお聞きして。来年の夏に決定するということをうたってあり

ますけれど、例えば来年、これ決定したとして例えば家を建てる人がいたらちょっと

待っていたほうがいいとかって言っても先の話ですよね。さっきもおっしゃったよう

に、そういったときに市の方針というものは何年先でこうですという、例えば１年先、

２年先、工事とかそういうのも公共下水道をやるにしたら大体予算かけてやってどの

くらい進みますよと。それで地域別に見て、ここら辺の地域は例えば着工を始めたら

どのくらいで予定が進みますよという工程は、ある程度わかると思います。例えばも

し家を建てるにしても、そこら辺の公共下水道でやると決まって、例えばそのところ

に住んでいる人が、建替えたいと言ったときに、何年先になったらここら辺が公共下

水が進むとなれば、それを待ったほうがいいとか悪いとかという判断もできるしね。

そういう予定というか計画というかある程度、来年の８月になってどういうふうに決

定するかわからないですが、予定とか指針とか方針というものも打ち出していってく

れればいいかなと思いますけど、どうでしょうか。 

日野委員   日野です。それは先ほどお話がありましたよね。申請を出すまでに10年

かかる。それから設置するまでに15年かかる。つまり25はつかないんですよ。それま

でにお家を建てる方はお手洗いがないわけにはいかないので必ず合併浄化槽を設置す

るという、そういうことですよね。ただ、説明会のときに高齢者の方たちが、その合

併浄化槽にしなければならないということが理解していらっしゃらない方があるので、

その辺も含めてよくお話をしていただかないといけないと思います。 

会長   私が言ったのは、来年度これが決定するという話を受けてのところで、そう

いう方針が決まったら公共下水道になるか、ここは合併浄化槽で進めるのかっていう、

そういうのが決まったところの地域でもわかって何年先にはこうなるよっていう、例

えば予定がわかれば、そういうようなものも含めればいいんじゃないかなと思います

けどね。そうすれば、家を建てるときに、これ何年後にこうやったほうがいいんだか

らっていうのもできるし、例えば公共下水道と合併浄化槽と切りかえができるような

ものにするように建てるほうがいいじゃないかという判断もできるし、そういうこと

も踏まえた上でまたアンケートも、さっき53％ですか、どのくらい説明会へ出てきて

くれるかわかんないけど、参加しなきゃわかんないよっていうことになると、やっぱ
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りもっと出てきてもらえるような集客方法を考えて説明できるように、高齢者の方に

