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平成２０年度第３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２０年７月１６日（水） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）須藤会長、宮田副会長、稲葉委員、久保田委員、 

片瀬（幸）委員、片瀬（正）委員、草谷委員、佐藤委員、 

鈴木委員、寺門委員、戸塚（正）委員、戸塚（善）委員、 

内藤委員、中島委員、野村委員、石野委員、江澤委員、 

中山委員 

（磯部委員欠席） 

        （関係課）湯浅広域行政課長、能口広域行政課主査 

        （事務局）区政課：三宅課長、久田統括主幹、中島主事、 

清水区総務・防災課：田島理事兼課長、天野総括主幹、池田

主査 

蒲原支所：原支所長、山崎参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）平成２０年度の予算状況について 

 （２）合併建設計画関連事業進捗状況について 

 （３）その他 
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蒲原支所参事   皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、平成２０年度第３回蒲

原地域審議会を開催します。本日はお忙しい中をご出席いただき、ありがとうございま

す。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。本日は、磯部委員が欠席との報告を受けてお

ります。ですので、ただいま１８人の委員が出席されておりますので、会議は成立しま

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 合

併建設計画関連事業等、それから資料２としまして第１次基本計画に登載されていない

投資的事業の整理の２枚であります。お手元にございますでしょうか。 

  それでは次第の２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。 

  須藤会長、よろしくお願いします。 

（須藤会長あいさつ） 

須藤会長   皆さん、こんにちは。暑い中のご出席、本当にありがとうございます。御

苦労さんです。今日、ここにお集まりの皆さんは、第２期の審議会の委員として先日、

小嶋市長より直々に委嘱状を手渡されたということで、実質的な審議は、今日からがス

タートになります。今日は何か新しい委員の方が午後１時から勉強会を開いたというよ

うなことを聞いております。新人、それから２期目の委員も一つになって、この蒲原地

域の住民の皆さんも、ここに住んでよかったなあという、そういう町にするために、み

んなで十分この審議会の中で審議をしていきたいと思います。会長の私も職務をよくわ

きまえて務めていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの協力をよろしくお願いいたしま

す。 

蒲原支所参事   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、須藤会長に進行をお願いいたします。 

  須藤会長、よろしくお願いします。 

須藤会長   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、発言に際して

は必ず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お願いします。ま

た、本日の会議は、およそ１時間半の午後３時半ごろの終了を予定しておりますので、

御協力をお願いいたします。 
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  それでは、議事に入りますが、その前に一つ皆さんに報告がございます。 

  今日の資料の合併建設計画蒲原地区関連事業等の資料を見ていただきたいですけど、

この５１番に「環境保全ふるさとづくり事業（県営畑地帯総合整備事業内農業公園の整

備）」というのがございます。これは今まで予算がついていませんでしたけれども、少

し動きがありました。そこで、片瀬正通委員の方から報告をしていただくんですけれど

も、今日、片瀬委員は用事がありまして途中で退席するということですので、議事に入

ります前に片瀬委員の方からその報告をお願いします。 

片瀬（正）委員   片瀬正通です。今、会長さんからお話があったとおりであります。

第１次総合計画に登載されていない投資的事業の中の５１番につきまして、いろいろな

事情がありまして、今少し動きがあるということだけ御報告をさせていただきたいと思

います。 

  皆さんのお手元の方に県営畑地帯総合整備事業という（担い手育成型）という資料が

あろうかと思います。このことが５１番に関係するというふうに考えていただきたいな

と思っています。この県営畑地帯総合整備事業というのがどういうものであるかという

概略を先に説明をさせていただきます。こちらに概要説明というところに、目的という

ところから始まっております。 

  蒲原の農地は、今まで急峻な傾斜地に畑がありました。そうした畑では非常に作業効

率とか生産効率も悪いということの中で基盤整備を行おうと。基盤整備を行って農用地

の集約化を行い土地利用の合理化を図ることで、将来に希望の持てる農業の担い手を育

成し、農業経営の安定を早期に実現するということを目的にした事業であります。 

  事業主体は県営事業ということでありますけれども、地元では土地改良区をつくりま

して、土地改良組合で実施をしているということになっております。 

  事業年度は平成７年度より行っております。もう既に１３年ほど経過をしてしまった

んですけれども、当初は５年から７年くらいで事業を完結したいというようなもくろみ

でありました。しかしながら、後ほど出てきますけれども、国、県、あるいは、今は市

ですけれども、町等の補助金の金額に応じて事業が進行していくということの中で、な

かなか事業費がつかないということで、遅れ遅れになってしまっているということが実

態であります。 

  事業費の総額は４３億５,２００万円ということであります。当初はもう少し小さかっ

たんですけれども、やはり時の経過とともに大きくなったり、いろいろな諸事情により、
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こうしたものになってしまったということになります。補助率は国が５０％、県３０％、

地元２０％という中で、枠組みはこういうことになっておりまして、地元の中には市と

か、当時は町の助成等も考えておりました。面積につきましては、区画整理の面積が東

と西というふうに分かれておりまして、３５.７ヘクタールが蒲原東地区、蒲原西地区

は２５.８ヘクタールということになっております。 

  下に升目でいろいろ数字が書いてありますけれども、最終的にどういう形になるのか

という部分につきましては、この中の計画面積集計の中の樹園地という部分では３６.

４ヘクタールの畑ができますよ、優良農地ができますよというのが概要であります。 

  次に、次のページに全体像の図面があると思います。これの見方なんですけれども、

上の方が北になります。それで真ん中に灰色で道が書いてありますけれども、これが中

農道を青山荘のところを上がって突き当たると、この赤い道が農免道路になりますけれ

ども、この農免道路に突き当たるというところであります。ここでは今、ドリーム蒲原

がブルーベリー狩りをやっておりますけれども、そこが中農道から上がったところです

ので、右端の方に新田工区と書いてありますけれども、これは今、農免道路の工事を行

っております善福寺につながります。ここから約８００メートル区間はまだ工事ができ

ていない。あの辺に活断層が出たというようなこともあって工事が進まないでいた場所

がここになります。今、復活して工事をやっているところであります。 

  左側の隅は、これは神沢農道から上がってくる道で、これが今もう既に、この道を真

っすぐ行きますと由比町の東山地区に室野というところがありまして、そこの橋のたも

とのところに道が既につながっていると。ですので、ここにはもう大型バスがこれから

は入れるよと。農免道路が完成すれば大型バスも入れるような、そういうところに全体

では３６ヘクタールの農地ができるというふうになります。 

須藤会長   片瀬委員、もう少し前段がちょっと。 

片瀬（正）委員   長過ぎる。すいません長いようです。 

須藤会長   農業公園の方の話をよろしくお願いします。 

片瀬（正）委員   それで、この事業の実施にあたりまして、地権者の負担をできるだ

け軽くするという目的もありまして、当時の町と農協が土地を買い上げて、それを事業

費に今しなさいというような形になりまして、当時、町と農協で非農用地を造成して、

それを買い上げるということになりました。 

  それで非農用地は３カ所あります。それは左３分の１くらいのところに非農用地（市）
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と書いてあります。ここが市の取得地で約２.２ヘクタール。それから、ちょうど中農

