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第３期第２回静岡市蒲原地域審議会研修会会議録 

 

１ 日 時   平成２２年７月２９日（木） １４時００分～１６時３０分 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階 Ａ会議室 

 

３ 出席者   （委 員）須藤会長、望月副会長、稲葉委員、宇佐美委員、 

小西委員、篠原委員、杉浦委員、鈴木委員、 

寺門委員、日野委員、山本委員 

（折原委員、片瀬委員、草谷委員欠席） 

        （事務局）区政課：増田課長、牧野参事兼統括主幹、杉山主事 

清水区総務・防災課：広瀬課長、久保田副主幹 

蒲原支所：宇佐美支所長、石切山参事兼主幹、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）研修会 

 （２）その他 蒲原病院の現状について 

        蒲原・由比地域の救急体制について 外 
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蒲原支所参事   それでは、皆さん定刻になりました。ただいまより、静岡市蒲原地

域審議会研修会を開催いたします。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。 

  本日は、折原委員、片瀬委員、草谷委員から欠席の連絡をいただいております。また、

小西委員が遅れるとの連絡がありましたので、よろしくお願いします。 

  それでは、初めに本日配付させていただきました研修会資料の確認をお願いしたいと

思います。本日配付しました資料は、まず本日の次第であります。続きまして資料１、

一番上に「合併協議会設置までの経緯」と書かれている資料となります。それから、

続きまして資料２－１、「市町村の合併の特例に関する法律（抄）」の抜粋となって

おります。続きまして資料２－２、「静岡市及び蒲原町の廃置分合に伴う地域審議会

の設置に関する協議書」であります。続きまして資料２－３、「静岡市・蒲原町合併

建設計画」それから、資料２－４、平成２１年６月に静岡市長に提出しました「要望

書」となります。この要望書には要望箇所を示した地図が添付されております。続き

まして資料３「蒲原地域審議会（第１期）の活動」と書かれているＡ３の資料であり

ます。 

  それから、資料ナンバーがついておりませんが、「庵原高等学校の跡地活用について

の要望書」であります。これにつきましては、次第の４、その他の中で稲葉委員の方

から県立庵原高等学校跡地活用に対する要望活動の状況について報告がありますので、

その時説明をさせていただきます。それから、もう一枚グリーンの「無料法律相談」

と書かれているチラシでありますけれども、こちらにつきましても後ほど、その他の

中で説明をさせていただきたいと思います。ちょっと資料が多くありましたけれども、

皆さんお手元にございますでしょうか。 

  それでは、研修会を始めたいと思います。研修会に先立ちまして須藤会長より、ごあ

いさつをいただきたいと思います。 

  須藤会長、お願いします。 

会長   今回の審議会のメンバーを見ますと、１５人中９人が新しい人になっていま

す。そこで、実際に審議に入る前に審議会はどうしてできたのか、あるいは審議会の

役割、そういうものを十分に皆さんに知っていただいて、同じ認識の中で審議をして

いこうということで、今回はこういう研修会を開かせてもらいました。そういうこと

で後ほどいろいろ説明がありますので、分からないことは何でもどしどし聞いてくだ
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さい。そして、みんなで同じ認識に立った中で次の審議会から審議に入っていきたい

と思いますので、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、研修会を始めたいと思います。なお、前回の審議会で委員の皆様から要望

がありました蒲原総合病院の現状等につきましては、研修会終了後、４「その他」の

中で報告させていただきます。 

  それでは、研修会の進行は須藤会長にお願いします。 

会長   はい。それでは、前回の審議会では、地域審議会の概要について、また、合

併建設計画の法的な位置づけ、及び計画全体の考え方について説明をしていただきま

した。 

  本日は、蒲原町が静岡市と合併するまでの経緯、あるいは、蒲原地域審議会として静

岡市長に提出した要望書の内容等について説明していただきます。 

  それから委員の皆様にお願いします。研修会の内容を記録しておく必要があるため、

ご質問等発言する際は、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。ご協力よろしくお願いします。 

  それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

総務・防災課長   どうも、こんにちは。清水区総務・防災課の広瀬と申します。私

の方から資料の１から随時説明させていただきます。今、会長からお話がありました

ように、旧蒲原町が静岡市と合併に至るまでの経緯を説明させていただいて、最終的

には蒲原地域審議会の役割とか、そういったことについても触れさせていただきたい

と思いますのでよろしくお願いします。 

  それではすみませんが、座って説明させていただきます。 

  最初に、資料１をご覧いただきたいと思います。この資料１につきましては、旧蒲原

町が静岡市との合併までの経緯を説明するにあたって作らせていただきました。最初

に平成１５年７月１５日と、こうあるわけですけど、ご承知のとおり旧庵原郡蒲原・

由比・富士川町においては、昭和４０年代ごろから庵原三町合併ということで取り組

んできたという経緯は、皆さんご承知かと思います。ただ、３町足並みがそろわなく

ていろいろなところで協議してきましたが、実現には至らなかったということで、平

成１５年７月１５日に正式に「庵原郡三町合併問題等調査研究会」というものがござ

いましたが、ここで解散したというところから、お話させていただきます。 
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  この７月１５日をもって、３町はそれぞれ独自の道を模索するということになりまし

た。当時の蒲原町長は、合併特例法の適応期限である平成１８年３月３１日までに、

静岡市との合併を進める考えを住民の方々に示したということでございます。 

  その後、平成１５年７月２３日から８月４日にかけて、町内８会場で移動町長室とい

うものを開催し、合併の必要性等を住民に訴えてきたということです。その移動町長

室においてアンケートをとった結果を、平成１５年９月５日、市町村合併アンケート

調査結果ということで公表しております。対象が２，４００人、１，０３４人から回

答をいただきました。この主なところは、合併先を選択式で尋ねるということで、静

岡市・由比町と２町合併、単独と、大きくこの三つに分けてアンケート調査をしたと。

結果、静岡市との合併が 54.9％、由比町と２町合併が 20.3％、単独が 9.9％というよ

うな結果になったわけです。この間、先ほどの庵原３町の合併問題等調査研究会が解

散されたということですけど、住民の方から平成１５年から平成１６年にかけて、庵

原郡３町において合併の枠組みの違いによる合併協議会の設置請求が、各町それぞれ

提出されていると。この辺は、具体的にはお話しませんけど、先ほどアンケートにあ

りましたように由比町との２町とか、やはり庵原３町とかと、そういう枠組みで合併

協議会の設置請求が各町から提出されております。特に蒲原町においては平成１５年

８月４日、静岡市との合併を訴える住民４人による法定合併協議会設置請求書という

ものが、蒲原町長の方へと出されております。 

  こういう状況を見て、小嶋静岡市長は蒲原町、由比町の動きを見て、１市２町の枠組

みを望むと、そういう意向も当時示されました。その後、平成１５年１２月９日、三

町合併協議会設置議案がそれぞれ審議されました。結果、由比町、蒲原町では賛成。

富士川町では反対という中で、実際、庵原郡３町合併は困難な情勢になったというこ

とでございます。 

  平成１６年３月１５日、静岡市議会総務委員会において、静岡市と蒲原町・由比町と

の１市２町、静岡市と由比町の１市１町、静岡市と蒲原町の１市１町の３議案を静岡

市議会総務委員会において賛成多数で可決ということです。３月２３日には静岡市議

会本会議においてそれぞれの枠組みの３議案を可決されたと。同日、蒲原町議会臨時

議会においては、１市１町。これ、もちろん静岡市と蒲原町の合併協議会設置議案を

賛成６、反対５で可決と。由比町議会の臨時会においては、これ反対ということで、

この結果により、静岡市と蒲原町の合併協議会の設置が、この時点で決まったという
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ようなことでございます。 

  そして、由比町においては、平成１６年３月２５日、合併特例法に基づき、合併協議

会設置の是非を問う住民投票の実施を由比町の選挙管理委員会に請求され、その結果、

投票したわけですけど、有効投票総数の過半数の賛成があったということで、合併特

例法の規定によって、由比町議会が合併協議会設置について可決したものとみなして、

静岡市と由比町の合併協議会が由比町においては設置が決定したということでござい

ます。合併協議会設置までを簡単に説明させていただきましたが、こういう流れで合

併協議会がそれぞれ設置されたということでございます。 

  そして２ページの２においては今度、合併協議会における協議の経緯ということを説

明させていただきます。 

  そこに書かれているように、静岡市、蒲原町合併協議会委員というものは、会長が静

岡市長、副会長が蒲原町長、委員として市議会議長、市議会議員、町議会議長、町議

会副議長、清水地域自治会連合会とか、清水商工会議所副会頭、静岡の女性の会会長

等、当時の蒲原町区長会長とか各種団体の代表者で構成されておりました。 

  そして、平成１６年４月２８日に第１回の合併協議会が開催されております。その時

には、会議運営規定あるいは会議の傍聴に関する要領の制定とか、全体事業計画の決

定をされております。この間、６ページの方まであるですけど、１０回の合併協議会

が開催されました。協議会の中では基本項目、法による特例項目、市町村建設計画の

作成とか、一般項目とかありまして、すみません。ちょっと先にいって申し訳ないで

すけど、６ページをちょっとお開きください。そこに、４という項目に合併協議項目

ということで、今言いました基本項目、法による特例項目、市町村建設計画の作成、

一般項目と全部で３２項目について、その協議会において、すり合わせ方針等を決定、

協議する内容でございます。 

  すみません。また、元へ戻っていただきまして、そういうなかで第２回目を平成１６

年５月２８日に開催しております。この時には、合併方式を静岡市への編入合併。合

併の期日を平成１８年３月３１日。合併後の市の名称を静岡市と。そういう項目につ

いての協議をし、その場で決定をされたということでございます。ちなみに、静岡市

と蒲原町の合併協議会を１回やりました。そして、第２回目から静岡市と蒲原町、静

岡市と由比町というような中で、合同の合併協議会が第２回から開催されたというこ

とでございます。そして、平成１６年６月３０日の第３回とか、第４回とかありまし
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て、３ページの方の１６年９月３日の第６回合併協議会において、一番の目玉といっ

てもいいぐらいの合併建設計画の中間素案というものが決定されております。そして、

第７回とか、ずっと行われまして平成１７年１月１１日の第９回の合併協議会におい

て、法による特例項目のうち市議会議員の定数及び任期の取り扱い、地域審議会及び

地域自治組織の取り扱いについて決定されております。ここで初めて、地域審議会と

いうものが出てきたわけですけど、第９回の１回だけで地域審議会の設置の有無につ

いて協議されたというわけではございません。 

  また、ちょっと飛んでしまいますが７ページをお開きください。１０として、その地

域審議会及び地域自治組織の取り扱いというものを協議するにあたっては、第２回の

合併協議会から既に協議は開始されておりました。合併特例法の規定に基づいて、地

域審議会もしくは、地域自治組織である地域自治区または合併特例区を設置すること

ができるが、と、他の協議項目を含めた大きな議論の中で、協議をしていくべきでは

ないかというような意見が出されて、継続協議という中で第２回から、この部分につ

いては協議を重ねてきました。 

  第５回の合併協議会で、蒲原町では当時、議会で全員協議会等を開き、数回にわたっ

て地域審議会設置というのはいかがなものかということで検討してきました。第５回

の時に静岡市においては、静岡市の委員さんの方から区役所の出張所を設置するかわ

りに、地域審議会等は設置しないというような静岡市の委員の皆様からは、そういう

意見が出されました。しかし、蒲原町からはあくまでも地域審議会は設置していただ

きたいという考えがあるというのがありましたので、第５回においても継続協議とい

うことでございます。 

  そして、元に戻っていただいて、第８回の協議会において静岡市が地域審議会、また

は地域自治区の設置を認める意向を、ここで初めて表明したということで第９回です

ね。先ほど言いました平成１７年１月１１日の第９回の合併協議会において、蒲原町

の区域への地域審議会の設置が合併協議会の方で、賛成多数で決定したということで

ございます。この時のすり合わせ方針としては、市町村の合併の特例に関する法律第

５条の４第１項の規定により、蒲原町の区域に地域審議会を設置することとなったと

いうことでございます。この第９回の合併協議会において、先ほど言いましたすべて

の協議項目の協議が終了したと。それを受けて、平成１７年１月１６日に住民意見発

表会というものを開催しました。蒲原会場において、意見発表者が５人、傍聴者が１
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３０人という中で開催されました。 