も理解していただけるような説明会をやっていただければと思います。 

下水道計画課長   ありがとうございます。説明会につきましては住民一人一人にア

ンケートにお答えしていただくものですから、できるだけ多くの住民の方に参加でき

るようなことで説明会の開催方法を考えております。 

  それから先ほどの、例えば公共下水道で決まった場合にいつごろ工事が始まるかとい

うようなことにつきましては、ここの資料にも書いてありますように設計だとかいろ

いろな手続きがまず10年ほどかかりますので、それから先ということになります。10

年たって、今度は整備期間が15年ということになりますので、そのときに、この地域

ということである程度わかってくるかなと思います。来年方針が決定されたとしても、

まだこの地域は工事に入れるかどうかというのはなかなか難しいものですから、しば

らくお時間をいただきたいと思います。以上です。 

会長   はい。どうもありがとうございました。ほかに何か質問。 

佐藤委員   佐藤です。ちょっとくだらない質問かもしれないですけど、来年の夏ま

でに処理方法について市の方針を決定しますとなっていますよね。それと、今お話し

になっているのはどちらかにするんだと、公共下水道にするか合併浄化槽にすると、

その２つのうち１つっていう考え方になってくるんでしょうか。 

下水道計画課長   はい、その２つのうち１つの選択ということになります。 

佐藤委員   地図に示されている市街化区域ですよね。由比も蒲原も１つの方針に基

づいて、その方針は決定しているという考え方ですか。 

下水道計画課長   はい、由比も蒲原も統一させていただきますので、公共下水道か

浄化槽どちらかということ、そういう方針となります。 

会長   いいですか、ちょっと。由比も公共下水道を進めるんですか。 

下水道計画課長   結果的に公共下水道ということになれば、蒲原地区、由比地区、

両地区において進めるということになります。 

会長   はい、わかりました。ほかに質問等ございませんか。 

  はい。 

緑川委員   緑川です。今巨大地震が発生するという確率が30年で80％になっている

わけですね。ですから、その地震が起こったときに、蒲原地区がどうなっているかで

方針が変えられるようにはできないんですか。例えば壊滅的にみんな浄化槽がやられ
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てしまったと、ではどうするかというような、途中で選択を変えるというようなこと

はできないですか。 

下水道計画課長   今地震対策については、実際工事を進めております。それから浄

化センターにつきましても耐震補強ということを進めておりますので、仮に蒲原地区

が公共下水道ということに方針が決まった場合もそういった地震対策等も考慮しなが

ら決めていくものですから、途中で変更するということはないと思います。 

緑川委員   私が言ってるのはそうじゃなくて、下水設備が云々じゃなくて、合併浄

化槽がみんな使えなくなるっていうような状況がもし発生したときに、これからどう

しようと、変えちゃおうじゃないかと、方針を変えて。例えば合併浄化槽でいきます

よと決まった後で合併浄化槽がみんな壊滅的な打撃を受けたという、下水道を早急に

つくっちゃおうなんていうような方針変更はあるんですかということです。 

廃棄物政策課長   緑川委員がおっしゃったお話ですけれども、先ほどの話とも関連

してきますが、下水道を仮に大震災後に整備するとなると大変な時間を要します。 

したがいまして、早期の復旧復興を考えた場合には、やはり個々の合併浄化槽を整備

したほうが皆さんの通常の日常生活を早期に復旧、復帰できるかと思います。ですか

ら合併で整備して、壊滅的な被害を受けて急遽下水に切りかえるということは基本的

にはないかと思います。 

会長   はい、ほかにございませんか。はい、市川委員。 

市川委員   市川です。先ほどの御説明で、計画に大体10年ぐらいかかって、あと整

備に15年、切りかえで約３年、28年ぐらいかかるということで、これは本当に遠い将

来のことで、あくまでも現世代というよりも次世代のための整備ではないかと思って

いますが、多分25年ぐらい先になると今より環境基準とかいろいろな面に対してすご

く厳しいものがあるのではないかと思います。今回、来年１月にアンケートをとられ

るんですけども、そこでどちらかになるかもしれませんけど、アンケートの結果を判

断基準にするのではなくて、それはアンケートということにしといていただいて、も

っと大きなスパンで将来のためのことについてきちんと考えてやっていただければあ

りがたいなと思っております。 

下水道計画課長    ありがとうございます。あくまでもアンケート結果は我々も参

考にさせていただくということで、慎重に検討して方針を決めていきたいと考えてお

ります。 
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会長   ほかにございませんか。先ほどから言っている平成26年夏、これはどういう

