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第３期第３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２２年９月２日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 Ａ会議室 

 

３ 出席者   （委 員）須藤会長、磯部委員、稲葉委員、宇佐美委員、 

折原委員、草谷委員、小西委員、篠原委員、 

杉浦委員、鈴木委員、寺門委員、日野委員、 

望月委員、山本委員 

（片瀬委員欠席） 

        （関係課）保健衛生総務課：中村参事 

        （事務局）区政課：増田課長、牧野参事、杉山主事 

清水区総務・防災課：山梨参事兼統括主幹、久保田副主幹 

蒲原支所：宇佐美支所長、石切山参事兼主幹、大石主査 

 

４ 議 事    

 （１）合併建設計画関連事業進捗状況について（資料１） 

 （２）その他 蒲原病院の現状について 

        蛭沢通線について（資料２） 

        新蒲原駅西側ガードの安全対策について 

 

５ その他 
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蒲原支所参事   それでは、皆さんこんにちは。定刻をちょっと過ぎましたけれども、

ただ今より第３期第３回静岡市蒲原地域審議会を開催いたします。本日はお忙しい中、

また暑い中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。 

  はじめに報告いたします。本日は、片瀬委員から欠席の連絡がありました。現在１４

名の委員が出席されておりますので、会議は成立いたします。 

  それでは、まず資料の確認をお願いいたします。最初に、こちらの次第になります。

それから、資料１「合併建設計画の進捗状況」と書かれている資料であります。続き

まして資料２「蛭沢通線区間２について」という資料です。 

  それから、資料ナンバーはついておりませんけれども、「共立蒲原総合病院の現状に

ついて」という資料と、もう一つ、新蒲原駅ガードの関係の地図がこちらの方でつい

ていると思います。皆さん、資料お手元にそろっているでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、次第２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

（須藤会長あいさつ） 

会長   皆さん、こんにちは。 

暑い日が続きますね。本当にこの猛暑の中、審議会に出席していただきましてあり

がとうございます。 

先日、８月２９日の日曜日に市民センターで、市長を囲んで「町の未来を本気で語

ろう」というテーマで市民の人達と話し合われておりました。市長からは、市長報告

ということで第２次静岡市総合計画の展望とか、いろいろな内容がなされた後、市民

との意見交換がありまして、最初用意された内容は審議会で話し合われた内容が主に

なっていますけれども。それから、市民の皆さんの身近な問題、本当に身近な問題を

市長にぶつけて、市長の考えを聞いていました。非常に活発な話し合いがされました。

この地域審議会も、もちろん建設計画の進捗状況等、前回の研修会で地域審議会とは

どういうものかということも、よく分かっていただけたと思うんですけど、市長の諮

問としては７項目。そのほか市長に必要があれば、意見を言うことができるという内

容も研修会の中では話されました。 

そういうことで、今後、蒲原地区全体のことを考えた中で、こういう問題は合併建

設計画の中に入っていないけれども、やはり市長に意見を言うべきだという問題があ

れば出していただいて、十分に審議会の中で、話し合った中で、じゃあこれは市長に
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ぶつけていこうというものあれば、やはりそれは審議会として市長に意見を言ってい

くというようなことをやっていきたいと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願い

します。以上です。 

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したいと思いますので、よろしくお願

いします。 

会長   それでは、議事を進めさせていただきます。 

  毎度のことですけれども、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、本日の会議は約２時間の午後４時ごろ終了ということ

で予定していますのでご協力をお願いします。 

  それでは、次第に従いまして議事を進めたいと思いますが、ちょっと都合がありまし

て、前回の地域審議会研修会で要望がありました「蒲原病院の現状について」ですが、

担当者が用事がありますので最初にもってきてほしいということですので、今日蒲原

病院の現状についての説明のため、保健衛生総務課の中村参事に出席していただいて

おりますので、先に「蒲原病院の現状について」を議題といたします。いいですか。 

  それでは、「蒲原病院の現状について」事務局及び保健衛生総務課の中村参事、よろ

しくお願いいたします。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課の山梨でございます。説明に入

ります前に一言お話させていただきたいと思います。 

  病院の経営についてのことだということで、私どもの方から保健衛生総務課に依頼を

いたしましたところ、快く受けていただきまして、今日お忙しい中おいでいただいて

おります。合併建設計画関連事業の進捗の前にご説明をさせていただきます。 

  それでは、保健衛生総務課の中村参事、よろしくお願いいたします。 

保健衛生総務課参事   保健衛生総務課の中村と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。 

  資料につきましては、最後になろうかと思いますけれども、共立蒲原総合病院の現状

についてというところをご覧いただきたいと思います。６月に新聞に、この病院につ

きましては独立行政法人化にしていきたいというような答申が出たと、こういった記
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事が載った関係がありまして、皆さん非常に心配をされていらっしゃるじゃないかな