  最終的に、４ページの方で最後の１０回目、平成１７年１月２８日の第１０回の合併

協議会において、静岡市・蒲原町合併協議会としての静岡市と蒲原町の合併を是とす

ることが決定されたということで、第１０回をもって合併協議会が終了。実質協議は

終了ということでございます。 

  そして、いよいよ合併に向けての今度は廃置分合にかかる法定手続きということで、

今お開きの４ページの３ですけど、廃置分合にかかる法定手続きと合併に向けた経緯

ということで平成１７年２月３日、静岡市長と蒲原町長との間で合併協定書を締結と

いうことで、これについては先ほどの協議項目３２項目について、協定書を交わした

というものでございます。その後、１７年２月１３日に蒲原町で合併賛否を問う住民

投票というものも実施しました。最終的には、平成１７年２月２１日、蒲原町議会に

おいて、廃置分合関係議案を可決と。同年３月１１日に静岡市議会においても、廃置

分合関係議案を可決と。それぞれの議会において、可決されたことを受けて静岡市長

と蒲原町長が県知事に対し、廃置分合の申請書を提出してございます。 

  そういうなかで進めていって、４ページの一番下ですけど、平成１７年６月９日に第

１回の静岡市・蒲原町事務事業調整本部会議というものが開かれました。これは、行

政の事務レベルの最終的なすり合わせという中で、これが５ページにわたっているわ

けですけど、平成１８年２月８日、第４回ということで４回にわたってこの調査本部

会議が開かれております。一応、今までのお話は合併協議会設置までの経緯でござい

ます。 

  次に、資料２－１、２－２についての説明をさせていただきます。ただ、この資料２

－１、資料２－２については、第１回の地域審議会が静岡市の方で開かれました。そ

の時に、区政課長の方からご説明をいただきましたが、その時にお見えにならなかっ

た委員さんもおるかと思いますので、再度になるかと思いますけど私の方から、ちょ

っと説明させていただきます。 

  まず、資料２－１ですけど、「市町村の合併の特例に関する法律」ということで、合

併特例法というものでございます。これについて、地域審議会に関する規定を抜粋さ

せていただきました。第５条の４ということで、そこには、まず、この地域審議会は

合併によって地元住民の意見が反映されにくくなるとの懸念があると。そういうなか

で、合併の障害になるということもありまして、合併後の当該地域の施策に関して住
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民の意見を反映していくことができるように創設された制度でございます。そして、

その役割として、第５条の４、第１項の３行目と４行目に下線が引いてあるかと思い

ます。長の諮問に応じて審議することと、必要と認める事項につき長に意見を述べる

と。この２点が地域審議会の大きな役割でございます。２－１については、以上です。 

  資料２－２につきましては、「静岡市及び蒲原町の配置分合に伴う地域審議会の設置

に関する協議書」ということで、法律の規定に基づいて両市町の協議により、両議会

が議決を経て締結されたものでございます。詳細な説明については省略させていただ

きますが、２点だけちょっと説明させていただきます。資料２－１で、説明いたしま

した地域審議会の役割の中で、「必要と認める事項につき長に意見を述べることが」

とありますが、これは審議会が必要と認める事項であると。この協議書では、具体的

には規定しておりませんが、審議会固有の権限であり、あえて協議書内で規定する必

要がないということで必要と認める事項につき長に意見を述べることが、というもの

については、この協議書の中では具体的にはうたってはございません。それだけ、ご

承知していただきたいと思います。 

  それから、あと第４条に審議会委員は２０人以内をもって、組織するということです

が、２枚目の裏面に今年の３月２４日に一部改正させていただきまして、委員を１５

人以内ということになっておりますので、当時の協議書と一部改正されているところ

が、この人数のところでございます。資料２－２については、以上でございます。 

  次に、資料２－３についてですが、これについては「静岡市・蒲原町合併建設計画」

ということで、この地域審議会で一番注目しなければならないものではないかと思い

ます。平成１８年から平成２７年度までの１０年間蒲原地域審議会が設置されるとい

うことで、この合併建設計画は、その合併後１０年間にわたっての蒲原地区の整備を

定めたものでございます。ということで、まず、１ページの建設計画の概要のところ

の１、この計画の趣旨です。ちょっと読ませていただきます。 

  「本計画は、市町村の合併の特例に関する法律｣第５条に基づく法定計画として作成

するもので、静岡市と合併後の蒲原地区の整備を、総合的かつ効果的に推進していく

ための基本方針を定めるとともに、この方針に基づいたまちづくり計画を策定して、

その実現を図ることにより、速やかな一体化と市域全体の均衡ある発展を促進し、住

民福祉の向上を図ろうとするものである」と。これが計画の趣旨でございます。左の

目次を見ていただくと建設計画の概要、合併の必要性と効果、まちづくりの基本方針、
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まちづくり計画、公共施設総合整備の基本的考え方と、最終的には財政計画というよ

うなもので合併建設計画が組み立てられているということで、中身的には、まちづく

り計画の７ページ以降ですけど、ここに１として健康・福祉、２として文化・学習、

３生活環境、４産業・経済、５都市基盤、６行財政とあるわけですけど、これについ

ては、静岡市の総合計画のまちづくり大綱に沿った分野別に分かれております。とい

うことで、７ページを見ていただきたいと思います。 

  今、私が言いましたように、まちづくりの基本方針に基づいて、次の体系により施策

を展開するということで、健康・福祉から始まりまして、６の行財政ということで、

例えば１の健康・福祉（１）心が通い笑顔あふれる市民福祉の推進ということで、こ

の８ページをちょっと開いていただくと、今度、具体的に市が実施する主要な事業と

いうことで、１の健康・福祉に関わるものとしては、子育て支援の推進、知的障害者

の自立支援、保健福祉センターの整備、老人福祉センター介護予防施設事業の充実、

特別養護老人ホームの施設整備ということで、横側に事業概要が書かれております。

これが、６項目の分野別にそれぞれあります。一番、目に止まるのは９ページの文

化・学習のところの市が実施する主要な事業ということで、文化センターの改築とい

うことであります。当時、蒲原町の文化センターということだったものですから、こ

この事業名が文化センターの改築になっておりますが、本年３月オープンしました、

ここですね、蒲原市民センターの改築が、この部分に当たるものでございます。そし

て、事業名がいろいろ書かれているわけですけど、抽象的といえば抽象的なんですけ

ど、これを柱にした何て言いましょう、それぞれのいろいろな事業がございます。そ

れについては、今日はちょっと説明できないですけど、次回その合併建設計画、ある

いは関連事業について、合併後の進捗状況ですね。これについて説明させていただき

ますので、ご了解ください。一応、こんな形で合併建設計画が作られております。会

長、一応ここまでの説明。 

会長   まだ、要望書とか、ありますけど、とりあえず「静岡市・蒲原町合併建設計

画」までの説明を終わりました。静岡市と蒲原町の合併までのいきさつとか、あるい

は、その後の審議会の問題とか、それから建設計画の話、全体について何か質問があ

れば出してください。ありますか。どんなことでもいいです。 

  １期、２期と終わる時に、最終的な審議会の中で、２年間どうでしたかというような

話を、それぞれの委員の方に話をしてもらいました。ちょっと、今こういう話が出て
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いる中でも話をするわけですけれども、何か審議会へ来て発言すれば何でもやっても

らえるだろうというような、例えば、その人の家の近くの問題について、実はこうい

うことで困っているよということについて、地域審議会で意見を言えばやってもらえ

るじゃないかというような話で、じっと発言を抑えられたとか、そういう話が出てき

ましたけれども、実は地域審議会というのは、個々の意見を取り上げて、それをぶつ

けるところではありません。あくまでも、蒲原地域の全体のことを考えて、その中で

皆さんからいろいろな意見が出てきます。それを取り上げて議論して、うん、それは

もう蒲原地域全体のためには必要なことだということでまとまれば、これは市長の方

に要望、意見をしていくということですから。例えば、地域の個々の問題については、

今日出席されている連合自治会の会長さんがいまして、これは自治会の方で話し合っ

て、そこでどうしても必要ということなら、そこで住民に証言していただいたりして、

その要望書をもって連合自治会が市の方へと要望していくと。そういうふうな形をと

ったりしています。ですから、ここで挙がってきた内容がすべて審議会決定じゃなく

て、それは皆さんの意見の中で、それはこうだよと、そういう意見をいろいろ出して

いただいて、それで最終的にまとめると。だから、長に意見を述べることができる。

これ、できるんです。地域審議会としては。だから、そういう形でまとめた中で、地

域審議会として意見を述べるというような形でやっていきますので、一つよろしくお

願いしたいと思います。 

寺門委員   提案ですけど、広瀬課長。今、合併建設計画の中で福祉・文化・学習と

か、こういう生活環境とか一応分かれているわけですね。６項目だね。こういう中で、

今、文化・学習については、文化センターの改築はもうすべて２１年３月に終わりま

したよと。完了という形で実績が出てきているところもあるわけです。そういうなか

で、１項目から６項目までの間で、何て言いましょうか、この中でも文化・学習の教

育施設の整備なんかの中でも、一部実施されているのもあるかと思うんですよね。そ

ういうのを、もし次回でもいいですから、１項目から６項目までの間で、この４年間

の間にこういうふうな形で進捗していますよとか、動きが出ていますよというのがあ

れば、それを説明してやると、また一つ分かりやすいのかなというふうに思うんです

けど、その辺、また次回で要望ですけど、お願いできたらと思います。 

  以上です。 

総務・防災課長   そうですね。今、寺門委員おっしゃるように、もっと具体的なも



 

 ―１１― 

の。事業名を掲げた中で、じゃこれについては終わっているよと、あるいは、これに

ついては今継続中ですよというようなお話ができるものは次回、進捗状況という中で

ご報告できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長   以前、蒲原町の時に、皆さんに配った７２項目の内容がありましたよね。あ