方針かわかんないんですけど、決まった時点ではどういう形で報告があがってくるん

でしょうかね。 

下水道計画課長   方針が決まってから、ここの地域審議会の中で、少なくともこの

場で報告はさせていただくものと考えております。 

会長   はい。では26年夏過ぎの協議会の中で報告はできるでしょうか。 

下水道計画課長   はい、その予定でございます。 

会長   はい、わかりました。ほかに何か御意見ございますか。ただいま下水道計画

課から説明があり、また貴重な御意見ありがとうございました。この件についてほか

にないようなので、下水道計画課、廃棄物政策課の皆さんには、ここで退席願います。

どうもありがとうございました。御苦労さまでした。 

  次に、議事（２）前回、第11回地域審議会の質問事項についての回答について事務局

より説明を求めます。よろしくお願いします。 

地域総務課参事   清水区地域総務課、今井です。よろしくお願いいたします。座っ

て御説明させていただきます。 

  それでは資料２のＡ４用紙が１枚、そちらのほうを御用意ください。先ほど司会のほ

うからもお話がありましたが、前回４つほどいただいております。ただ２つにつきま

してはまだ詳細なところを、所管課からきていないということで２つについて御説明

させていただきます。 

  まず１点目ですが、公営住宅のひかり荘、富士見荘、さかえ荘、それから旧庵原高校

校長住宅、この施設についての跡地利用の方針についてはどのようなことになってい

るのかという、市川委員とそれから日野委員からのお二人からの御質問でしたが１つ

にまとめさせていただきました。これは４つとも所管課が違っておりまして、それぞ

れ回答いただきましたが、公営住宅３つのアパート等の敷地につきましては、まだ跡

地の利用についての方針等は決まっておりませんので、未定ということで書かせてい

ただいております。 

  また②番の富士見荘につきましては旧医師住宅ですが、こちらのほうはまだ建物もそ

のまま残っている状態です。これを利用してということは考えておらず近い将来、取

り壊しということは決まっているようですが、先ほど申しましたように跡地の利用に

ついては住宅政策課もまだ決まっていないということです。 
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  ただ大きく市全体的にお話をするところになりますが、静岡市の財政が苦しい中で、

２つのアパートの跡地につきましては更地になっております。所管課がひかり荘につ

いては管財課、さかえ荘については保育課が今所管課になっておりますが、その所管

課でこのような利用をする計画があるというような利用目的があれば別ですが、その

まま更地で持っていること自体につきましては、市の資産という中で将来的には公売

というような方針は打ち出しております。ただ、今現在それぞれの所管課において、

そこまでの検討になっていないということを聞いております。 

  ３つのアパートにつきましての跡地利用については以上のような形で聞いております。

旧庵原高校校長住宅は、当然所管課は静岡県でありまして、教育委員会の福利課が所

管されているそうです。こちらのほうからお話を聞きましたところ、今年度中には建

物自体は取り壊す予定になっているということですが、跡地のほうの部分につきまし

ては、市と同じで今後運用については検討するということの回答をいただいておりま

す。よって、３つの部分につきましての跡地については、今のところ利用目的はまだ

未定というところです。 

  それから２つ目の質問ですが、富士川緑地公園の整備事業につきまして、昨年度10月

に視察へ行きました。現場で所管課の緑地政策課が書類なども提示し今年度ワークシ

ョップの開催を予定していますという説明があったかと思います。その後、緑地政策

課に確認したところ、この整備につきましては、ワークショップを今年度３回開催を

予定しており、第１回目をこの11月に開催する目途で今準備をしているところだそう

です。 

  富士川緑地公園につきましては、蒲原地域はもちろんですが静岡市民が利用する大き

な都市公園であります。地域の皆さんや、利用者、スポーツ団体等の多くの方が関わ

っている公園でありますので、今回ワークショップを行うにも地域の御意見を伺うと

いうことでした。今後蒲原地区連合自治会の緑川委員へこれらの説明を行いまして、

地域の参加者の抽出あるいは日程の調整を依頼したいということでございます。また、

地域住民以外に現在スポーツ広場を利用している方からも意見を伺うということで、

利用されている関連スポーツ団体からも参加者を抽出し依頼をする準備をしており、

11月にはそれらの方々を集めた中で第１回目のワークショップを開き、年度内には３

回開くという意向を緑地政策課から回答をいただいております。 

会長   はい。ただいま事務局から説明がありました。 
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  この件につきまして御意見、御質問等、ございましたらよろしくお願いいたします。 