道に上がってきたところに非農用地（ＪＡ）と書いてありますけれども、これは農協が

買い上げる予定の場所ということになります。そして右端に非農用地、これが市の非農

用地ということで、市の非農用地が今２つありまして、この活用をこれから考えていき

たいというふうになります。この買い上げの事業費につきましては、当時の町長も事業

費から積算した約１億 8000 万円というお金をそのまま静岡市の方に、土地の購入資金

として引き継がれているというような現状もございます。 

  当初は、この事業計画をつくるについて、非農用地、左側の西工区については農業公

園、右端の非農用地の市の部分はバイオマスタウン構想というのが以前ありまして、生

ごみの回収処理をして、それの堆肥化を図って、ここで造成された畑に農地で活用をし

ていくというような事業がありまして、蒲原町時代は何年か実施をした、研究をしてい

た期間もあります。 

  その部分が実は、この県営事業があと２年くらいで工事がほぼ終了すると。そうする

と、この県営事業が２年くらいで終了すると同時に、事業費の清算もしなければいけな

い。その清算をするときに農協ももちろんお金を出すんですけれども、市の方もこれを

買い上げていただいて清算をすると。ただ、市としてもこの清算をするについて、買い

上げるについても使用目的、活用目的がないままに、やっぱり買い上げるということも

難しい話になろうかなということでありますので、畑総地内の市の非農用地ということ

もありますので、農協としてもこの活用について係わっていきたいということの中で、

この活用研究会というのを農協の方で発足をさせていただきました。 

  今後どのような形で進展していくかわかりませんけれども、この予算計上を図る意味

も込めて、農協としては研究会を発足させましたよという御報告だけ、この場ではさせ

ていただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

須藤会長   今の話は、いずれ出てきます予算化されていない事業をどう動かしていく

かという内容にもかかわる話ですので、今、片瀬委員の方から若干動きがあるというこ

とで審議会の中で報告していただきました。 

  それで、今の説明について何か質問があれば、出していただきたいと思います。 

  ありませんか。ないようでしたら、またその研究会の方で、どういうふうな動きが出

てくるかということについて、また審議会の方でその内容も報告していっていただきた



 

 ―６― 

いと思っています。 

戸塚（善）委員   この農道が新田のここで切れていますよね、今のところは。一応農

協の関係であれすると、これが善福寺のあそこのところへとつながることになるんだけ

ど、見通しというのは立っているのかね。それとも、そういうところはわからない、結

局ね、あれ、活断層があるから向こうの善福寺川はもう橋をつくりましたよね。さあ手

をつけるといったら活断層あるからだめだと。そして山崎町長のときに、もう一つルー

トを別に変えて一応研究しましたよね、城山の方へ。それの方が結局予算でいくと、安

くあがるという結論出てあたってですよ、ぐるっと前を回って。そうすると県の方では、

それは自分たちが積算したからわかっているんだけど、結局これが一番悪いことなんで

すけどね。先輩がルートを決めたから、私たちの時代にそういうふうなのを動かすこと

ができないということですよね、説明が。だからね、そういうことを考えるとね、結局

これができるものか、できないものかということを先にあれした方がいいような感じし

ますけどね。 

片瀬（正）委員   その件につきましては、静岡市と合併しまして、県あるいは地元市

議会議員さん等にも動いていただきまして、市の方の御理解をいただいて、残り約８０

０メートルの区間につきましては、若干のルートの変更はありましたけれども、今の工

法で十分やっていけるというような判断の中で、確か１億５,０００万円くらいの費用

を持って工事をやっております。橋ができて、次の橋のところまで既に工事が終わって

いまして、この図面の右端から約５００メートルぐらい、もう既に工事が進んでおりま

すので、これはもうあと一、二年で完成されるという見込みであります。 

戸塚（善）委員   当時ね、この問題にあまり時間とりたくないんだけど、結局、農道

だから切り通しでないとまずいという説明があったような気がするですよ。悪いところ

はトンネルですればいいじゃないかという話のときに、農道だからどうも何だか、はっ

きりしたあれじゃないですけどね。切り通しでいかないとならないというふうな。 

須藤会長   戸塚委員、この内容はもう既に動いています。あの道は。 

戸塚（善）委員   いや、動いているだけどね、動いていても今の話だと、いつごろま

でに。 

須藤会長   だから２年ぐらいで開通するという話を聞いています。 

戸塚（善）委員   それだからね、今になって２年にあれするだったら、なぜ当時その

まま延長ができなかったという問題なんです。 
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須藤会長   じゃあ、これについては、これでまた動きがあったらまたここで報告して

ください。 

  それでは、次に進みます。それでは、議事の（１）「平成２０年度の予算状況について」

及び議事の（２）「合併建設計画関連事業進捗状況」についてを議題といたします。議

題の（１）と（２）については、お互いに関連がありますので一括して説明をしてもら

い、その後、皆さんの質問、意見を受けていきたいと思います。では、広域行政課、説

明をお願いいたします。 

広域行政課長   静岡市の広域行政課長 湯浅と申します。よろしくお願いいたします。 

  説明はちょっとすいません、座らせていただきます。 

  それでは、合併建設計画蒲原地区関連事業等、また、平成２０年度の予算状況等につ

きまして説明をさせていただきます。なお、計画の意義など、そのものにつきましては

既に御承知のことと伺っておりますので、説明は省かせていただきます。 

  資料１をお願いいたします。 

  資料の表は、左上から第１次静岡市総合計画の第１期、または第２期に登載されてい

る投資的事業、中段の第１次総合計画に登載されていない投資的事業、下段のその他（小

規模、非投資的事業等）となっておりますので、その区分ごとに主要な事業につきまし

て説明をさせていただきます。 

  上段の第１次総合計画に登載されている投資的事業でございますけれども、投資的事

業といいますのは、簡単に言いますと道路や建物などの施設の建設、あるいは大規模な

改修事業等を指しております。 

  登載の主な事業は、№１３「浜石の郷」、１４「富士厚生会等特別養護老人ホームの建

設事業」でございますけれども、これは施設建設に当たりまして社会福祉法人が金融機

関から借りた借入金の返済に対する市からの助成でございます。 

  №１５、１６の「（仮称）蒲原地区市民センター建設事業」は、文化センターと支所等

の複合施設の建設事業でございますけれども、いよいよ今年度から建設に着手するため

予算額も増となっております。 

  ３３の仮称でございますけれども、「みその公園整備事業」は、今年度、地元の皆さん

と意見交換や検討のためのいわゆるワークショップ、検討会を行っているところですけ

れども、今年度中には完成する予定でございます。 

  ３６の「第３浄水場改修工事」でございますけれども、蒲原地区の安全・安定した水
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道供給のために蒲原区域７５％を給水エリアとしております第３浄水場を改築整備す