れについて、この地域審議会でもいろいろと検討してきて、そういうなかで、もう既

に予算がついて進んでいるものもありますし、実際にまだ予算がつかないで進んでな

いものもあります。例えば、小学校の統合などという問題もどうしようかということ

で、ここで話をしたですけど、それは市当局の方から提案してくるだろうと、それま

で待とうじゃないかというふうな内容になりまして、それについてはそういう形で終

わっていますし、あるいは給食センターの問題について、それは学校給食の方がいい

だろうと、だからこちらから言う話じゃないよと。それを当局の方から言ってきた時、

また取り上げて皆さんの意見を聞きながら結論づけていくとか、いろいろそういう議

論を、もう実際にしてきています。実際に、毎年予算がある程度決まった段階で、例

えば、蒲原地域に関係する予算は今回どうなったんですか。というような内容を、必

ず審議会の中で説明してもらいます。そういうことで、蒲原地域の動き、予算の流れ、

実際にどこまでいっているかという進捗状況等も、その都度、その都度審議会の中で

話をしてもらって、分からないところは質問しながら進めていくというような形で、

今までやっています。 

  何か質問ありますか。 

寺門委員   寺門です。私も４年間この会へ出たわけですけど、この審議会ができた

ということは、非常に、この地域としてはよかったのではないかと思います。静岡県

でも初めてのこういう組織が立ち上がった地域ですからね。会長のところにもこの４

年間の間にあちこちから視察などもあったと思うんです。そういうことで、関心をも

っていただいているということが目に見えて分かるんです。この審議会でいろいろな

意見を出して、それを当局にぶつけていくという形のものをもっていけば、黙ってい

ると何も向こうも関心もってくれませんから、こういうことをしたいんだ。こういう

形をかえていきたいんだというようなことを、いろいろな意味でいろいろ意見を出し

ていただいて、それを上へ挙げていくという形をとれば、まだまだ前へ進むというこ

とができるじゃないかなと思っているんですよ。ですから、新しい委員の皆さんにも

いろいろな意見を出していただいて、また、それはその意見に対してみんなで議論し
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合って、いい方向性へもっていくというような形にもっていっていただければありが

たいなと。私、この４年間で感じました。ぜひ、前向きな形でやっていった方がいい

というふうに感じましたので申し上げました。 

  以上です。 

望月委員   望月です。今、寺門委員から紹介といいますか、（不明）事項の中で、

まず、７２項目というのがあって、それをベースにやっていく。そして、その中、中

っていいますか、それから逸脱というか、外れたものであっても、この審議会の中に

おいて提案され審議されていくということも可能だということで、よろしいですか。 

寺門委員   先ほど会長が言ったように、自治会で方向性をもっていくことも可能な

んですね、自治会長もいますから。その辺の力量をどういうふうにしていくかという

ことも、そういう議論の中で図っていって結論にもっていくということも一つの方向

じゃないかなと思います。 

望月委員   当然ながら、自治会がありまして、ここに稲葉会長がお見えになってい

ますけれども、自治会においても当然ながら提議されてくるものってあるんですよね。

それは、自治会として当局の方に提案していくということも可能ですか。 

稲葉委員   連合自治会の方では、各単位自治会、またはそれが複数になったりする

場合があるですが、個々というか、騒音の問題であるとか、道路の問題だとか、いろ

いろ大から小までありますけれども、それを比較的大きなものになると連合自治会と

いう形で要望書は挙げてもいいと。大体、年に１回くらいは、ちょうど今ぐらいの時

期ですけど、それぞれから挙げてもらって、視察をし、全地域に係わることについて

は取り上げていると。単位自治会で処理できるものは、直接、議員だとか所管課へも

っていってそれで改善してもらうとか、場合によってはちょっと大きなものになると

今度、連合自治会という会長名で議員を動かしたり、関係者を動かして陳情に行った

りという形で対処していると。日常はその方が早いですけど、いずれにしてもまちの

中の要望というのは、やはり住民の総意というのを、まずやるんですよ。そこの住民

の総意であることならば行政としても検討しますと。住民の総意というのは何なのか

というと、結局やっぱり自治会単位なんですね。そんなことで単位自治会なり、また

連合自治会ということで要望をまとめてあげていっているということです。 

望月委員   当然ながら、自治会の方が生活に直結した組織だと思うんですよ。です

から、そういう問題の抽出とかというのは可能な限りしやすいと思うんです。審議会
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というのは、今回１５人の委員がいるわけですよね。その委員が地元に帰って、皆さ

ん地元があると思うですけど、その中から個人の主観といいますか、そういうなかで

抽出してくるものですか。 

会長   いいですか。実は２期目の時に、ある委員の方から狭あい道路があって、家

も建たないし何とかしてほしいと。一部の道路の要望が出たんです。だけど、一部地

域の道路のことを地域審議会でやるわけにはいかないから、蒲原地区全体の中に狭あ

い道路ってありますよね。だから、それをそういう形でぶつけるのか。要するに、蒲

原地域全体で狭あい道路を何とかしてほしいと。救急車も入らないと。それには、例

えば代替地を造らなければならないとか、引っ越す時、建て替える時に代替地を造ら

なければならないとか、いろいろ大きな問題が出てきますので、そういう形で地域審

議会で市の方へぶつけるのか。もう一つは、これはちょっと連合自治会にお願いした

んですけれど、実際に今、各地域の自治会でどういう問題が起きているかということ

をしっかり聞いてもらって、それで連合自治会の方で内容を把握して、連合自治会の

方で動けるなら、それは連合自治会の方で動いてもらう。いや、どうしても地域審議

会の方で取り上げて地域審議会の方でやってほしいということなら、地域審議会の方

でやりますというふうなことで、今、連合自治会の方にお願いしてあります。庵原高

校の跡地の問題も、あとからちょっと説明がありますけれども、連合自治会の方へと

お願いしてあります。ですから出てくる内容によっては、全体的な内容の場合は、こ

れ皆さんで議論しますけれども、個々の問題についてはどうするかということを皆さ

んの意見を聞きながらやっていきたい。そういうふうな形で運営したい。 

望月委員   そこでいう個々っていうとどういう、事例で挙げていただくと。 

会長   例えば、あるところの高圧線が遮断してしまうと、ある一部の工場がとまる

とか、だから線路の下に穴を掘って、その高圧線を地下に埋めて、向こうへやってほ

しいという問題が出てきました。ある地区、これは中部電力の管轄ですけど、そうい

う問題を審議会で取り上げていいのかどうかと。それならば、そこの地区の人達、あ

るいは工場の人達、何かあった時に困るだろうということで、皆さんで十分協議をし

てそこの地区の人達で皆さんがやりましょうということなら、その地区の人達が署名

をして業者にお願いするとか。そういうことをやっていかないと、ただ出てきた個々

の問題を地域審議会として、全部取り上げていくっていうのは難しいですね。 

望月委員   それは、利益の共有が広ければ。 
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会長   そうです。要するに、それが蒲原地区全体の問題として、例えば極端にいう

と東海道線が走っています。そういう問題がたくさんあります。蒲原地区の中に。そ

れ、全体の問題として審議してみるかという提案があれば、それはそれでまた別です

けど。はい、日野委員。 

日野委員   結局、それが個々なのか、個々でないのかということが分からない部分

があるので、まず全員が個々の話でも何しろいろいろなことを出して、それを地域審

議会として持ち上げていった方がいいのかどうかという、その場なんですよね、結局

は。あと、個々の相談をしたい方達は、行政相談員という方達もいらっしゃるし、そ

れから自治会もいらっしゃるし、いろいろな動きで上にあげていこうというふうに考

えていらっしゃる方はいると思うんですが、ここは、このいろいろな人達が集まって、

それを地域審議会としてあげていくべきものかどうかっていうことを議論する場所な

んじゃないかなというふうに思います。 

会長   ただ、一つ誤解のないように、地域審議会は資料２－２ありますね。設置し

てその目的、第３条にあります。建設計画の執行状況に関する事項とか、そういうこ

とを常にチェックする機関であります。そういうことをしっかりやった中で、この中

にいろいろありますね、予算の編成にかかる事業等に関する事項とか、いろいろあり

ます。これは本来ならば市長が、この項目についてこういうことを考えていくって諮

問していくですけど、それをやりません。４年間１回もやっていません。ですから、

この問題はもう諮問されているだろうというふうに解釈して、例えば２の建設計画の

執行状況に関する事項について、どうなっているですかと聞いてくるとか。また、地

域審議会に正式に市長の方から、この事項のこういうことについて審議して答申書を

出してくれというような話は一つもありません。ですから、蒲原地域審議会は、こう

いうことだろうというふうに考えて進めておりますので。そのほかに、意見を述べる

ことができるということがありますので、特にこの４年間のうち市民センターの内容

を２年間審議してきました。あとの２年間は、７２項目がどういう形で進んでいるか

ということを審議してきました。進んでいるものについては要望書を出しました。今

後、こういうことを続けながら、なお新しくということで合併して、この建設計画を

作った後、新しく出てくる問題がありますよね。年数が経ってからですから。そうい

う問題で蒲原地区全体としての問題については、ここで協議して市長に意見ができる

審議会ですから、そういうこともやっていきたいというふうに考えています。 
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  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   先ほどから、個々の問題等あるんですけど、８月２９日にタウンミーテ

ィングがありまして市長が見えられると。そこで、どういうふうな提議をするか、事

前に三つぐらい挙げて来いというふうな話もありまして、それを集約する意味もあっ

て各単位自治会から最近の要望というか、それを挙げてくれということで今集約して

います。そんなものが多分一つの個々の問題というか、挙がると思うんですけど、簡

単にちょっと紹介してみますと、小金の海岸のところが、ちょっと塩害がひどいと。

だから消波ブロックをもう少し沖に出してもらいたいとか、そんな要望等ですね。蛭

沢通線の都市計画路線も、ちょっと見直してほしいというふうな話。これ地域審議会、

（不明）なんだけど、出ています。ほかに、諏訪の方では谷津沢川を基点に湧き水の

里づくりというものを市で考えてほしい。また、諏訪から善福寺線に抜ける里山ルー

トの手入れをしてほしい、観音山かな、観音穴でしたか、というふうなもの、あと街

路灯と防犯灯の位置づけというものを、もう少し明確にしていくべきじゃないかとい

うような要望ですね。だから、大きいものから小さいものからというと、いろいろな

ものがあります。例えば、新栄町の方では、今さかえ荘を解体しようという話。そし

て、その跡地を売却するのではなく、あの回りには保育園とか、さくらワークもある

ので、ぜひ公共的な広場として残しておいてほしいと。売却してしまって何ができる

か分からない状態にしないでほしいとかという要望の声も出ていますね。それから、

新蒲原駅のガードが狭いと。これは、もうここでも課題になっているですけど、広げ

るということは非常に難しい。それができないならば、今の新蒲原駅をぶち抜いて歩

道橋をつけ直すなりして、歩行者が安全に通れるようにしてほしいとかですね。また

旧蒲原支所の跡地活用の要望だとか、御殿山の八坂神社の公衆トイレをもっときちっ

としたものにしてほしいとかですね。そういうふうな類のものが、あちこちから声が

出ています。過去には、先ほど狭あい道路の話も出ましたけど、神沢の狭あい道路に

もいろいろありまして、神沢の線路の北側といいますか県道と線路の間の辺は、すご

く何本も狭あい道路が入り組んでいて、中には新しく家を造ることができないところ

がある。ということは、もっと４メートルとか広い道路を造らなければいけないとい

うような問題が、もう４、５年前から出ていて、そういうものについてやはり神沢等

の地区が主になっていろいろな調査をして、それでまとめてそれを要望として出して

いくとかですね。また別の狭あい道路というのは、この細い道路、静岡なんか分かり
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ませんけど、赤道みたいだけれども舗装してくれとか、そういうものは、そこの自治