  はい、市川委員。 

市川委員   市川です。今井さん、どうもありがとうございました。お話の中で、市

が財政的にとても厳しいということはよくわかっていますが、逆に財政が厳しいので

したら、こちらどんどん公売をかけましてお金に変えていったほうがよろしいのでは

ないかというのが意見です。ひかり荘のところもさかえ荘のところも非常に土地的に

はいい土地で、欲しい方はいらっしゃるのではないかと思いますので、ぜひ御検討い

ただければと思います。以上です。 

会長   ほかにございませんか。はい、緑川委員。 

緑川委員   さかえ荘については最初は教育委員会が持ってた土地なんですよ。それ

が解体後に保育課に移ってしまった。いまだに計画がないというのはちょっとおかし

いなという感じがします。それからひかり荘のところ、これはもう全くこことは関係

ない話ですが、あそこの土地をもし売るのであれば自治会に相談してほしい。どうい

う区画割りをするのか。あそこに住宅が建つと、私のところの公民館が完全な袋小路

になっちゃいまして利用価値ゼロになるんですよ。そういう意味で非常に関心を持っ

ております。以上です。 

会長   はい。この件については事情を説明をしていただいて、公売という形になる

と思いますが、これについてはもう地域審議会でこれ以上取り上げて審議する内容で

はないと思いますので、今後は自治会長さんもここにおられますから、また土地購入

とかそういうものについては市との直接の交渉にしてほしいと思います。廣瀬さん、

これどのくらい、費用はどのくらいかかりそうなものですか。 

地域総務課長   どのくらいかかるというよりも、新栄町自治会でどういう考えがあ

るかという問題であって、私が今ここでどのくらいかかりますよとは言えません。 

会長   市の補助金は何％ぐらいですか、大体。 

緑川委員   会館の建替えについては、市のほうが70％持っているんです。ですが、

土地については補助はない。なおかつ市の土地を使うのなら10年後には必ず購入して

くださいということになります。そういう条件だったら市の土地を提供しますという

条件でございます。もう一つは、管財課でひかり荘の土地、即金で買ってくれるんだ

ったらいつでも新栄町にお売りしますという話なんですが、坪24、5万円ですけれども。 

会長   それでは、その件については自治会さんのほうでよく話し合っていただいて、
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交渉するようにお願いしたいと思います。他に意見とか何かありますでしょうか。 

緑川委員   緑川です。連合自治会で関係メンバーを集めるということはやります。

まちづくり推進委員会の中に体育部会というのがございまして、蒲原のスポーツ団体

がほとんど入っていますので、これは問題なく集めることができると思いますが、

我々がぜひ欲しいと思っているデータをスポーツ振興課が公表してくれません。個人

情報だと言って。例えば体育館にしても富士川緑地公園の野球場ですとかテニスコー

トですとか、誰がどう使っているかというのは一切公表してくれないんです。ですか

ら名前だけ登録してて全く使ってない団体もあります。ですから、連合自治会ぐらい

には、例えば富士川緑地公園の現在の使用状況なんかを公表してくれてもいいんじゃ

ないかなと思うんですけどね。私は団体も個人ですかっていう質問をしましたら、そ

うだと言われました。 

望月(秀)委員   緑川委員、その公表しないというのは個人名で望月秀美が何か使っ

た、何日に使ったってそういうことじゃなくて、要は年間するとか月どのぐらいの使

用率だったとかって、そういうのは開示してくれるんじゃないですか。 

緑川委員   そうじゃなくてそのワークショップにメンバーを集めるには利用率の多

いところに出てきていただきたいんですけど、例えば団体名、何々テニスクラブだと

か何々フットボールクラブだとかっていうようなのも教えてくれないんですよ。 

会長   課長、どうですか。 

地域総務課長   この件についてはスポーツ振興課から話はありましたか。スポーツ

振興課からは話はまだないと思うんですよ。というのは緑地政策課でワークショップ

を開きますよって話を今しているわけです。そしてここに、今後蒲原地区連合自治会

長への説明を行い、参加者の抽出や日程調整を依頼させていただく予定ですというこ

とは、今の段階では緑川委員には蒲原地区の地域住民に対しての選出をお願いしたい

よと、そしてまた地域住民以外に県スポーツ広場の利用者からも意見を伺いたいため

関連スポーツ団体へも参加の抽出を依頼する予定ですと、ここでいう参加者の抽出を

依頼というのは、多分スポーツ振興課のほうへと緑地政策課がお願いするという受け

取り方をしていただきたいと思います。現時点では。いずれにせよ、近いうちに会長

にはそういう話が緑地政策課からあるかと思います。 

会長   はい、わかりました。 

望月(秀)委員   望月です。連合自治会長、緑川さん、非常に大変なお役目かと思い
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ます。この緑地公園の改修ということについては、審議会の登載されている事業の中