るものでございまして、本年度で完了の予定でございます。 

  №４１「治山事業」と№５０「林道改良事業」につきましては、今年度予算額が計上

されておりませんけれども、今後必要に応じて事業は実施してまいります。 

  №４２「油缶川河川整備事業」でございますけれども、今年度は県道富士由比線３９

６号を横断する部分の地下水路の改修を行っております。 

  №４３の「谷津沢川の河川改修」は、今年度予算はゼロとなっておりますけれども、

流域あるいは流下能力の調査を行って改修方針を決定し、次年度以降、測量・設計等を

行って事業化をしてまいる予定でございます。 

  次に、５７から６８までの道路整備でございますけれども、５７「蒲原日の出線道路

改良事業」につきましては、道路幅員４メートルを８メートルに拡幅するものでござい

まして、今年度は用地測量、物件調査を行ってまいります。 

  ５９番の「蒲原駅南北道路新設事業」でございますけれども、現在も施工中でござい

ますが、引き続き工事を進めてまいります。 

  ６２番、「東部地域区画整理事業」でございますが、蒲原六番向道下土地区画整理事業

におきまして、２１年度末の事業化完了を目指して道路整備工事等を行ってまいります。 

  それから６３番の「県道３９６号富士由比線の改修事業」でございますけれども、蒲

原駅西側で由比町境までの歩道整備を進めております。 

  №６５「建築不可能地区（神沢地内）道路新設事業」につきましては今年度、測量設

計を実施しております。 

  ６８番の「市道の整備事業」は、東北線、西小学校線、バイパス海岸線等におきまし

て、道路改良等を行っております。 

  ７３番の「地籍調査事業」でございますけれども、土地の所有区分を明確にするため、

蒲原地区内で地籍確定の測量を計画的に行って進めているものでございます。 

  次に、予算化されていない事業となっております３４番の「富士川緑地公園整備」に

つきましては、国一新富士川橋上流の約２１ヘクタールでございますけれども、そちら

の公園整備の計画がございまして、今後、設計・整備に着手してまいります。 

  №６９の「蒲原駅橋上駅舎化事業調査」でございますが、平成７年度の基本構想策定

から時も経っておりまして、今後、駅の橋上化が周辺地域の活性化にどのようにつなが

っていくか、改めて調査をしてまいります。 
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  次に、灰色の網がかかった２段目でございまして、第１次総合計画に登載されていな

い投資的事業ですが、１８年度の蒲原合併に伴い、合併建設計画事業の中で第１期実施

計画、１７年から１９年、あるいは第２期実施計画、１９年から２１年に登載する事業

を取捨選択する中でまだ優先順位、あるいは事業実施に至る熟度がまだ至っていないよ

というものが該当しているものです。 

  今日は後ほど別途協議もあるようでございますが、主なものを紹介させていただきま

すと、№２及び２２番の「保育園や小学校の統合事業」につきましては、今後の園児、

児童の推移を見ながら検討をしてまいります。 

  №２９の「公共下水道」につきましては、事業評価等、今後導入の検証をしながら中

長期的な取り組みをしてまいる予定です。 

  №３５から３７、３８、４０は「上水道の整備事業」でございますけれども、先ほど

出ました第３浄水場が一応今年度で整備を完了いたす予定でございますので、その後、

順次整備を進めてまいります。その中で申しわけございません。資料の訂正でございま

すが３７番の「第１水系排水池改良工事」というのがございまして、その「排」という

字が捨てる方の「排」になっておりますが、申しわけございません、これは「配る」方

の「配」に訂正をお願いします。申しわけございませんでした。 

  次に、５８番の「蛭沢通線道路新設事業」は、県道富士由比線と都市計画道路神沢白

銀線をＪＲ東海道本線をまたいで結ぶ計画でございますけれども、現在のところ、まだ

事業化は未定となっております。 

  その他の事業でございますけれども、№２４森林保全事業以下、全体に事業の進捗は

図っております。 

  その中で一番下の予算化されていない事業として№７の「知的障害者グループホーム

ひだまり」でございましたが、その運営支援事業でございますけれども、ただいま障害

者自立支援法の中でグループホームが支援のメニューに上がっておりまして、通所者１

人当たりいくらという定額が国・市等から支出されるようになっております。また、土

地、施設につきましては市が無償貸与ということで支援を行っております。 

  それから№１２の「介護予防拠点施設運営事業」昔のパワフルかんばらと呼ばれた部

分でございますけれども、この介護予防拠点施設につきましては、現在は老人福祉セン

ター等の有効活用を考えてまいりたいと思っております。 

  以上、事業の合計額は一番最下段で一番右側、２０年度予算額は１１億２,７４０万円
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余となっております。１８年度決算、１９年度予算に比べますと６億円の増となってお

りますが、これは蒲原地区市民センターの建設事業、あるいは、第３浄水場の改修工事

等で約６億円余の事業費が計上されたことによるものでございます。なお、本表に登載

はされておりませんけれども、今年度、蒲原中学校の管理棟の耐震補強工事が予定され

ております。また、蒲原西小学校では体育館の耐震設計が予算計上されているところで

ございます。 

  説明につきましては以上でございます。 

須藤会長   ただいま、（１）（２）の内容の説明がありました。質問、御意見のある方

は出していただきたいと思います。はい、石野委員。 

石野委員   ６８番の「市道の整備事業」のところで説明があったかもしれませんけど、

蒲原西小学校の下の方、あそこは渡辺産業ですか、大きなトラックが出入りしていて子

供が非常に危ないんですけど、先ほどの市道の整備、あの辺のことをちょっと西小学校

とか何かおっしゃったような気がするんですけど、その辺もう少し詳しく聞きたいです

けど、物すごい大きなトラックが曲がり切れなくてね。子供がすごく危険な状態にある

し、あそこは橋があるんですけど、あの橋が何かへこんできているんですよね。その辺

どのようになっているのかお聞きしたいんですけど。 

須藤会長   わかりますか。 

広域行政課長   一応、道路建設の方からいただいた資料によりますと、西小学校の南

側の道路を今年度改良工事を行っておりまして、側溝の改良あるいは舗装のやり直し等

を進めているところでございます。ただ、その大型ダンプ、トラック等の侵入による危

険等につきましては、またその建設課の方、あるいは交通安全を所管しているところ等

に、ただいまの御意見あったことをお伝えしまして、対策等をとれるものか、また考え

ていくようにいたします。 

須藤会長   いいですか、石野委員。 

石野委員   はい、わかりました。 

中島委員   関連ですがね。ここのやつは１億２,５００万円になっていますけど、西

小学校の道路だけの予算はわかりますか。 

広域行政課長   申しわけありません。１億２,５００万円は東北線、西小学校線、バ

イパス海岸線、あと富士由比線、上原東線、その合計でございまして、すいません、ち

ょっと内訳は承知しておりません。 
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中島委員   それでは、その内訳をまた報告願います。後で、次の回で結構ですから。 