会長の名前でも要望書を出していくと。事例によってはすぐにもう電話して要望する

ものもあれば、あるものは場合によってはこちらに相談しなければいけないようなも

のも出てきますね。ですから、そんなことをいろいろ整理しながら、連合自治会の方

では処理すると。一例です。 

会長   地域審議会についての質問を受けていますので、今は個々の問題をどうする

かということで話をしていますけれども。そのほか、質問があれば出してください。 

寺門委員   先ほどから、７２項目と言っているんですが、その資料がこの中にない

からね。それを、次回に出してもらった方が、どういう項目なのかが全然分からない

と思うんですよ。それを出すように一つお願いします。 

会長   じゃ、それは、よろしくお願いします。ただ、まだ動いていない内容をこの

２期目の２年間でやりましていろいろ検討したんですけれども、どういういきさつで

その項目が入っていたか分からない項目がやっぱり出てくるんですよ。急に合併等の

話になったものですから、各課から挙げてもらって、それを入れた内容もあるわけで

実際に話し合っていくと地元で要望しないのに項目として入っているという内容もあ

りまして、そういうものについては取り上げないで却下したとか審議会として判断を

したという内容もあります。７２項目については、では次回出してください。 

  それでは、１時間経ちましたので、ここで１０分、３時１０分まで休憩します。 

休憩  午後３時００分 

再開  午後３時１０分 

会長   それでは再会します。 

２年間ありますので、その間に何かあれば質問してください。 

  それでは資料２－４要望書以降について説明してください。 

総務・防災課長   それでは、資料２－４要望書ということでご説明させていただき

ます。 

  これにつきましては、「静岡市蒲原町合併建設計画等にかかる要望書」ということで、

静岡市の総合計画が２０１０年から１４年の第２次というような期間に入る前に、一

度、蒲原町の合併建設計画について、これだけは総合計画へ載せてもらいたいという

ような中で、審議会で選んでここに載っている項目について要望書を出したというも

のでございます。これについては、昨年６月４に出してその後の状況についてご報告
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はさせていただきましたが、再度、重複されるかと思いますけど、一応その時の考え

方について簡単に説明させていただきます。 

  まず、１、生活環境の中の「生活排水対策事業」ということですけど、これは公共下

水道事業の早期実施というようなことで、要望をいたしました。そして、市の下水道

課で所管しております。これについては、あ、失礼しました。水道計画課というとこ

ろで所管してございます。蒲原・由比というような広域の処理案というような形で検

討中であるということです。そして、その中で公共下水道方式か、あるいは合併浄化

槽方式かということを検討中ということで、平成２２年度までには方式を決めたいと

いう当時の回答だったですけど、２２年度ということで、今年度ですね。今年度検討

しているというような状況でございます。一応、生活排水対策事業についてはそのよ

うな回答でございます。 

  ２番目として、「公園の整備」ということで富士川緑地公園の北側の河川敷というこ

とで、富士由比バイパスの北側ですけど、蒲原町時代は町が占用を受けていた部分で

ございます。これについては、２次総への登載予定事業でやりますということで、２

２年度についても予算要望するという予定で、確か予算の方はついていると思います。

多分、次回の進捗状況の中で報告できると思います。 

  次に、「海洋深層水利用の可能性の実施」ということでございますが、これは経済局

の産業政策課というところが所管しております。海洋深層水については、産業のさま

ざまな分野での有効性が期待されるということで、各研究機関で研究が行われておる

と。そういう研究動向を参考として利活用の調査研究の実施を含めて、今後検討して

いきたいというような考えでございます。 

  次に４番目、「農業公園等の整備」ということで、これは所管がやはり経済局の農業

振興課というところでございます。これについても市民に開放できる新規就農者向け

の貸出農園、及び体験農園の整備を予定し今年度登載に向け事務を進めていくという

ことで、これについては２２年度の予算にも反映されております。また、詳細につい

ては、次回説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

  次に、都市基盤として「歴史の回廊かんばら整備事業」については、歴史の回廊とい

うことで蒲原地区の東木戸から西木戸までの間を主に指しております。そして、その

中の一つとして観光看板について要望したということで、これについては国道あるい

は県道からの旧東海道ですよね。ここへと案内できる看板がないよということで、こ
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れを設置してほしいということと、旧東海道の電柱の地中化について要望していきた

いということで出しました。これについても、やはり今後、手法や関係企業との協力

も必要なことから地元と研究していきたいという考えでございます。 

  次に、６番目の「主要幹線道路の整備」ということで、これは当地域審議会において

何回となく協議あるいは報告を受けているものでございます。蛭沢通線といいまして、

図書館西側、漁協駐車場を通過し、これから、ＪＲをアンダーあるいはオーバーとい

うような形で、海岸の神沢白銀線へ抜けていく、あるいはそれから国一バイパスへと

乗り入れるというような路線でございます。これについては、昨年来からずっと話は

されておるわけですけど、街路課、あるいは都市計画課の方で、昨年パブリックコメ

ント等もやっております。たまたま蛭沢通線については、そのような意見は出されな

かったということで、具体的には県道から神沢白銀線、ＪＲはオーバーにするかアン

ダーにするかというのはともかくとして、これを区間１というような位置づけにさせ

ていただいて、そして、神沢白銀線から国一バイパスへ乗り入れる部分を区間２とい

うような形で、今進めておるようです。そして、今言った区間２、神沢白銀線から国

一バイパスへ乗り入れる区間については、なかなか難しいではないかということで、

現在その部分の廃止と、その部分は廃止路線というような形で進んではいるというこ

とで、今年度について地元住民との話し合いを進めていきたいというようなことでご

ざいます。 

  次に、「蒲原東小学校駅前線における歩行者の安全確保」ということで、これは所管

が道路計画課ということであります。これ、もう旧蒲原町時代から言われております

新蒲原駅前のガード下ですよね。ここの歩行者の安全確保ということで、なかなか事

業化が困難ということで、２次総の中でＪＲ駅の整備事業という位置づけの中で検討

はしていくということです。これについても今後、地元の意向を踏まえながら引き続

き調査研究をしていくという回答でございます。 

  次に、合併建設計画の関連事業ということになります。「教職員住宅はるみ荘の跡地

利用」ということで、この市民センター図書館の南側の空き地ですけど、以前、教職

員住宅はるみ荘というものが建っておりまして、今は更地になっているわけです。解

体後の跡地利用ということで、これについては確か生涯学習課の方へ所管が移されて、

今後、舗装されて市民センターの駐車場というような位置づけで、利用していくとい

う考えでございます。 
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  次に、「蒲原支所の跡地利用」ということで、これは所管が現在管財課でございます。

蒲原支所取壊し後の跡地を売却することなく、地域振興のために活用してほしいとい

うような要望を出しております。ご承知かと思うですが、蒲原支所の跡地については

別棟とよく言うんですけど、昔、議場になっていたところですね。あそこだけは、残

すというような考えでございます。旧支所の方は取り壊すですけど、これについては

今年度はまだそのままであります。ただ、あそこの敷地内には宮田下水のポンプ施設

とか、１００トンの飲料水の貯水槽もあるものですから、あれを一般に売却するとい

うことはなかなかできないじゃないかなと。すみません。かなり私の個人的意見です

けど、できないかなと思いますので公共的利用が考えられるじゃないかなということ

でございます。 

  そして、「神沢農道整備」ということで、この所管は経済局農業振興課でございます。

これは、その上に県営畑地帯総合整備事業ということで、通称、畑総と言われている

地区があります。そこのアクセス道路である神沢農道が狭いということで、待避箇所

などを整備してほしいよということで、これについても拡幅は困難であるためそのよ

うな待避箇所等を設置していきたいという考えでおります。 

  そして、都市基盤として「ＪＲ蒲原駅前広場の整備」ということで、これは道路計画

課と都市計画課が所管しております。ＪＲ蒲原駅整備の調査費ということで、２次総

で要望していくということで、蒲原駅の駅舎を含めた機能向上について優先事業を考

慮しながら検討していくということで、静岡市には安倍川駅、草薙駅、興津、用宗、

そして今言った蒲原と、こういう駅周辺というか、駅舎等の整備を考えていくという

ような状況の中で、引き続いて検討していくということでございます。 

  その他として、先ほど稲葉委員の方からお話がありましたように、「庵原高校の廃校

後の校舎等の利用」ということで、廃校後の校舎、体育館、グラウンドを売却するこ

となく、当時ですとスポーツ研修センターの施設として活用するよう、これは県有地

ということで県に対して要請していきたいということで、それじゃ市の役割はという

と、そのバックアップをしてほしいよというようなことで、市としても今後、検討し

ていきたいということでございます。 

  雑駁ですけど以上要望書についての説明でございます。 

会長   この内容につきましては、予算がついていない項目です、いまだに。そこで

第２次総、これですね。世界に輝くスローガン、２０１０年から２０１４年、この中



 

 ―２０― 

へとのせていかないと事業が動いていかない。これについては、かなり抽象的でもち

ろん下水道の問題とか全部入っています。包括されていますので、項目別には入って

いるんですけど、問題はこれよりも１年、１年の実施計画。それに載っていかないと

仕事は進んでいきません。ですから、要望した内容が年度、年度の実施計画の中にど

う位置づけされて入っているかと。入っていない場合は、地域審議会としては、じゃ

あ、次の年に何とか予算化してほしいとか、そういういろいろ要望をしながら事業の

実現に向けて、意見を言っていくということになりますので、この問題については今

言いましたように、今後、地元の人達と検討等という話がかなり出ていますので、や

っぱり地域審議会としてもどういう内容で検討されたとか、あるいは地元の人といつ

話し合っていくとか具体的な内容をしっかりと聞いていかないと、そのままいってし

まいますので、そういうことを地域審議会として行っていくということになります。 

  今の要望書の中で質問あれば出してください。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   はい、鈴木です。先ほどの都市基盤の道路整備、蛭沢通線の件で、今年

地域の住民の意見を聞くというようなご説明があったと思うですけど、具体的にどう

いう方の意見を聞くことになるのかというのを教えていただきますでしょうか。 

会長   分かりますか。 

総務・防災課長   そうですね、具体的にはちょっと言えないです。まず、沿線とい

うか、これを見ると小金・新田地域の方々を対象とした地域説明会というものが、ま

ず予定されるということは、聞いております。 

会長   じゃ、もう少し詳しく次回までに調べてください。具体的に例えば出ている

ようなら、いつこういう形で地元の人達と話し合いがもたれると、そういうようなこ

とまで分かればいいわけですね。じゃ、それは次回の第３回の審議会までに調べてく

ださい。 

  そのほか、質問はありますか。 

  突然出されたので大変だと思うんですけど。 

山本委員   山本です。庵原高校の廃校後の活用という、これは県の方では何かそう

いう予定とか、計画があるんですか。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   昨年、この話が出た時に、市の教育委員会を通して県の方へと確
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認をしたところ、県の方においては現在、その跡地利用というものは考えていないと

いうことでございます。ただ、県の方でどういうことをするかということが、多分、

検討されていくんですけど、先駆けて市の方でこういう利用を考えたいということを

言っていただければというような意見は聞いております。 

会長   いいですか。県の方は具体的に考えていくと。 

  そのほか、ありますか。 

  はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   はい、宇佐美です。ちょっと全体を通しての質問になってしまうかも