でもある意味では大きな部類に入るかと思います。そこに審議会が関わり合いを持つ

というのはなかなか、こういうワークショップに出ていくとかそういうことはできな

いわけですけれども、そこに関わる連合自治会の皆さんにはぜひいいワークショップ

を開いていただいて、意見を交わしていただいて、いい施設になるように私はお願い

したいと思っております。よろしくお願いいたします。 

会長   はい、ほかに意見等ございますか。はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。前回の質問の中にちょっと私の意見として挙げさせてい

ただいた内容ですけれど、同じことですが、東の玄関であるというところを何かもう

少しアピールできるような、例えばこれから整備していくであろうスポーツ広場を中

心とした何かの施策をそこに含めてやるとなると、スポーツ広場のつくり方も変わっ

てくるんじゃないかなという気はしてしようがないんですね。例えば静岡市としてど

ういうスポーツをこれからもっと普及させていくのかだとか、それからどっちかって

いうと何かのメッカにしたいというようなことをもし考えていくのであれば、静岡市

の東の玄関でメッカの部分をこのスポーツ広場でつくっていけるというようなことが

もし考えられるんであれば、ぜひ何かそういうふうな進め方を考えていただきたいな

ということも前回も言ったんですけれど、それを含めた形でワークショップを開ける

んであれば開いていただきたいなというのが私の意見です。以上です。 

会長   はい、わかりました。ほかに何かございませんか。 

  それでは、今年度審議会における審議事項について、もう少し委員の皆さんと意見を

すり合わせてまとめていきたいと思っています。この後、また少し時間をいただいて

懇談会形式でもう一度皆さんの意見を聞きたいと思っております。よろしいですね。 

それでは次に（３）のその他で当局のほうからお願いします。 

地域総務課参事   すみません、紙１枚でＡ４の紙で旧蒲原庁舎敷地広場整備事業と

いう蒲原庁舎の平面図が入ってるのが上下２つあると思いますが、そちらをごらんく

ださい。 

  今年の２月に管財課から蒲原庁舎の敷地の跡地の部分についての御説明をしたかと思

います。その後、この敷地跡地の問題につきまして、ある程度決まったところが進ん

でまいりましたので、その説明を私からさせていただきます。 

  一度管財課から話がされておりますので大体大きくわかると思いますが、上のほうが
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今現在の旧蒲原庁舎の敷地内の建物の位置図になっております。そのドットで示され