須藤会長   これは要望ですけど、要望いいですか。次の回に詳細を。 

広域行政課長   予算所管課の方へ私どもで照会しております。 

内藤委員   ５９番の「蒲原駅南北線の事業費」なんですけれども、今年度２０年度の

予算が前年度、前々年度より比べて少ないと思うんですけれども、今年度の事業の計画

はどのようになっているのか、その辺をわかったらお願いしたいんですけど。 

広域行政課長   ちょっとすいません、中身、不正確な部分もあったら申しわけないん

ですけれども、一応私ども聞いたところによりますと、１９年度は用地買収が中心に進

んでいるというもので事業がのしたものと思われます。今年度はちょっと本格的な道路

の工事の方に入っているようでございますので、またその辺の詳しい進捗状況は改めて

回答をさせていただきます。 

須藤会長   いいですか、内藤委員。 

内藤委員   あそこは本当、蒲原駅降りてすぐ目の前なんですよ。そして、現在の状況

が歩道と道路の一部がちょっと道ができていて、その後ろにあったお宅が取り壊されて、

今、草ぼうぼうの状態で駅から降りてみると、すごく見栄えが悪いものですからね。な

るべく本当に早くに進む事業でしたら早急にやっていただきたいなと思いまして、お伺

いしました。わかりましたらまた知らせていただきたいと思います。 

  それからもう一点お願いします。３０番の「合併浄化槽補助事業」のことですけれど

も、先日、回覧板の方でね、くみ取りの家庭の実態調査みたいな回覧板が回ってきたの

を見たんですけれども、あのねらいというのはどんなところでしょうか。 

須藤会長   それは今ここでわかりますか。 

広域行政課長   すいません、それはちょっと私ども今、その内容をつかんでいないも

のですから。それは市からのアンケートでございますか。 

須藤会長   それは市からのあれ。わかります。はい、じゃあ稲葉委員。 

稲葉委員   先日、くみ取りの実態調査というのは静岡市の方から自治会通じて話があ

りまして、これは３年に一度、静岡市全体でそのくみ取りの、そこの実態調査をしてい

ると。ちょうどことし調査の時期だということで、その目的は、このエリアに何軒、直

接くみ取るトイレ持っているかと。その実態を把握する中で、そのくみ取り料の試算を

して、補助とかいろんな金額を決めて、どういう料金にするかと。それのもとデータに

するということで３年に一度やっているという話を聞いて、それを自治会通じて回覧し
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ました。職員さんが回るものですから、最近非常に不審な訪問者も多い中で、市の職員

が回るので心配なく、よろしく御協力をということでやっていると思います。 

  以上です。 

須藤会長   いいですか。はい、内藤委員。 

内藤委員   なぜこのような質問をしたかと言いますと私の前からの考えでね。網かけ

のグレーのゾーンの中で公共下水道の事業が全然予算化もされていなくて、ずっと上が

ってきているんですけれども、この蒲原地区に公共下水道、清水、静岡のような、あん

な大規模な公共下水道というのはほとんど実現が不可能じゃないかなあ。もし仮にパイ

プをいっぱい、真ん中にポンプをいっぱい置いてパイプでね、清水の方の終末処理場ま

で運ぶといっても、それは実現はほとんど不可能じゃないかなというふうなのを考えて

いて、蒲原地区はどっちかといったら合併浄化槽、蒲原のときには合併浄化槽の補助金

がかなり。 

須藤会長   内藤委員ね、後でまた網かけじゃない方の内容についてはちょっとやりた

いと思いますので、そのときに内藤委員としての、その公共下水道についての意見を言

ってください。 

内藤委員   わかりました。 

須藤会長   はい、お願いします。そのほかありますか。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   これ、わからないかね。油缶川の改修のあれは、これ、２,４００

万円、総額で予算が三千どれだけだったと思うんですが、そうすると今年度２,４００

万円で何をやる。今ちょっと説明聞いたんだけど、県道の下をやるというふうな話です

けど、それが聞いたところでは升が深いので、そこの所へ泥がたまるという話ですけど、

そうするとそれを大きくするですか、横を。そこのとこちょっとわからない。かさ上げ

してもね、そうすると結局、水の出るところは減ってきますよね。横にでも広げないこ

とでは。そうしますとね、県道を遮断しての工事になるですか。そこのところはわかり

ませんか。 

広域行政課長   今おっしゃられたようなことですね、私どもも実は聞いておりまして、

どういう工事かと言いますと、おっしゃったように今道路の下をくぐっている管が大変

深いところにあると。それが原因で水はけ、いわゆる地域からいろんな、あそこらあた

りだと東からだと思います。東から、あるいは北から水が流れて下へ潜っているんです

が、その流れがきちんとできていないと。それで、そのために今埋まっているものを一
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回廃止をして、その上に、上というか、もう少しかさ上げをして、どのぐらいの大きさ

というのはちょっと、そこまでは聞いていないんですけれども、排水は、よりスムーズ

にいくように今年度は、その富士由比線の下のところを工事をやりますよというふうに

聞いております。 

  それで将来的に、とにかく地域全体で道路側溝、この道の側溝から流れている水はど

こへ流れ込んでいる。例えば、この庁舎の前に大きい水槽升があって、そこのところに

も雨水を下へ流すようになっているんですが、それが十分に機能していないと。そうい

ったこともわかってきているものですから、ここ一帯の排水計画というものをきちんと

もう一回見直して水がとにかく、たまらないように仕事をしていくということで伺って

おります。 

戸塚（善）委員   これね、私らが考える素人考えですよ、あくまでも。とにかく我々

が考えていることに関して予算が少ないです、これじゃ。何千万円の世界じゃないです

よ。一けた違いますよ、予算が。稲葉さん、そう思いますよ。３,０００万円や３,５０

０万円でね、油缶川の改修ができるわけないだからね。だから、そういうふうにします

と結局僕らはね、段階的に水がある程度たまって時間的に流れてくる、一遍にざっと流

れてこないで段々的に流れていくような形をとらないと、流れてくる水は１００あって

も出るところが５０しかなければ、５０あふれますよね。この間の夜ちょっと降っただ

けでも、あそこのところ五、六軒は水浸しになりましたからね。もう今の雨というのは、

もう降ればスコールでしょ。もう対応ができないと思いますよ。ですからね、これはも

う本当緊急課題で、前の大村区長にも私、直に話をしておきましたけどね。何とかしな

ければ本当、静岡市が何にもやってくれないじゃないかということになると思いますか

らね、よろしくお願いします。 

須藤会長   この話はね、どうも戸塚善久委員が考えている内容と、どうもすり合わせ

がなかなか難しいんですよね。だから、もうここでそういうお話を繰り返し繰り返しや

っていくとね、審議会の中での時間がそれにとられてしまうということありますので、

できればその関係者とね、戸塚善久委員と一度じっくり話してもらって、その方がいい

と思うんですよ。いつもここに出てきて、それで時間とられちゃうと後の方が進まなく

なりますのでね。そろそろそういうことができるなら、審議会の方としてもしていただ

きたいんですけどね。どうですか、できますか。 

戸塚（善）委員   この問題だけでね、いろいろ時間をとるのは非常に難しい問題です
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けどね。僕も結局、住民生活の最大のあれですよ。結局ね、４区から新田、西町、柵、