しれないですけども、この要望書に書いてある内容は、先ほど須藤会長が予算化され

ていないとのお話でした。ただ、この資料２－３の合併建設計画を見ますと、都市基

盤の項目のところに歴史の回廊かんばら整備事業の項目、それから、ＪＲ蒲原駅・新

蒲原駅整備の研究調査という項目がございます。これに対しての概算事業費を見ます

と、都市基盤の項目のところは１，４２４億円という非常に莫大な数字が書かれてい

るわけですが、この数字が一体どこに使われる目的で、これだけの莫大な事業費が計

上されていて、なぜうたってある二つの項目についてまだ予算化されてないのかとい

うことがちょっとよく分からないので、もし分かれば教えていただきたいなと思いま

すけど。 

会長   その点は、どうですか。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   今、宇佐美委員のおっしゃることで、都市基盤という大きな枠が

ございます。その中には、歴史の回廊かんばら整備事業、あるいは東名高速道路のイ

ンターチェンジ可能性調査、あと道路整備、この道路整備の中にも主要幹線道路の整

備、あるいは生活道路の整備とあります。それからＪＲ蒲原駅・新蒲原駅整備の研究

調査というものがございまして、じゃ、この中でまた細かくいくと、歴史の回廊かん

ばら整備事業については、歴史財の施設整備事業とか、観光施設整備事業、町並み修

景事業、無電柱化事業と、こういうふうに４つに分かれているわけなんですけど、先

ほど須藤会長の方からお話ありましたように予算化されていないものというのが、無

電柱化事業。これについては、確かに予算化されてないという中で、全部が全部予算

がついていないというわけではないわけですよ。そして、もったいぶるわけじゃない

ですけど、次回にまた、その進捗状況の中で話させていただく中で先ほど蒲原駅の橋
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上駅舎の調査ということですけど、現在調べている中では今年度この調査費として７

５０万円ついております。 

  そして、あと都市基盤の話ですけど、そういうなかで今年度、新たについたものもご

ざいます。だから、大きな歴史の回廊かんばら整備事業っていう中では、ついている

ものもあれば、ついていないものもあるよと、一応そんな形で理解していただきたい

と思います。 

宇佐美委員   それでは、次回に７２項目での進捗状況の項目の中に、これも含まれ

ている。それもお話いただけるということですか。 

総務・防災課長   そうです、はい。 

宇佐美委員   分かりました。 

総務・防災課長   今、宇佐美委員のお話で、合併建設計画に概算事業費の総額が出

ているわけですけど、これについては蒲原地域にこれだけが、何て言いましょう、投

資されるよというものではないんですよ。静岡市・蒲原町という中でできるものです

から、じゃ、このうち蒲原がどれだけというのは、なかなか試算できないというよう

にご理解いただきたいと思います。 

宇佐美委員   この概算事業費につきましては、何年間分というふうに考えればよろ

しいですか。 

総務・防災課長   これ、１０年間です。 

会長   そのほか、ありますか。 

山本委員   すみません、山本です。先ほどから、こういう調査だとか整備の検討で

すと引き続きという言葉がよく使われていますけど、先ほどもこちらの方から言わな

いと予算がつかない、静岡市の方から具体的にということはないと言われていました

けど。 

会長   こちらから言わなければつかないじゃなくて、なぜつかないんだと。こうい

う項目に載っているんだけど、ちゃんと１０年間でやりますと。今言った道路の整備

とかそういうものがありますね。新蒲原駅前とか、蒲原駅前の整備とか研究調査にな

っているけど、なぜそういう予算がつかないんだと。そういうことを、この審議会で

チェックしながらやっていかないと。 

山本委員   引き続き調査とか、引き続き検討と言って、いつになったらやってくだ

さるのかしら。 
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会長   うん、だからそういうことを、じゃ、いつまでにやるんだと。 

山本委員   具体的な期限を切るということはできないですか。 

会長   だから、それを審議会としてちゃんと期限を切ってくれと、いつまでに調査

するんだと。例えば、先ほど地元の人達と意見交換するというのがありましたね。じ

ゃ、いつ具体的にどういう人と意見交換をするですかと、そういうことをちゃんと調

べて報告してくださいと、そういうことを審議会の方としてやっていくと。 

山本委員   ですから、今もし調査が行われているとしたら、そういうもの一つ一つ

のことに対して、じゃ、これはいつまでと、こちらの事業はいついつと、そういうも

のは市の方からは出されないんですか。 

会長   今のところは考え方だけしか出てきていませんので、だから今後それを審議

会として、ただ、そのまま検討しますとかじゃだめでしょう。動きませんよね。じゃ、

いつ調査していつまでに出す。例えば、公共下水道なかなか進まないわけですね。公

共下水道はどう考えるんだと。それなら、公共下水道か、合併浄化槽かというのを検

討して２２年度までに出しますと。あるいは、アンケート調査をしたいと、それも２

年間でやりたいと、そういう具体的な内容がなかなかこちらから言っていかないと出

てこないんですよ。だから、執行状況をチェックしたりというのが一つの仕事です、

この地域審議会の。だから、皆さん、こういういろいろな話がありますので、じゃ、

いつまでにこれはやるんですかとか、具体的にどうするですかという話はぶつけてい

ってもいい。 

山本委員   これまで、そういう話というのは出ていないですか。今調査が行われて

いるものに対しても、検討されているものに対しても。いつまでに出してくださいと

いうことは要望として出されていないということですか。 

会長   まだ、それは出されておりません。 

稲葉委員   稲葉です。今の話聞いて感じたんですけど、一言じゃ簡単には実現でき

ないぐらいのいろいろな大きな課題といいますか要望で、それを実際に実現するため

には市の方としても調査という段階があって、そのために調査して見通しがついた時

に何億円とかという多分、段階的にいくと思うんですよね。そういう途中で今進んで

いるというふうなものがいろいろあるわけで、だからスパッとこの要望を出したから、

はい、いつまでに、例えば何億円をかけてというふうなことには、なかなかいかない

のがずらずら並んでいるというふうに私は認識しているので。その都度、その都度ね。 
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山本委員   一つのことが一足飛びにいくとは思いませんけど、言葉として、引き続

き調査とか検討という言葉で言われると、じゃ、それがこの１０年間でというお話が

先ほどありましたけれど、一つ一つのことがやはり進むのは時間がかかるというお話

ですよね。そうすると、ただ引き続き調査とか、引き続き検討というのですと、本当

にそれがどこまで１０年間の間で、じゃあ、どういうふうに進めていってくださるの

か。それが決まった時にはもちろん予算つくでしょうけれども、ちょっと具体的に見

えないというかそういうところを感じました。 

会長   それは、そのとおりだと思います。ですから、「調査しますよ。」「検討し

ますよ。」で終わってしまうじゃなくて、じゃあ、いつまでに検討するんですか。い

つまでに調査して、次のステップへ進むんですかというようなことをやっていかない

と、物事は進んでいかない。確かに調査しなければ、次のステップへ進めませんから、

それぞれいつまでにやるんですかとか、そういうことを聞いていくということですね。

それで、次のステップは、じゃあ、どうするんですかとか、それも審議会の仕事なん

ですね。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。今の山本委員のご意見は非常に貴重だと思いまして、我々も

４年間、委員をやっていて少しマンネリ化している部分も確かにあったような気がし

ます。そして、各個別の項目に対して、いつまでにこれをやってくださいというのは、

決して言っていけないことでは本来は多分ないはずなので、これから新任の方々のご

意見を伺いながら、どんどん出していったらどうかと思うんですよ。それと、合併し

てから、この市民センターはものすごく大きな成果ですし、審議会を通してこそ、こ

の形になったということで、すごく大変な成果だと思うですけど、この辺で目に見え

て分かる、次の大きな成果を出すべきかなと思うんです。先ほどから、出ている都市

基盤の項目の中で、１項目でもどれか期限つけて実現のお約束を市から取りつけたい

なと自分は思うですけど、例えば、新蒲原駅前のガードの問題なんかは何十年と話が

出ていて、市になったらこれを解決してくれたっていったら、これは大変大きなこと

でして、南北交通の障害になっている部分が一箇所でも貫通すれば、区域全体の発展

になることは明確なので、例えば、こういうことでも何とかしてほしい。いつまでに

何とかしてほしいというような話をしていっても、そろそろいいのかなと思うですけ

れども。はい、自分はそう思います。今回、委員の方がたくさん変わったので、ぜひ
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フレッシュにそういう話を出していっていただければなと思うですけど。 

会長   分かりました。 

鈴木委員   ついでに、一点だけ。先ほどの新蒲原の所の拡幅が困難というのは、技

術的な問題で困難だったのか、用地取得とか対ＪＲの関係で困難だったのか。 

会長   それは、もう説明を受けています。 

鈴木委員   説明はあったんですけど、新任の方々が分からない部分があると思った

ので、一言、二言ちょっと教えていただけませんでしょうか。 

会長   担当者の方、今日見えています。見えてないでしょう。じゃ、次に出てもら

いましょうか。もしくは、何か聞いて説明してもらえばいいですけど。特に技術的に

難しいということで、説明を受けていますけれども。担当者の人に来てもらって説明

してもらった方がよく分かりますので、じゃ、そうしますか。 

総務・防災課長   今言えるのは、蒲原町時代からそうだったんですけど、まず、県

道とあそこのＪＲとの差がないわけですよね。アンダーにせよ、オーバーにせよ、県

道とＪＲとの間がないということで、まず技術的には難しいではないの、というよう

なことは、もうずっと言われておるんですけど。詳細については、またちょっと確認

してお知らせします。 

会長   横に広げるということが非常に難しいと、技術的にね。そういうことで、地

域審議会としてはあそこの工事はどうしても難しいと。ただ、あそこを通る歩行者が

非常に危険だと。だから歩行者が安心して通れるところを整備してほしいということ

で、課題を投げかけてあります。別に、ガードを通らなくても違うところをちゃんと

整備して通れるようになれば、そちらを通ればいいわけで、そういう形のとにかく歩

行者なので、まず、優先的に考えて対策を考えてほしいという要望の内容にしてあり

ます。 

稲葉委員   稲葉です。今の関連では一つ、８月末のタウンミーティングで、大きく

三つあるんですけど、そのうちの一つとしてあげています。簡単な何て言うんだろう、

考え方としては、ガードを拡幅してほしいと言っても技術的に非常にもう難しい話な

ので、人間が安全にということで一つは、新蒲原駅改札口に入って上り線へ行く通路

がありますよね。そこから県道の方へと壁を取って、そちら側にも改札口を通して、

ただそうした場合には、今度そこを出て県道を渡る陸橋が必要で、その陸橋、今ある

陸橋を渡るというと、また、ここを横切らなければいけないので、じゃ、陸橋を動か
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してもやってほしいということと、もう一つは、今の陸橋を活かしたままホームにく