ている建物の部分を今年度取り壊しを行います。旧本庁舎でありますＬ字型の建物の

部分、それから新田公民館のすぐ隣にあります倉庫、昔は防災倉庫といいましたが、

その倉庫、それからその建物の間にあります、これはシルバー人材さんが使っている

倉庫ですが、こちらの倉庫、あと、これは合併処理浄化槽ですが、これは建物ではな

くて地面に埋まってるもので、これも撤去をするというような形で、このドットの部

分についての施設、建物を今回年度内に取り壊しを行います。そこで空いてきました

下の図で残った受変電設備、新田公民館のすぐ下にあります別館、別棟ですが、こち

らはまだ国の砂防事務所の出張所が入っておりますので、この建物、それとあと手前

にございますシルバー人材センターの事務所が入ってる２階建ての建物、これ残した

部分でできるだけ広く敷地面をとっている部分の斜線の部分、この部分を今後、災害

時等に避難やあるいは集合場所として使えるような、活用できる公園的な整備を行う

部分になります。 

  この部分について、管財課が説明をしていったかと思いますが、今後公園整備課へ引

き継ぎをされ整備を次年度以降行っていくわけですが、この広場につきまして、その

ときにも説明があったかと思いますが、防災的な部分だとかあるいは災害時に使える、

皆さんが使える広場的な考え方の中で整備していくということで、ここに大きな何か

建物を建てるだとかということは基本的には考えていません。それにいたしましても

地域のここに接続します新田地区あるいは西町地区の自治会の方々、あるいは連合自

治会長等が対象になろうかと思いますが、地域の方に説明会あるいはワークショップ

を開きながら、この広場の整備につきまして、これから調整を行っていきたいという

ことで話がございました。よって、建物自体は今年度いっぱいに取り壊しますが、方

針としましては、その残った部分の斜線の部分、ここを広場的な公園としての整備を

行うに来年度以降実施していくのが所管課としては公園整備課になりまして、その公

園整備課で今後地域の方々とのワークショップ等を開催していくと。その広場として

の整備の形を決めて実際に公園としての整備を行っていくというような方針になった

ということで御説明をさせていただきます。雑駁で申しわけありませんが、何かあり

ましたらよろしくお願いいたします。 

会長   何か御意見、御質問等ありましたらお願いします。 

望月(秀)委員   望月です、今、今井参事から御説明がありましたけれども、その際
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の跡地の有効利用についてのワークショップ、そのときの構成メンバーといいますか

そういうものは具体的にお考えになっていますか。 

地域総務課参事   今聞いているところでは、地域の蒲原庁舎のある新田区と西町区

が隣接していますので、そこのところの自治会を対象にしたいということは聞いてお

りますが、公園整備課がこれからその辺の部分について決定していくと思いますので、

私が聞いてるところはそこまでというところでございます。 

望月(秀)委員   望月です。そうしますと、今具体的にその跡地をどのような使い方

をするか、これは今後のワークショップで地域住民の声が反映されるということで理

解してよろしいんですか。 

地域総務課参事   ２月の説明時においても今回も同じですが、基本的には公園とい

う捉え方、要するに災害時とかに使える、できれば何もない状態の広場的な整備をし

ていきたいということで聞いておりますので、ここに例えば遊具をぼーんとつけるだ

とか、あるいは大きな施設をというようなものはつくらないというような形での整備

ということで聞いています。ただ、そうはいいましても、地域での使い勝手があると

思いますので、例えばベンチ程度とかトイレはどうするかというような部分でのお話

し合いになろうかと思いますので、大きく取り扱いの部分での変更はないと思います。 

会長   はい、ほかにございませんか。はい、坂本委員。 

坂本委員   坂本です。今この災害時の避難所としての広場の整備ってことでしたけ

れども、これは25年度に一応解体をして、広場としてワークショップなんかも経て、

一応完成の予定はいつになりますか。 

地域総務課参事   すみません、25年度中の解体というところは決まっていますが、

その後26年度以降からの整備ということだけしか聞いてないものですから、26年度に

完成というところの確認はとってありません。 

会長   はい、ほかにございませんか。 

佐藤委員   佐藤です。９月の12日の日に連合自治会の会議があって傍聴させていた

だいたときには、当局からは来年度末には完成しますよというようなことで言ってい

たんですよ。だから来年度末までには、平成26年度末には整備できるという言い方を

していましたので。そういうふうに聞きました。 

会長   はい、ほかにございませんか。この件について何かあります。 

地域総務課長   今回報告させていただいたところの確認の部分ですが、本年度は、
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とにかく取り壊しをするという部分について、こちらは確認というよりも報告をされ

ております。それについて管財課から今までずっとお話をしてきたところですが、事

業自体については、公園整備課に移って、それ以後、公園整備課の所管の中で地元の

方々とのお話をしていくんですというところです。これまで管財課につきましては、

確かに佐藤委員のおっしゃるとおり来年度というお話をしていたかとは思いますけれ

ども、こちらでの確認はそこまでできなかったものですから、はっきり来年度できる

ということは私どもは申しわけありませんが確認がとれていませんので、御了承いた

だきたいと思います。できればまた御報告はさせていただきますが、現時点ではそこ

のところまでのお話しか聞いていないものですから、申しわけありません。以上です。 

会長   はい、この件について、もうありませんか。事務局からは、何かありますで

しょうか。 

地域総務課主査   はい、事務局から次回の審議会の開催日時について、御連絡させ

ていただきます。次回の審議会は10月31日の木曜日です。午後の２時から本日と同じ

この会場で開催いたしますので、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12番の望月秀美委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第４期第11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２０分 閉会） 
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