本町から一ところへと水が集まってきてしまうわけですよ。世帯数でどのぐらいあるか

ね。１,０００世帯ぐらいあるですよ。それが一遍に流れてきますからね。もう大変な

問題になるですよ。 

須藤会長   ぜひね、よく実態を話し合って、じゃあどうしたらいいか、この予算で十

分いけるよという形でいけるのか。あるいは、もう少し予算つけなければ工事できない

よということなのか。少しね、そういうことも実態をよく話し合っていただきたいと思

うんですよ。審議会の方としては、いつも出てきてね。いつもそういう話になってしま

うものですからね。 

戸塚（善）委員   申しわけないです。 

須藤会長   ほかの方の内容に時間がとれなくなってしまうことがありますのでね。一

つそういうことでお願いします。では、そのほか。戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   ７０番の「東小学校駅前線道路改良事業」、（「これは後でお願いし

ます。」と会長が言う）じゃあ後で。 

須藤会長   はい。久保田委員。 

久保田委員   ちょっとお伺いしますけど、道路整備という項目の中にね、私、子供た

ちのパトロールをやって気づくことの一つだけど、橋は入っていますか、橋の欄干とい

うのが道路整備に。というのは、橋の欄干の高さというのはね、基準で１メートル１０

センチになっているでしょ、今。御存じないですか。１メートル１０センチになってい

ないところが多いんですよ。昔は９０センチだったらしいんですよ。子供たちが通学道

路で橋からのぞき込むんですよ、低いから。小学校の一、二年生というか低学年の人が

ね。そういうのは道路整備の一つとして今の基準どおりに持っていくための施策という

かね。何かいろいろ縦割りがあって、これは道路じゃないよ、これは何とかといろいろ

あるものだから私も安全会議では話しているんだけれども、これは火急の問題としてね。

蒲原地区だけじゃないと思います。確か、この間道路３課の人に聞くと、駿河区で転落

事故があったというんだな。そういう事故があって、それで火急に点検をしているよう

ですけどね。これ、道路整備の一つじゃないかと私は見ているんですが、一回これ、検

討して、できるだけ早い時に、ここの課で全部点検しますよというような方向でやって

もらうと非常にありがたいなあという意見です。お願いします。 

須藤会長   よろしくお願いします。そのほかありますか。はい、鈴木委員。 
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鈴木委員   ２点ほどちょっと伺いたいんですけど、すいません、前々回あたりに御説

明あったかもしれないんですけど、すいません、欠席したものですから、１５、１６の

「市民センターの事業」なんですけど、この金額で今年度はどこまで工事をなさるのか

ということを、解体だけの金額なのか、何か次の段階まで含んでいるのかということと、

あと４５番の「教職員住宅改築事業」なんですけれども、右側の事業名見みますと公営

住宅建替となっているんですが、これは建替ではないと思うですけれどもね。自分の感

覚だと入居者が減っているというような話をよく聞くものですから、その中で５００万

円超えていると結構な金額なものですから、どういう内容なのかというのをもしおわか

りなれば、ちょっと教えていただきたいなあと思うんですが、いかがでしょうか。 

広域行政課長   ４５番の公営住宅建替の件のうちの教職員住宅分ということでよろ

しいですね。それで、この金額はすいません、案分で出しているもので、全体の中で案

分で出しているものですから、これが実際にどのような性格なものかというのは、すい

ません、ちょっと私ども今わかりません、申しわけありません。ただ、あそこ、実は、

今日もちょっと見てきたんですけれども、基本的にはもう教職員住宅で利用者が確か、

ほとんど１軒しかいないものですから、私の感想ですと取り壊しの方向で行くのかなあ

というふうに思いましたけれども。 

区政課長   区政課の三宅です。今日生涯学習推進課がちょっと見えていませんので、

区政課としても支所分の関係でかかわっております。それで今回、２０年度の予算額３

億２,０００万円なんですが、この建設工事自体は２０、２１の２カ年の継続事業とし

て一応予算計上はされております。基本的には２０年度に２０％、２１年度に残りの８

０％という形で一応予算が組まれております。それとあと解体は今年度当然、２０年度

に含まれております。という形で今年度は３億２,０００万余という形であります。 

  以上です。 

須藤会長   いいですか。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   今ちょうど市民センターの話題になりましたので、関連して一つお願いな

んですけれども、実は、この審議会で基本設計から始まって実施設計まで、ずっと長い

時間かけて議論して、いよいよ着工ということで今解体に入っているんですけれども、

あの工事エリアの一部、体育館は生きて、それを今使っているわけですね。そして体育

館を一部活用しながらの工事ということで非常に大変だとは思うんですけれども、日々

多分、体育館へ行く道筋とかですね、ルートが多分変わっていくと思うんですね。工事
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の。そんなことを考えたときに、この７月くらいから１年半の中で、どういう工程です

ね、工事進んでいくのかと。大まかな工程、逐次でいいんですけれども、そういう話が

この審議会でも出ていないし、特に新田自治会としますとね、近隣の人たちが、どんな

ふうな日程で工事が進んでいくかということも知らされないままに大型のダンプが出

入りしたりするものですから、ぜひ、そのわかる範囲の工程、数カ月先でも結構ですの

で、それをぜひ知らせていただきたいなあということと、いろんな近辺の工事とまって

外灯なんかも消えてきますので、その辺の維持といいますか、しながらの工事の進捗と

いうことで、現に一部を使っているという中での工事ということで、よろしく配慮をい

ただきたいなと思います。 

須藤会長   いいですか、今の要望。はい、じゃあ、配慮をお願いします。 

蒲原支所参事   蒲原支所の山崎です。今の稲葉委員の工事の期間ですけれども、今現

在、解体工事が進んでおりますけれども、解体工事については今ちょっと工事の期間が

わかっておりますので、一応お知らせしたいと思います。２０年の７月４日から１０月

２７日まで、この期間が解体工事の期間ということで生涯学習課の方から報告を受けて

おります。 

  以上です。 

久保田委員   遊歩道についてです。２４、２５、「森林保全事業」これね、地元の、

私もちょっとこれに今気を使っているんだけれども、遊歩道というのが大丸山、大平山

ハイキングコースとありますけどね。蒲原にはね、里山コースとそれから、ここに言っ

ているコースは、蒲原ではアルプスコースと言っています。蒲原アルプスコース。里山

コースをやっぱりこの項目に入れてもらわないと、森林保全里山コース、そして、この

蒲原アルプスコース、そういう名前で呼んでいるんですがね。それも一つ含めてね、予

算化の中で含めてやってもらいたいと思っているんですよ。地元の方はおわかりですよ

ね。里山コースというのは観音穴から善福寺へ抜けるあの道路ですよね。これは小中学

生の学習コースです。由比、興津あたりの生徒まで来るのかな、見学というとおかしい

けど史跡めぐりでね。そういう立派なコースがあるんですよ。里山コースって覚えてお

いてください。そういうコースがあります。 

  この間ちょっと担当者と話して非常に一生懸命、担当者はやってくれています。気を

使ってやってもらっています。山根さんもそれに入ってもらってやってね、非常に感謝

していますからね。これ一つ予算項目に入れてね、そのメリハリをつけて、これは里山
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の方だよ、これはアルプスの山の方だよ、アルプスコースね、大平山。そういう項目を