っつけてしまって、改札口を通って直接もう県道の北側に行くようにならないかとい

う、そういう二つの案、それらを含めて何しろ具体的に前に進むようにという要望を

タウンミーティングで出していこうかということで今準備しています。 

会長   これは、蒲原町時代にそういう案が実際出ていました。今の富士川町の駅み

たいに上を通ってホームへ降りると。だから、上の方はそういうものを造ってもらっ

て、下を歩行者が安心して県道の方へ出れるようにしてほしいと。ただ、これは駅舎

の改造をしなければできないことなので、これはＪＲとの関係もありますから、そう

いう話も、これは蒲原町時代に議会で実際に出ていました。 

望月委員   望月です。今、稲葉委員が言われたタウンミーティングに提案するとい

うこと、要は車、アンダーにするのか、アップにするのかという、それはもう結論は、

それはもうなしというか。 

稲葉委員   稲葉です。車のことは今考えていません。というのは、大前提としてあ

のガードを広げたり、深く掘ったりして車を通りやすくするというか、非常に難しい

という技術的な難しさっていうのも、ずっと聞いているので、そこには手をつけずに

車は今のままで、まず人間をどうするかという観点からの要望で絞っています。 

望月委員   審議会において、車の拡幅ということについては断念したということで

よろしいですか。 

会長   議論の中では、もう長年やってきまして、いろいろな問題があって構造的に

も広げるのは非常に問題があるというようなことも聞いていますし、そういうことも

皆さんといろいろ話した中で、そこを拡幅する。なぜ、あそこを拡幅するかというと、

車と人が非常に危ないわけですよね。交差して狭いし。じゃ、人は通らないようにし

ようと車だけ通して。あと人を安全に通せるような場所をしっかりと考えていくとい

うことで要望しています。いいですか。ちょっと時間も来ましたので、要望書の件に

ついては今日は、これで終わります。また何かあったら質問してください。 

  それから、次に移ります。1 期、２期の資料については、また改めてじっくり見てい

ただいて、分からない点があったら、また次回に質問してもらうということでいいで

すか。それを見ていただくと、１期、２期の活動が全部出ています。右側の方に欠席

者が出ています。市民センターを造る時には、何というチームでしたか。全体でやら

ないで。やりましたね。（仮称）市民センター検討部会でしたか。そういうものをつ
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くりまして、２０人で話をするというのは非常に大変だということで、５人か６人ぐ

らいで専門的に話し合って、それを報告するという形のやり方をやりました。だから、

今後いろいろな問題が出てきた時、そういうやり方もあるということも、その中に書

いてあります。 

  それでは、次に移ります。「その他」に移りたいと思います。いいですか。では、そ

の他で、病院の問題について報告してください。 

総務・防災課長   大変、申し訳ないですけど、その具体的な報告、蒲原病院が今後

どうなるかというようなところまでは、私の方でちょっと確認はできておりません。

という中で、たまたま、静岡市の６月の定例議会において山根議員の方から、「蒲原

病院の位置づけと運営検討委員会の答申に対する考え方」と、こういう一般質問がな

されました。そして、市長の方で共立蒲原総合病院は由比・蒲原地区の地域医療を担

う病院として、一次救急から二次救急に至るまで２４時間体制で受け入れを行ってい

くことというこの重要性というのは十分に意識しておりますと、そういうなかでここ

数年の病院経営は非常に厳しい状況となっていると。実質収支においても大幅な赤字

が生じ、構成市、これは静岡市、富士市、富士宮市と、この３市が構成市になってい

るわけですけど、財政的にも負担も過大となってきていると。そういうなかで、昨年

の６月に共立蒲原総合病院運営検討委員会というものが設置されました。１年後の今

年の６月に、その運営検討委員会の方から答申が出されたということで、その答申に

沿って今後、病院組合及び今言った構成市である静岡市、富士市、富士宮市と協議を

して、今後これらの病院経営の方向性を定めていきたいというような市長の答弁でご

ざいました。そういうなかで、今後そういう答申に基づいての考え方を協議していく

ということで、大変申し訳ないですけど、今日の段階ではその程度の報告ということ

になってしまいます。 

  以上です。 

会長   鈴木委員、今の話でいいですか。 

鈴木委員   自分が求めていたのは、そういうことではなくて、過去にいたお医者さ

んがどのぐらい減ってしまって、今どういう診療しかできてないのかとか、救急車の

行き先は何時から何時までは、どこへ行っているよとか、具体的に現状を聞きたかっ

たんですけど。 

会長   救急車については、また別にやります。（「別ですか。分かりました。」と



 

 ―２８― 

鈴木委員が言う。）今は蒲原病院の現状について説明をしています。 

鈴木委員   その現状という部分が、もうちょっと私、具体的な内容を想定していた

ものですから、頻繁にかかっている人でも、ほかの自分の受けてない科の話になると、

よく分からなかったりしますし、いざ自分がこの科にかかろうと思ったら「ない

よ。」という話も現状ありうるわけで、ある程度この場で報告していただくのがふさ

わしくないのかもしれませんけど、ほかで知る機会がなかなかないものですから、ど

ういう診療科があって、これはやっているのか、やっていないのかとか、これはなく

なってしまったとか、そういう部分もある程度具体的に聞ければありがたいなと思っ

たんです。現状に関しては。先日、新聞に出ていたんですが、何か独立行政法人化が

ふさわしいんじゃないかというような富士市長に対する答申があったという部分も、

また次回以降に、静岡市側はそれに対しどう考えているのかも教えていただければな

と。体制に関しては、それも思うですけど、すみません、長くて。 

会長   今、もう少し具体的に説明を聞きたいということですけど、どうですか。 

総務・防災課長   前段の方の、例えば、診療科っていうでしょうか。それが現在ど

ういう状況であるかと、そういうことは確認できますが、その富士市長の答申に対し

ての考え方について、現在、静岡市がどう考えているかということについて、確認で

きる範囲で関係課の方へちょっと聞いてみたいと思います。 

会長   それじゃ、次回までにその問題については。それで「蒲原病院だより」とい

うのがありますよね。あれを読むと今どうなっているかというのがある程度分かるで

すけど。それよりも突っ込んだ話が欲しいということですので、ぜひよろしくお願い

します。 

  はい、杉浦委員 

杉浦委員   杉浦です。私も鈴木委員と同じ意見でして、前回審議会で状況を説明し

ていただけるということで、今回期待していたんですけど、せめて次回は、この赤字

がなぜ続くのかとか、そういったことも知りたいんですね。私は、蒲原病院というの

は地域の中核病院であってほしいということを望んでいるものですから、やっぱりそ

ういった説明を次回はしっかりと聞かせていただきたいなと思います。 

会長   なぜ、赤字が出るのかとか。 

杉浦委員   医療体制どういうふうにしていくのか等の考え方、静岡市がどういうふ

うに蒲原病院を位置づけているのか、やはりその辺を詳しく分かる範囲内で知りたい
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なと思います。 

会長   どうですか。なかなか担当課としては難しいですよね。ちょっと待ってくだ

さい。 

総務・防災課長   どうして赤字が増えるのか。 

会長   診療報酬が少ないですよね。私も病院議員でずっといましたから。 

寺門委員   いい例がおふくろを富士中央病院と蒲原病院へ連れて行ったんです。同

じ時間です。日にちは違うけど。だけど、やっぱり来ている患者の数っていうんです

か富士中央病院は６００でしょう、薬をもらう時の番号が。あれ１番かなというふう

に思うんですよ。蒲原病院この間行ったら、１００何番だよ。それはやっぱり数です

よ。ロビーにいる数が全然違う。患者さんの数が。違うから、赤字は当然増えると思

います。 

会長   どうぞ、山本委員。 

山本委員   多分、今、質問したかったことは、素人から見ると本当にこちらの病院

は黒字になっていると、こちらの病院は同じ病院だけど赤字だと、なぜ、そこで差が

出てくるかと。その体制が違うということがありますけど、それをお聞きしたいんじ

ゃないかと。 

会長   地域審議会として。 

日野委員   具体的に言って、実際、病院はどこも赤字だと思いますよ。ただ、補て

んをされているから表側は黒字に見えるけど、医療界、病院というのは、ほとんどが

みんな赤字だと思います。公共の病院というのは固定資産税など払っていなくても赤

字なわけでしょう。だけど、一般的に医療はもうかるというマスコミの言葉に踊らさ

れているから、何で、何でという声がみんな出てくるけれど、この医療というのは、

もう点数が決まってしまっている中で動くわけですから、本当にものすごい黒字にし

ようと思ったら、ものすごい何かをやらないとならないという、そういう現実なんで

すよね。 

杉浦委員   杉浦です。ちょっと言い方が、赤字なぜかというような言い方をしてし

まったので、誤解を受けてしまったかもしれませんけれども、やはり蒲原病院をどう

いうふうにして、今後、私達は診療にかかるにしても休診の科も増えていますし、産

科とか婦人科等そういった問題もありますので、やっぱりそういうことをちょっとお

聞きしたいなという要望です。 
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会長   新聞を読みますと、３００床を１７５床に削減しようと、じゃ、残ったもの

をどうするかというと、保健から介護福祉の機能を活用すれば地域住民に喜ばれると

いうことで、福祉とか介護の方にあいたところをやりたいとか、いろいろ答申書が出

ているんですよ。その内容を、もう少し詳しく話をしてもらって、それをどう今度は

管理者が、どうそれをやっていくかということは今後の問題でしょうね、それは。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   すみません、たびたび。管理者が富士市長さんで、そこから今度、独立

行政法人云々等ということに関する意見を、静岡市長さんの方に相談があるというふ

うに認識でいるんですけれども、そこで静岡市長さんが何らかの返答をする際に、地

域審議会としてはこういう見解をもっているという部分を市長さんの耳に入れるとい

うことはできないんですか。結局、その結果、医療体制に関してどうなるかというこ

とで、直接関係してくるのは我々住民なので。 

会長   合併協議会の時には、蒲原病院は残しなさい。残してほしいと。それは残し

ますということで、はっきり約束をしたんですけど、事情がいろいろ変わって動いて

きているものですから、それを地域審議会としてちゃんと地域の医療だからというこ

とで要望していくということですか。 

鈴木委員   つまり、同じ存続するにしても、こういう部分に（不明）してほしいだ

とか、今のままの状態で総合病院の形態をとって何が何でも残してほしいだとかとい

う部分に関して、例えばそういう議論はされていると認識しているんですけど、今回

の富士市長に対する答申の話というのは、そういう議論を今後の病院の存続形態に関

しての話をしていると思うんですけれども、それを静岡市長が今度、富士市長に対し

て返答する際に、我々の頭上を通過していってしまっていいのかなと。自分なんかは

思うんですけど、権限があれなのかもしれませんけど、その辺皆さんどうお思いです

かということなんです。ちょっと分かりづらい話だと思うんですけど。 

望月委員   望月です。今、鈴木委員がおっしゃったことというのは、私はすごく感

銘できるといいますか、分かるですけれども、やはり、地域ということにおいたら、

杉浦委員も言われたように、ここ蒲原町にとっては基幹の病院だと思うんです。個々

の日野先生のところもあります、私どもの前の五十嵐先生もいますけれども、やはり

総合的にいろいろな高額な機器というんですか、そういうものを持たれているのも蒲

原病院ですし、やっぱり最初、審議会の中で個々の問題というような話も出ましたけ
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ど、この蒲原病院の問題というのは、私すごく大きな問題。これはみんなで共有でき