取り上げてね、予算の中に入れてもらうとありがたいです。お願いします。 

須藤会長   これは要望でいいですね。はい、そのほかありますか。はい、石野委員。 

石野委員   先ほど稲葉委員の御質問の関連ですけど、工事の期間わかりましたけど、

解体工事から本建築の期間中いろいろな大きな車が出入りするんだけど、そのコースに

西小学校の子供の学童道路がひっかかってるでしょうね。図書館のところとか、それか

ら警察の前から歩道橋を降りて、ずっと新田の方へ下がってくる道もなっていますね、

学童道路に。だから、そういうところの危険がないように学校の方にもちゃんと知らせ

てほしいし、それから、この２６日から夏休みになります。そうするとプールが開放さ

れると思います。あそこのプールへ行く道が全然今ふさがれてしまって、どこから行っ

ていいかわからないんですけど、恐らく、あの文化センターの裏の方から行くような通

路ができるのか、体育館と文化センターの間にフェンスをやってプールへ行くような道

ができるのか早急に知らせてほしいんですけど、夏休みになると私がやっている「どろ

んこ」の子供も毎日午前中プールへ行きますので、今現在どう行ったらいいのかわから

ないので、ここの公民館にも聞いたけどわからない、体育振興課の方に聞いてもわから

ないので早急に知らせてもらいたいです。 

須藤会長   その点はどうでしょう、わかりますか。 

区政課長   そうですね、確かに、今の通学路の関係とかプールへの道ですね。そこの

ところがどうなっているか、またちょっと確認をしてみます。 

須藤会長   じゃあ確認して伝えてくれるということですので、よろしくお願いします。

はい、寺門委員。 

寺門委員   予算化されていない事業の中に３４番、「富士川緑地公園整備事業」とい

うのがあるわけですが、網かけの上です。以前、静岡市の都市公園の現況という資料を

いただいておるわけですがね。そういうなかで安倍川とか用宗とか興津とか草薙ですか、

そういうところがありまして、合計で１３４.４６ヘクタールですか、合計でこのぐら

いの広さがあるわけですね。そういうなかで、ここの公園は以前、蒲原で所有して、そ

のときは清水の皆さんがほとんど利用するという形の中で活用されてきたと思うんで

すよ。それで、そのほか安倍川とかそういうところと比べて今の現況で、あそこのグラ

ウンドが公園ですか、緑地公園というグラウンドになっていますけど、サッカーを主に

やっていますけどね。その辺がどのような形で一番すばらしいのかどうなのかね。対岸
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の富士市側から比べると、相当やっぱり見劣りがするんですよ。富士の方が相当整備さ

れているという形で、今現況でも土日となると、ほとんど利用されているというような

状況であります。ですから公園に力を入れていくというような形が見受けられますから、

早急にこの辺も現在の利用状況から、どのような整備が必要なのかという形の中で予算

化されておりませんから、予算化できるものかどうなのか、ぜひ対岸と比べて、向こう

も一回見に行っていただくとよろしいかと思います。やっぱり向こうが、富士市側が相

当すばらしいわけですから、せっかくこちらと一緒になって、静岡と一緒になって東の

玄関口ですからね。ぜひもっともっと改良されるものをしていただきたいと、予算化で

きるものはしてもらいたいという要望でありますけど、一つ御検討のほどよろしくお願

いいたします。 

須藤会長   寺門委員、日程的にはね、この前の審議会の中で、１９年はどうする、２

０年はどうするという計画については審議会の中で説明されていますけど、いいものを

つくるという意味での要望ということでいいですね。 

  何ですか、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   今の寺門委員の３４番ですけどね。これは提案としてね、私はいつ

も思うですけど、あそこのところをスポーツ広場にするのも結構なんですけどね。一応

道の駅のような形をとれたらどうかなあと思うですよ。地場産品の販売、これは商工会

に力を注いでもらいたいですけどね。一応河川敷の中だから建物は建たないにしても、

結局取り外しができるものだったら可能なんですよね。いや、それは交渉次第だと思う

ですよ。ただ、静岡市がそういうふうにして蒲原の東の玄関口だということで、富士山

を見るところはもう最高の立地条件ですよね、あそこのバイパスの北側といえば。シー

ズンになれば桜海老を干しているし、もういろいろと、ただスポーツ広場をつくるだけ

が能じゃないと思うですよ。だから、よそからね。 

須藤会長   要望なら要望で、簡単にお願いします。 

戸塚（善）委員   いやいや、だから要望で一応、そういうふうなものを一応入れても

らいたいと思うですよ。 

寺門委員   一つ、いいですか。 

須藤会長   今の関連ですか。はい。 

寺門委員   ええ、一つお願いがあるんですが、朝ね、５時ごろ僕、バイパス通るんだ

けど、５時か６時ごろね。ここでゴルフやってるんです。またその辺もね、ちょっと注
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意してみてください。よろしくお願いします。 

須藤会長   それでは、まだいろいろ質問あると思いますけど、今日３時半で一応終了

ということですので、この件につきましては、これで終わりたいと思います。 

  今日多分そうだと思うんですけど、すぐには答えられない内容がありました。それに

ついては次回までに調べていただいて、次回で報告していただくと。緊急のものについ

ては、例えばプールの道をどうするかと、そういうものについてはわかり次第、今日質

問した委員の方に連絡してください。そういうことでお願いいたします。 

  一応３時になりました。５分間休憩いたします。それから、その後の話に入っていき

ます。 

休憩 午後 ３時０１分 

再開 午後 ３時０６分 

須藤会長   議事の（３）その他について議題といたします。 

  事務局の方から資料２の説明をお願いします。 

蒲原支所参事   蒲原支所の山崎です。資料２の「第１次基本計画に登載されていない

投資的事業の整理」、これを開いていただきたいと思います。それで、この資料を皆さ

んにお分けした後、会長の方からちょっと指摘されまして、備考のところに所管課から

の説明を要望しているものがあるから、それを入れてほしいということを言われました

ので、今から言いますので、備考のところに所管課からの説明を要望という格好で入れ

ていただきたいと思います。番号としましては、２９番、３８番、４０番、５３番、５

５番、それから一番下の２つの６７、７０番。もう一度言います。番号として２９番、

３８番、４０番、それから５３、５５、６７、７０、よろしいでしょうか。 

  今、広域行政課の方から平成２０年度予算と合併建設計画の関連事業の進捗状況が報

告されました。事業予算がついて既に進んでいる事業についてはいいんですけれども、

資料１の網かけの部分の事業については、まだ予算もついておりません。それで、去る

３月１８日に地域審議会の懇談会が開かれまして、この中で、この網かけの部分の取り

扱いについて整理を行いました。旧委員の皆様からいろいろ意見を出していただき、そ

れらを整理した表が資料２の表であります。この表については第２次基本計画に登載さ

せたい事業、それから登載させなくてもよい事業、それから未定の事業と３種類に分け

て、懇談会の中で決まったことについて丸で表示をしてあります。今後は、この表をど

のように活用していくのか。備考欄に記載してあります所管課からの説明を要望するに
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ついても、いつごろどのような説明をしてもらうのか、これらのことを協議していただ

かなければなりませんので、その辺について御意見をいただければと思います。 

  以上です。 

須藤会長   ただいま説明がありましたように、第１期の審議会の最後の委員会で委員

の皆さんでいろいろ意見交換して、網かけのいまだ予算がついていない項目について、

どうしていこうかということでいろいろその中で意見が出て、議事録にも載っています

けれども、それを事務局の方で整理していただいたのがこの一覧表です。 

  それで、今日これを、これがいい、あれがいいとやるのがいいのか、あるいは改めて

次の審議会でやるのがいいのか、まずそこらから皆さんの意見を聞かせていただきたい

んですけれども、この審議会の始まる前に打ち合わせをやりました。第２期基本計画に

登載するというタイムリミット、決めてもらうタイムリミットはこの２０年度、要する

に２１年３月までにある程度審議会の中でまとまれば、第２期基本計画の中へ入れてい

くことができるだろうということも聞いております。ですから今後の日程として、これ

を専門に審議会で練っていくということにするのか、今日また、この後２０分ぐらいの

時間でこれを話し合うのか、その点のまず意見を皆さん聞かせてください。はい、戸塚

善久委員。 

戸塚（善）委員   とても２０分で審議できるような状態じゃないものですからね。こ

れは、これだけを議題としてね、一遍時間をとったらどんなものですか。それが一番い

いと思いますけど。 

須藤会長   どうですか、そのほか、いいですか。はい、佐藤委員。 

佐藤委員   今言われた意見とも関連しますけど、３月１８日に１期目の地域審議会の

委員で懇談会という形で一応ここまでまとめたということであれば会長さんにお任せ

しますけど、私としては、それじゃまた今回第２期の地域審議会の委員が集まってです

ね。じゃあ、これがたたきとして一応出てきているので、これを今言われた問題点なり

課題をどうやって進めていくのかということで、懇談会的な打ち合わせというのか、そ

ういうのを開催して進めていったらどうかなというふうに思っています。 

須藤会長   今そういう意見も出ました。それで、この真ん中に書いてある現在までに

出された地域審議委員の意見等ということで、例えば、蒲原東・西部保育園統合事業に

ついては住民が要望していないとかね、マンモス化は子供を大事にしようという趣旨か

ら離れているということで登載しなくてもよい事業だというようなことになっている
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んですけれども、新しく入ってきた委員の方もおりますので、いろいろな意見があると

思うんですよ。ですから、これを一つのたたき台にして、今後どうしていくかというこ

とを改めて、これだけで懇談会か、あるいは地域審議会を持ってやっていくということ

にしていきたいと思うんですけど、いいですか。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   今この表にあるのはナンバーがついた以前からずっと、この項目が上がっ

てきているものについて今、網かけということで言っているんですけれども、第２期基

本計画に載せるためには、この項目のいいとか悪いとかに加えて、新たな今の時代を見

て、これからもう１０年ないですね。残り８年くらいですか、やらなければならないと

いうものも、もし落ちてるとね、もう間に合わなくなってしまうので新たなものも加え

て、ナンバーがついていないけれども項目は同じように並べて、検討していく必要ある

と思うし、それをまた新たなものをまた新しい方の声も聞いて並べていったらどうかな。

そういう作業も必要かなと思いますのでよろしく。 

須藤会長   この建設計画をつくったのはもう数年前の話ですから、それからまた蒲原

地区もいろいろな動きをしていますので、その中で住民の皆さんのために新たにこうい

う問題も出てきたよと、全体としてこういうふうに入れていって実現していこうじゃな

いかというものがあればですね、これ以外でもやっぱり入れておく必要あると思うんで

すよね。だから、そういうものも頭に入れた中で、これも重点的にやる、そういう問題

も皆さんに出していただいて、みんなで議論して、じゃあそれ入れておこうということ

なら、入れるために要望をしていくというふうにしていきたいと思うんですけど、それ

でいいですか。はい、じゃあそういうことも。 

宮田委員   前にタウンミーティングのときの各自治体から出た要望とか陳情とかと

いうあれがあると思うんですけどね。その中でもやっぱり最近の事情も変化しているし

ね。その中でもやっぱり登載されていない中でもそういうものを組み込んでというか、

中へ入れていかないと、タウンミーティングやって各自治会から出てきた要望とかなん

とかというのもね、やっぱり加味していかないとうまくないと思うんですけどね。それ

らの件については一緒にやるのか、どういうふうにやるのか。 

須藤会長   そういう住民の皆さんのタウンミーティングの中で出てきた内容も含め

て、それの中でも、ああこういうことはやっぱり全体として住民のためになるだろうと

いうことがあればですね、それも入れて、皆さんの意見を聞きながら入れていくという

形にしていきたいと思います。いいですか。 
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  それで、ちょっと日程的な問題なんですよ。この前配っていただいた日程があります

ね。平成２０年度蒲原地域審議会日程、７月の後が９月なんですよ。夏休みだというこ

とで８月を抜いてあるんですけれども、８月に審議会じゃなくてもいいから懇談会とい

う形で１回、意見交換をしていくかと。いや、別に視察にこだわらなくていいですよ、

これは。９月も続けてやろうというなら視察はまた次のときでもいいし、これはあくま

でも案ですから、日程案ですから、審議会の方でこういうふうに変えようということな

ら、また考えていただくということもできると思いますので、とりあえずどうですかね、

８月に一度、懇談会という形の中で意見交換するということでいいですか。 

  いつにします。なかなかあれでしょ。盆過ぎ。いつ頃がいいですか。２０日頃ね、ど

う。どうですか。１９日頃か２１、いいですか。じゃあ１９日、はい、決定。 

蒲原支所参事   ちょっとお待ちください。今、ここの会場があいているかどうか見て

きますので。 

寺門委員   新しい人たちに、要するに各自治会からタウンミーティングで出ている資

料がありませんから、それをぜひ提出してやっていただくと助かるけど。 

蒲原支所参事   わかりました。事務局の方で分けます。 

寺門委員   そうしてやってください。 

須藤会長   じゃあ、それを読んでおいてください。事務局の方から、じゃあ配ってく

ださい。 

蒲原支所参事   大丈夫だそうですので、じゃあ午後２時からでよろしいでしょうか。 

須藤会長   はい、じゃあ午後２時から、８月１９日。 

蒲原支所参事   午後２時から懇談会という格好でよろしいですか。 

須藤会長   それでは、この件につきましては改めてそういうことで話し合っていきた

いと思います。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   すいません、前にもちょっと聞いたんですけど、事務組合に関することは

どうしてもこの際の要望事項とか、あるいは取り上げてほしい事項には加えられないん

でしょうか。 

須藤会長   一部事務組合については、それぞれの議会がありまして、そこでいろいろ

検討していますので、なかなか難しいところありますね。また例えば出していただいて

皆さんが、じゃあ地域審議会として要望を出すかということが皆さんで合意を得られれ

ばいいんですけど、一つの議会としての決議機関がありまして、そこでいろいろやって
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いますので、そこらの関係がちょっとありますね。 