る大きな先ほど新蒲原の話もありますけれども、あれよりもっと大きな話、関心ごと

じゃないかなって思うんです。６月の第１回の静岡市役所でやられた時も、市長が言

われるように、４億円からの赤字が出るということ。市長もすごく関心を持たれてい

て、要は静岡市の中に公立の病院は幾つかあると思うですけれども、蒲原病院一つぐ

らいなくなっても、市長あたり、その４億円が毎年、毎年ずっと限りなく続いていく

のであれば、どこかで切ってしまいたいじゃないかなというふうなことも私は想定で

きるんですけれども、ここに住んでいる者、構えている者にとっては蒲原病院は、や

っぱり大きな総合病院であるわけですし、存続する、また、これからももっと拡充し

ていってほしいというふうには思っているわけです。そういったことからすれば、や

はり、この審議会の中で議論しても、私はそんなにたやすい問題じゃないじゃないか

なと感じていますし、できれば私聞きたいこともたくさんありますので、担当者の方、

出席していただければありがたいといいますか、確認したいことありますので、でき

ればお願いしたいと思います。 

  はい、以上です。 

会長   今、地域審議会の中に、蒲原病院の関係者の方に来てもらって、いろいろ話

を聞きたいという話が出ているわけですけど、皆さん、どう考えますか。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   やはり地域の医療体制ということで、いろいろなことで心配していて、

それを具体的に例えば市に対しての要望、地域審議会としての役割としての要望とい

うか、そういうものに結果としてつながるか分からないし、もしかしたらそういうこ

ととは全然違うものかも分からない。だけど、今、その判断ができないぐらいに我々

は何も知らないというのが現状。それとか、しかるべき人達がどういう方針でやろう

としているのか、何が問題で。我々余りにも現状を知らなさ過ぎるので、問題として

あげていいのか、要望していいのか、分からないのが現状かなと。だから、鈴木委員

も前回聞きたいよということになったと思うので、僕はそういうふうなことをきっち

り聞いて、そして我々で話し合って、これを地域審議会としてまとめて要望にするな

らする。やる必要がなければもう少し見ていましょうとなれば、それでよし。だから、

適切な地域審議会での判断ができるようにする前段の勉強をする必要があるんじゃな

いかなと感じます。 
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会長   はい、日野委員。 

日野委員   結局、病院は病院議会というものがついているので、結局その院長とか

事務長というか、事務長はちょっと分かりませんけれども、幾ら話をしていただいて

も、結局、病院議会でいろいろなことを決めて、それからあとお医者様が来ないから

患者さんが来ないという、すごい悪循環に陥ってしまっているわけですよね、今。お

医者様が来ないっていうのがなぜかっていうことは、いろいろな研修医制度とか、い

ろいろなものが変わったから、もういろいろなところで医者不足が起きて困っている。

でも、やっぱりその病院がすごく魅力的なら研修医でも何でもいっぱい来るんだけれ

ども、どこかで歯車をかえてしまって、変な言い方になんですけど、まずかったこと

があったので、きっと回転が悪くなってしまっていて、こうなると本当になかなか難

しくて、みんなの中でそれこそ、コネといったら変ですけどお医者様を連れてくるこ

とがみんなでできれば、きっとあそこの蒲原病院でお医者様が充足してくれば患者さ

んも戻ってくると思うんですけど、そういう今段階に来ているから、ただの要望は出

せるとは思うんですけれど、具体的にどうのというのはなかなか難しいことのような

気がします。ただの住民としての蒲原病院をもっと充実してくれよ、存続してくれと

いうことにしかならないじゃないかなと思うんです。 

会長   鈴木委員ね、地域審議会として責任持ってどういう要望を出していくんだと。

話を聞くのはいいんですけど、やはり要望として出すのに、この地域審議会として全

体的な今、蒲原地域の市民にとって非常に重要な問題だから、しっかり現状を聞いて

要望を出していこうというんですけど、それはまた、そこで話をすればいい話ですけ

ど、なかなか要望、難しいです。まあ、いいです。現実的に関係者呼べますか。 

総務・防災課長   先ほど話をさせていただいた時、この所管が保健福祉子ども局の

保健衛生総務という所なんです。申し訳ないですけど次回ここへ来て説明しますとい

う約束は今ちょっとできないものですから、ちょっと事務局内で協議させていただけ

ますか。 

会長   要は、蒲原病院の例えば事務長とか、そういう人を呼んで現状を聞くという

ことはできないかなと思って。無理ですか。 

総務・防災課長   今、経営云々の中で、静岡市の職員が蒲原病院へ派遣というか、

その言葉が適当かどうか分かりませんけど、職員がいっているというのが現状なんで

すよ。そういうところで聞けるかどうかというのは、ちょっと何とも言えないんです
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けど、それも含めてちょっと。 

会長   じゃ、ある程度詳しい人に来てもらって、蒲原病院の実情をまず話をしても

らうと、それでいいですね。もうあまり質問は。 

望月委員   いいですか。先ほど稲葉委員がおっしゃったことと、鈴木委員がおっし

ゃったこと、私は要は審議会として、ここにその話をのせるかのせないか、それ以前

に蒲原病院はどうなっているのか。皆さんが勉強会じゃないけど聞いて、いや、これ

はそれじゃステージあげて、この問題あげて審議会としてやりましょうかという、そ

の前段の話ですよね。 

会長   いや、私が言っているのは前段の話で、そういう人を呼べるかどうかと。来

てくれるかどうかということ。審議会に。立場上。 

寺門委員   寺門です。日野委員が言ったように、やっぱり病院議会というのが一つ

あるわけですよね。（「あります。だから、私言っているんですけれども。」と会長

が言う。）そこが、一つの本当の病院の運営から何からを決めるところなんですよね。

予算から何から全部。賛成しなければ予算通らないわけですから、そういうところが

あって、しかし、私達の審議会としては地元にある蒲原病院を維持してもらいたいと

いうのが現状としてはあるわけですよ。だから、なぜ赤字が続くのか、どういう形に

なっているのか、全然分からないわけですよ。僕も一時病院議会にいましたけど、相

当議論もしましたけど、やっぱりその当時から先生がどんどん減っていってしまうん

ですよ。そういうことで先生が来れば、また元に戻るのかとか。 

会長   いや、そういう話を皆さんにしてもらうために誰かに来てもらい、話をして

もらえるかどうかということ。 

寺門委員   そういうのが、何でこういう現状を、とにかく今の蒲原病院の現状が全

然だれも分からないわけだから、その辺を１回聞いてもいいような、聞かなければ前

へ進まないから。 

会長   ただ、聞くのに間接的に聞いてもなかなか納得できないだろうと、実際にそ

こに携わっている人に来てもらって、話を聞いた方が話はよく分かるから、皆さんも

納得するだろうということで、そういうことができるかどうか、できなかったらやっ

ぱり職員の中で一番詳しい人に来てもらって、話をしてもらおうかと。 

総務・防災課長   私、先ほど市の職員が病院の方へということですけど、病院局の

病院経営課というところに籍を置いている職員が、現在蒲原総合病院の方へと派遣さ
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れているというような状況です。先ほども言いましたように、病院長あるいは事務長

をというのはともかくとして、ここでいう病院経営課ですか、この担当者に来ていた

だいて、現状を報告できるかどうかというのを、ちょっと検討させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

会長   じゃ、それでいいですね。いいですね。先ほど言いましたように、院長は議

会がいろいろ決めたことをやるだけですから、なかなか難しいですよ。院長が来て話

をするというのは。それじゃ出られるかどうか分からないけど検討してみてください。

また、返事をください。じゃ、病院の問題についてはそういうことで次回に出てもら

えるなら、そういう人に出てもらっていろいろ話を聞いて、それを土台にして市長に

要望書を出すかどうか、要望していくかどうかということを、また、その後の問題と

してみんなで話をしていこうということでいいですね。 

  それじゃ、もう一つ。 

総務・防災課長   先ほどの救急体制のお話ですけど、由比・蒲原地区は湾岸消防署

の庵原分署といいまして、旧由比町のちょうど当時の蒲原町の境ですか、あそこにあ

るところが庵原分署というわけなんですけど、今まで救急車がそこに１台しか配備さ

れていなかったということで、今年の６月に予備救急車というのが、もう１台配備さ

れました。２台で救急体制をとるというような状況でございます。そして、家庭や公

衆電話、あるいは市内から携帯電話から通報された１１９番は静岡市の消防防災局の

指令室へとつながることとなっております。指令室で各消防署の救急車の状況を把握

しておりますので、その庵原分署の救急車が例えば２台とも出払ってしまっていると

いうことになれば、その指令室から最寄りの消防署に指令し、現場に急行していただ

くと。そういう体制づくりになっております。これは時間の問題等あるかと思います

けど、一応体制はそんな形になっております。そして、搬送先の病院については、こ

れはもう合併前と変わりなく、救急隊員が受け入れできる病院を探して、対応できる

病院に搬送するということでございます。蒲原病院においても合併前も蒲原病院が対

応できない場合は、清水あるいは静岡、富士、富士宮にも搬送していたというような

状況で、搬送先の病院については合併前と変わりないということでございます。 

  以上です。 

会長   いいですか、日野委員。 

日野委員   湾岸消防庵原分署が６月から救急車が２台に増えたということで、それ
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はよかったとは思うですけど、蒲原の時に救急車があった時は、まだ蒲原地域ってい

うのは、近かったわけですよね。ただ、由比にいってしまった。それから、庵原分署

の救急車が出払っていると湾岸署から来る。湾岸署も出払っていると、小島だったか

な、小島から来る。もうすごく時間がかかるわけですよ。それだったら、今まで庵原

郡の時のように、松野の、今は富士市になりますけど、富士市西消防署富士川分署の

所の救急車に相互乗り入れのような形で、来ていただくことができないのだろうかっ

ていうのが、私がこの間言いたかったことです。地域を静岡市ということに限定して

しまうしかないのか、それとも相互乗り入れで富士市の分署等が動けないのだろうか

という、そういうことなんです。（「そういうことができるかどうかってことです

ね。」と会長が言う。） 

日野委員   そうなんです。できるかどうかと、もしあれだったら、それを要望に出

せるものなのかどうか。 

総務・防災課長   大変、申しわけございません。そこまでちょっと確認できなかっ

たものですから、再度その点は確認させていただいて、あと要望書については、審議

会の方でまたご判断いただきたいと思います。 

会長   いいですか。それでは、今の問題それでいいですか。そういう形で緊急の場

合は、元の体制のように富士川のあそこから救急車が乗り入れできないかどうかって

ことですね。じゃ、よろしくお願いします。 

  それでは、その他の３庵原高校跡地の要望書について。 

稲葉委員   稲葉です。資料の最後の方に添付してありますけれども、「県立庵原高

校跡地活用」についてという要望書を一応まとめました。先ほど地域審議会から静岡

市長への要望書の一つとして昨年の６月４日ですが、要望書が出ていますが一応それ

を受けて、もっと具体的に蒲原地域住民はどういうことを考えているのか、どうして

ほしいのかということをきっちりまとめて、そして要望としてあげていきたいとその

ための意見聴取、まとめをやってきました。資料を添付してあります一番後ろですが、

見てください。より多くの関係者ということで、意見を聞きたいということから庵原

高校跡地利用検討委員会の構成メンバーとして、ここに掲げてあります２６名で検討

してきました。この６月からです。連合自治会関係で１０人、それから、まちづくり

推進関係で４人、各部会の部会長です。それから、スポーツ関係、初めからスポーツ

振興というふうなことも頭にあったものですから、体育指導委員会だとか、スポーツ
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少年団だとかというところの代表者に出てもらって、そして一応学校関係ということ