鈴木委員   前にもそのような御説明を受けたんですけれども、どうしても一部事務組

合のことは住民の生活から切り離せない内容なんですよね。それでこの地域で審議会を

持っているのは蒲原地域だけという状況の中で、一切取り上げられないというのは非常

に片手落ちのような状況がずっと続いてしまっていると思うんですよ。議会までに一生

懸命考えても絶対だめだよという話であれば、もうしょうがないがない話なので、どう

なのかなと思って今質問させてもらったんですが。そういうことを抜きにして考えてい

いんだよということであれば、懇談会だからということであれば。 

須藤会長   じゃあ今度、懇談会で、これをある程度話し合った後で鈴木委員の考え方

を出していただいて皆さんでちょっと、審議会として取り上げられる問題かどうかとい

うことを皆さんで話し合ってみたいと思いますので、この次の懇談会の中で出してもら

えますか。 

鈴木委員   組合が本当になくなるか存続するか、それと、富士と合併してからじゃな

いと話ができないというのは非常に理屈は通っているんですけどね。それじゃ済まない

ような状況だということもいろいろ聞いていますし。 

須藤会長   ただ、一部組合って、どこを指すんですか。 

鈴木委員   いや、主にやっぱり蒲原病院ですね。 

須藤会長   蒲原病院ですよね。そうすると蒲原病院は合併してもなくならないという

話を聞いていますので、ただ、あくまでも今度は静岡と富士で話し合う形になると思う

んですけれども、例えば、静岡市の方の蒲原地区の意見として、審議会としてはこうい

う意見がありますよということを要望して、上げていくということができるかというこ

とをみんなで話し合っていけばいいと思うんですね。それはまた８月１９日のときに、

ちょっとみんなで内容を話し合ってみたいと思うんですけど、いいですね。 

  それでは、他に事務局の方から。ちょっと待ってください。先に事務局がまだありま

すので。 

蒲原支所参事   蒲原支所の山崎です。前回の審議会のときに戸塚善久委員から要望が

ありました「現在、文化センターに飾ってありますどんちょうの活用の件」であります

けれども、生涯学習課の方へ問い合わせをして回答を得たわけですけれども、現在、文

化センターのどんちょうは、横幅が１１メートルだそうです。新しいホールになります

と横幅が１２．２メートルということで、ちょっと足りない状態だということになって
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います。それからまた、文化センターがつくられてもう４０年近く経ちますので、どん

ちょうの傷みも大分激しいということを聞いております。それからもう一点は、どんち

ょう、今の新しくつくった文化センターのどこかに飾ってほしいよというようなお話も

ありましたけれども、その飾るスペースも設計上つくっていないということで、生涯学

習課としての考え方は、現在のどんちょうは活用しないということで伺っております。 

  それから次にもう一点あるんですけれども、内藤委員からの地域審議会の内容が蒲原

地域の住民に伝わっていないので、広報紙を発行してはどうかというような提案もあり

ましたので、このことについてまた皆さんから意見を聞きたいなというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

須藤会長   どんちょうの件は。 

戸塚（善）委員   どんちょうの件は、それでオーケーしてしまうの。 

須藤会長   いや、だから何か、戸塚善久委員の方で何か意見があれば言ってください。

一応そういうことで話がまとまっているようですから。 

戸塚（善）委員   そうですか。それじゃ、とりあえずまだまだ時間も多少ありますか

らね、いろいろと考えてみます。 

須藤会長   はい。じゃあ、それはまた意見を言ってください。 

戸塚（善）委員   また改めてあれします。 

須藤会長   それから内藤委員の方の地域審議会の内容が蒲原地区の市民に伝わって

いないので広報紙を発行してほしいという要望がありました。１期目の審議会のときも

いろいろ出ましたよね。内藤委員がそういう話をして、みんなで意見交換をして、発行

するべきだという意見もあったし、何か決まったときにだけ発行すればいいんじゃない

かという意見もあったし、あるいは、傍聴席があるんだから、それに非常に注目する人

は、ここへ来て聞けばいいじゃないかというような意見もいろいろ出ていました。それ

で何回も何回もこの広報の問題は出てきますので、やはりみんなの意見をしっかり聞い

た中で結論を出したいと思うんですよ。もう内藤委員の方から何回も出ていますのでね。

皆さんの意見を聞きたいんですけれども、よろしくお願いします。 

  それで参考までに、発行するということであれば輪転機と紙は事務局の方で出します

と。ただ、編集とか発行については審議会の委員が責任持ってやっていただきたいとい

うふうなことですので、そういうことも含めて意見を出してください。お願いします。
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話を了解してもらったのはいいんですけれども、じゃあ現実的にどうするかということ

を意見を言ってください。 

戸塚（善）委員   それはまた懇談会のときに。 

須藤会長   いいですか。できるだけね、いつまでも尾を引かないで、はっきりしたい

と思うんですよね。 

内藤委員   ぜひお願いします。 

須藤会長   じゃあ、それも何か懇談会がやたら話す内容が多くなってしまうんですけ

ど、何なら２時間なんて言わないで３時間ぐらいでやったって懇談会だけならね、ちょ

っと延ばしてやったっていいわけですから。じゃあ、これも懇談会の中で結論出したい。

皆さんしっかり考えてきて、それぞれ意見を言ってください。よろしくお願いします。 

  事務局の方はいいですか。あと、委員の方から、その他について何か要望。はい、石

野委員。 

石野委員   最近大きな地震が多いんですけれども、この前、６月２１日の朝日新聞に

県内の公立小学校の耐震化率が８６.４％で、全国で第３位だそうです。県内で１００％

耐震が進んでいるのが１市、１市の中には静岡市も浜松市も市はなくて、焼津市が入っ

ているだけで、あとは小さな町村ですね。その１００％の中に何と由比町が入っている

んですよ。じゃあ静岡市の中の蒲原もそうなんだけど、耐震化率がどうなっているのか

私は知りたいです。また次回でいいですけれども、もし教えていただけたらと思います。 

須藤会長   静岡市じゃなくて蒲原地区でいいですか。 

石野委員   蒲原地区でももちろんいいです。１００％の中には静岡市も入っていませ

ん。ということは蒲原がどうなっているか私は特に知りたいですけど。 

須藤会長   学校ですか。 

石野委員   学校です。公立小・中学校って書いてありました。 

須藤会長   それはどうですか。調べられますか。じゃあ調べてくれるそうですから。 

石野委員   それからもう一点、関連して、岩手・宮城の地震のときに、緊急地震情報

の装置が３０秒ぐらいでキャッチしたところは、すぐ避難できて非常に効果が上がった

と聞いていますよね。そういう装置が学校とか公共施設の中に今現在、静岡市の中に設

置されているところがどれぐらいあるのか、これからどうしようとしているのか、わか

ったら教えてください。 

須藤会長   これはどうですか。これは全体のことですから。じゃあ、その２点につい
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ては調べて。 

石野委員   ぜひお願いします。 

須藤会長   今度の懇談会ぐらいまでにできますか。はい、じゃあよろしくお願いしま

す。 

  じゃあ、そのほかありますか。 

（「なし」の声あり） 

須藤会長   じゃあ、ないようでしたら長時間にわたって御苦労さんです。なお、本日

の会議録の署名は、名簿順に久保田委員にお願いします。これで第３回地域審議会を閉

会いたします。どうも御苦労さまでした。 

（午後３時３３分 閉会） 

 

                   会  長 

                   署名委員 