で、庵原高校の同窓会の関係で２名出ていただいて、数回検討会やってきました。そ

して、その前のページのＡ３にまとめてあるんですが、これは１回目の、すみません、

第１回検討回の回の字が間違っています。回数の回ではなくて会合の会です。いろい

ろな意見が出ましたが、これを一応大きくくくりまして、県とか市への要望の出し方

であるとか、蒲原地域の活性化に関わることだとか、環境といろいろな分野について

の声をちょっと整理いたしました。これはまた読んでおいてください。生の声を知っ

てもらった方が最終の取りまとめの道筋が分かるかと思って添付しました。それらを

基にまとめまして、そこに掲げてあります静岡県知事に対しての要望書ということで

今まとめています。これは、まだ提出していませんで、こんなふうにまとめて出す予

定ですということを、地域審議会の皆さんにお知らせをしておくというか、知ってお

いてくださいということで紹介させていただきたいと思います。 

  全部があれですけど、いわば要望の箇所というのは静岡清水蒲原の県立庵原高跡地。

それから、要望事項としては、跡地の活用についてということです。その内容ですが、

一言でいいますと現建物及び施設を活用した多目的で宿泊のできる公的な施設とする

というのが、要望の内容です。じゃ、これをもう少し具体的にいうとどんなことなの

かということで、１から４まで書いてありますが、一つはスポーツ、それから文化、

これらの振興施設としての活用。合宿所とか、研修所、野球、サッカー、水泳、テニ

ス等の公式試合とか練習のできる場、通学合宿だとか、文化的な部分では吹奏楽とか、

合唱、チアリーダー等の各種イベント会場として、泊まりがけであそこの施設を活用

できる。そういう場としたいということですね。それと、これは特にスポーツ関係で

は、いろいろな全国的な大会、河川敷とかでやっているですが、子供さん達の宿泊と

いうのが少年少女草サッカー大会をみても富士市に泊まったり、焼津まで泊まったり

して来るんですね。というのが実態です。そういうふうなことを考えた時に、やはり

宿泊のできるスポーツ、文化的な部分でもそこで合宿をしながら、という、そういう

ふうな施設としての活用をしてほしいと。 

  それから、スポーツ、文化の振興施設だけではなく、もう一つ健康福祉、高齢者対策

等の介護予防施設としての活用という複合的な、１番と２番、複合的な場所としてや

ったらどうか。ここには、先ほどのいろいろな意見の中にもありましたけど、安定的

な経営をするためにも食堂というものが、食べることに関わる設備が必要ということ
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で、介護予防施設として常に厨房を動かす機能をもっていると。また、それを活かし

ながら合宿というところで食の問題も賄えるというふうなことを考えてスポーツ文化

の振興施設と介護予防施設というものを併設。 

  そして、３番目には、せっかくあそこに交通の面でも非常にいいポイントにあるとい

うことから、道の駅としての活用。道の駅というと、これは国交省の管轄になってし

まうかもしれません。道の駅的な場所という、そして、そこで地域の地場産品の販売

とかということで、スポーツだとか健康福祉だけではない一般の人達も、そういう地

場産品を求めて立ち寄れるような、そういうふうな場所にしていったらどうだろうか

と。 

それと、４番目に富士山だとか富士川を配した自然と親子との触れ合いの場として

の活用というふうな、大きく４つの柱をもった多目的で宿泊のできる公的な施設にし

てほしいという要望にしています。 

５番目には施設の運営については、希望としてってあるんですが、事業主体は行政、

それから運営管理は民間に委託し健全経営を目指すというふうなことを掲げています。 

  簡単ですが、これらを柱にした要望書を出していくと。そして、この要望書について

は静岡県知事あてに出していこうかと、そして、それと並行してこういう要望書を出

しておりますということを、静岡市長あてに並行して連絡をしていくというふうな形

にしたらどうかというふうに考えています。なお、遅れましたけど、この要望書のサ

インですが、ここではいろいろ議論がありまして、一つは蒲原地区連合自治会、それ

から蒲原地区まちづくり推進委員会、それから蒲原スポーツ少年団という結論的には

３者になったんですが、ここに同窓会長の判こをもらおうかといったんですが、それ

はちょっと余りにも近過ぎて勘弁というふうな答えになりました。また、ここに地域

審議会という名前を一つ入れるという手もあるですが、それも立場上、地域審議会は

市長からの諮問、そういうなかで県知事との要望書の提出ということもありますので、

一応この３団体の名前でいくのが一番いいかなということで今落ちついております。 

  それと出すタイミングについては、いまだにちゅうちょしているところがありまして、

この前もちょっとお話しましたけど、静岡県と市のアリーナの問題もごたごたしてい

ますし、最近、浜松での水難事故ということで県の教育委員会と、一般にあるその施

設との関係ということで教育委員会も大分かりかりしているじゃないかなと思います

し、ここ１、２カ月、こういうものをお願いにいくにはちょっとタイミング的に難し
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いのかなと思ったり、といってこれ手をこまねいていますと、いつ先に先手を打たれ

るか分かりませんので先手を打たれないようにまず、こちらの意思だけははっきり出

しておきたいなと。そして、これが難しいかどうか、それはもうその次の段階という

ことで、できれば１カ月以内くらいに出していきたいなというふうな気持ちではいま

す。そんな状況であるということをお伝えしておきます。中身はまた読んでおいてく

ださい。 

会長   これは一度、一応、地域審議会の方でも市長へは要望として出してあります。

それで、やはり大勢で要望する方が県を動かすためには非常に強いだろうということ

で、連合自治会の方にお願いして静岡県が決めてしまう前に、まず要望を出しておき

たいということで、稲葉会長にお願いして、稲葉会長が素早く対応してくれていると

いうことで、本当ありがたく思っています。 

  今の説明の中で、何か質問ありますか。 

  道の駅的なんて、いいですね。バイパスから近いですからね。 

稲葉委員   このＫＪ法と書いた、この声、これをぜひ見ておいてください。何とな

くイメージがもやっとして、いろいろないい声が出てきています。最後の方には、や

はり施設を造ったら、せめて庵原という名前をつけた施設にしてほしいと。今はもう

庵原という言葉がどこにもなくなってしまったとかありますし、やはり強かったのは

工場用地とか宅地に切り売りするとか、そういうふうなことは絶対避けてほしいと。

やはり公共の場としてというふうなことも出ていましたし、ちょっと無理な話かもし

れませんけど、望むとすれば県が市に無償で譲ってくれて、静岡市がこの地域のため

のこういう施策として、きちっと位置づけてやってくれたら一番いいなというふうな

ことも出ていました。 

  はい、以上です。 

会長   いいですか。こういうふうな活動をしているということで、ただ、今話にあ

りましたように、県と市の関係が今あまりいい関係にないので、やはり提出するタイ

ミングというものがあるということで、それをまた検討しているということですね。 

  じゃ、また動きがありましたら、審議会の方へと報告していただきたいと思います。 

  次に、無料法律相談についてお願いします。 

区政課長   すみません、区政課の増田でございます。 

  一件、皆様方にお知らせ方々、お願いがございます。お手元に緑のパンフレットをお
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配りさせていただいておりますけれども、これは、東京大学の法律相談所のご案内で

す。毎年、東京大学では法学部が３年生、及び４年生を中心といたしまして無料法律

相談所を全国各地で開催しております。今回、静岡市に、その受け入れの打診があり

ました。そこで、市の所管課の消費生活センターの方で前向きに検討させていただい

た結果、本市で開催される運びとなりました。まず、日時ですけど、パンフレットの

とおり８月８日、日曜日ですけど午前１０時から午後４時までということで、場所は、

この蒲原市民センターの生涯学習交流館でございます。この法律相談所ですけど、東

大の法学部の学生さんが中心となるんですが、同大学の顧問である教授、それから東

大ＯＢの弁護士等が同行いたしましてサポートをする形となっております。相談され

る方々のプライバシーの方も、あるいは当日解決に至らなかった場合も責任をもって、

その後の対応を引き続きさせていただくというふうになっております。皆様方には、

この件につきましては事前にお知らせをさせていただいておりますけど、現在申し込

みを行っておりますのでお気軽にご相談いただければ幸いでございます。なお、お申

し込みの際は裏面の方のファックス予約用の書式がございまして、こちらに必要事項

をご記入いただきまして、直接東大の法律相談所の方にご送信いただきますと、今度

は法律相談所の方から皆様方の方にお電話で確認の連絡がございます。そういった形

で、こちらの方ですね、ぜひよろしくご利用していただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

  以上です。 

会長   これは、蒲原地域の皆さんには、どういう形でＰＲしてありますか。 

区政課長   各戸配付ということです。 

会長   ああ、そうですか。じゃ、もう各戸へ配付されているんですね。 

区政課長   それで、今、十数件ですね。予約が入っているそうですが、今回１００

名さんほど学生さんみえるものですから、かなり大勢さんみえられても対応できると

いうことですので、よろしくお願いいたします。 

会長   分かりました。大勢、できるだけね、せっかく来てくれるのにあまり少ない

じゃ、分かりました。ほかに何か質問ありますか。 

望月委員   蒲原在住と限定ですか。 

区政課長   いいえ、その限定はございません。 

望月委員   富士市でもよろしいんですか。 
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区政課長   結構だと思います。 

望月委員   ありがとうございます。 

会長   そのほか、何か質問ありますか。 

  今回の第２回地域審議会研修会の用意した内容は以上です。そこで、次回の地域審議

会の日程をここで決めたいと思います。 

  ８月下旬、または、９月上旬に開催したいと思っていますけど、８月２６日か９月２

日の木曜日ですけどどうでしょう。皆さんの予定は何か入っていますか。ありません

か。８月２６日か９月２日、都合が悪い日がありますか。１５人になると３人ぐらい

休むとね、ちょっと寂しくなってしまうですよね。２０人だと３人ぐらいでも、そん

なに感じないですけど。だから、できれば全員出ていただくということで、どちらが

いいでしょうか。どうですか。 

  じゃ、一応９月２日ということで。第３回目の地域審議会は９月２日の木曜日という

ことで決めておきます。もし変更があった時には、また、どうせ通知がいきますね。

じゃ、そういうことでよろしくお願いします。 

  そのほか、審議会委員の方の中で、何かありますか。その他として。いつも最後には、

そういう話をしますので、何か、あの実はこういうことで審議会に諮ってほしいとか

っていう話があれば出していただいて、その内容を次の審議会までに、皆さんに考え

てきていただくというような形にしたいと思いますので、今日はありませんか。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員  稲葉です。連絡になりますけど、先ほども言いましたけど８月２９日の日

曜日１５時から静岡市長のタウンミーティングがあります。ホールでやるようです。

ぜひ、地域審議委員の方は全員出席をお願いいたします。 

会長   ２９日ですね。 

稲葉委員   ２９日、１５時から１６時半だったと思います。それが終わってから夜

の部は由比がやるということなので。通常、蒲原地域１００数十名は集まっています

ので、ぜひ自治会も招集かけますけどよろしくお願いします。 

  以上です。 

会長   それでは、ほかにないようですので、これで本日の審議会３５分くらい予定

より過ぎましたけど、研修会ということで了承願いたいと思います。 

  これで、本日の審議会研修会を終了いたします。 
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  なお、本日の会議録の署名は名簿順に稲葉委員にお願いします。 

  以上をもちまして、静岡市蒲原地域審議会研修会を終了します。 

長時間、御苦労さまでした。 

（午後４時３０分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 