というように思うんですけど、この答申につきましては、平成２０年度に蒲原病院が

策定しました病院改革プラン、この中で経営改善に関する部分につきまして運営検討

委員会というものを設置して、そちらの方に委ねて答申をいただくといったような流

れになったわけなんですけれども、その答申が今年の６月１４日に病院の管理者であ

ります富士市長に提出されました。内容としましては、病院の機能形態の変更、ある

いは、人件費の削減、それから事務の合理化、こういったものが非常に急務になって

いるといったような内容で、そういったことを実施するためには、いろいろな経営形

態があるんですけれども、その中でも独立行政法人化が最も適しているじゃないかと

いったようなものが答申でした。この答申につきましては、完全にそれに拘束される

というわけでもありませんので、その答申を真摯に受け止めて現在病院組合の方と構

成３市で検討を行っているところです。その結論につきましてはもうしばらく先にな

りそうですので、御了承いただきたいと思います。 

  現状の病院経営ですけれども、具体的に診療が行われている診療科ですが、設置され

ています診療科は全部で１８診療科になります。具体的には、内科ですとか外科、小

児科、皮膚科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科こういったもので、一般的な総合病院に

あるような診療科につきましては、まだほとんど残っているというような状況でござ

います。 

  それから、「経営状況について」でございますが、①の医師数です。医師数につきま

しては、各年度４月１日現在で、正規職員と臨時職員両方含めた数になっています。

見ていただくと分かるように、平成１７年度に４０人いました医師が平成２１年度に

は、ちょうど半分の２０人というようになっています。２１年度の９月に最も落ち込

んだわけですけれども、その段階では１７人まで減少しました。その後、病院側の努

力もありまして２０人に持ち直しまして現状にまで至っていると、こういったような

状況でございます。 

  それから、②の入院・外来の人数ですけれども、１７年度７万８，０００人の入院患

者がいたわけですけれども、医師の減少と呼応するように減っていきまして、平成２

１年度には４万２，０００人ということで、半分までいかないですけれどもかなりの

減少になっています。 

  それから、③の経営状況ですけれども、平成１７年度を見ていただくと分かりますよ
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うに、収入総額が６０億４，４００万円、支出総額で６３億３，２００万円というこ

とで、差し引きしますと一般的な意味での赤字額ということになるわけですけれども、

赤字額につきましては２億８，８００万円というふうになっています。これが１８年

度には３億９，１００万円の赤字。１９年度はちょっと持ち直したんですけど、また

２０年度には４億２００万円、２１年度は５億３００万円ということで、年々右肩上

がりに赤字が増えているといったような状況でございます。この２１年度につきまし

ては、決算を承認する組合議会が９月８日に行われますので、それまでは決算見込み

ということで御理解をいただきたいと思います。 

  それから、ご質問の件ですが、「静岡市は蒲原病院をどのように位置づけしている

か。」といったようなことでしたけれども、蒲原病院につきましては、由比・蒲原地

区の一次救急から二次救急まで２４時間体制で完全な受け入れをしてもらっていると、

こういったこともありますので、地域医療を担う病院として非常に重要だというよう

に市としては考えております。入院の患者数で見ましても平成２１年度ですけれども、

入院患者数の全体の４７％が静岡市民となっております。ちなみに富士市民が４５％、

富士宮市民が３．７％、残りはその他住民というようなことでありまして、構成市３

市の中でも静岡市の患者がやはり一番多いというような状況も出ております。 

  もう１点、先ほど医師が非常に減っているという話をさせてもらいましたけれども、

なぜ医師不足が解消しないのかと、こういったことは多分皆さん非常に疑問に思って

いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど、これは蒲原病院に限った

ことではなく全国的な現象ということになります。 

その理由としまして、一つは、国の方で医師数の定員削減という、そういった政策

をとり始めたことが大きな原因になってきます。 

二つ目は、大学の医局制度の弱体化というふうにいうんですけど、２００４年から

医師の臨床研修制度というのが新しくできまして、これは自分の好きなところで、大

学の病院に残って研修ができるわけではなくて、いろいろな地方の病院ですとか、そ

ういったところに研修として派遣をしようといったような内容でして、これによって

大学の方で研修生を引きとめておけなくなったといったようなことで、非常に医局の

方が心配になってきて、研修医に限らず、これまで派遣していた医師もなるべく医局

の方に残ってもらうようにということで引き揚げはじめてしまったといったような状

況が全国的に起こりました。そんなわけで大都市の病院の研究室ですとか、あるいは
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大学病院、こういったところに逆に医師が集中し始めてしまったといったようなこと

になっています。 

  それから、三つ目としまして、国の診療報酬等の医療費抑制政策というものがありま

した。これも一つの要因ですけど、そういった医療費の抑制政策によって病院の経営

が非常に難しくなってくるものですから、二次救急ですとか三次救急ですとか、そう

いった時間外にも医師に働いてもらおうといったようなことで医師が長時間の労働を

強いられるようになってきました。そのような状況下で、医師の方としては自分の診

療時間をコントロールできるというような意味で、病院ではなくて開業医の方をだん

だん選択していくように今なっています。その開業医も地域の開業医ですと収入も上

がらないものですから、どうしても都市部に集中してしまうといったようなことで、

大学病院があるような都市部に医師が集中するといったようなことが全国的に起こっ

てきまして、地方においてはどこでも医師不足が顕著になりつつあるというのが現状

でございます。 

  説明の方は以上になりますけれども、何かご質問等ありますか。 

会長   今、現状それから問題になっている医師不足とか、そういう問題について話

がされましたけれども、何か質問ありますか。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。ご説明ありがとうございます。何点かあるんですけど、取り

急ぎ救急の受け入れ体制ですけど、自分が患者か家族が患者かにでもならない限り、

詳しく知る機会というのは余りないものですから、一次救急・二次救急を全部受け入

れられているという認識が私にはないんですけど、現状をもしご存じのことがあった

ら、受け入れ体制に関してちょっと知りたいものですから、ご存じの範囲でお願いし

ます。 

会長   どうですか、説明できますか。 

保健衛生総務課参事   はい。蒲原病院につきましては、一応富士医療圏域の中に入

っていまして、その医療圏域の中で、救急については当番を決めてやっています。で

すから、蒲原病院が３６５日やっているわけではなくて、当番としてその救急に当た

っていると。その時にやってもらうとこのようなことになっていますけれども。病院

の当番制で順繰りにその当番が決まると思うんですけど。 

会長   日野委員。関連ですか、今の。 
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日野委員   日野ですけれども。富士ですか、静岡じゃなくて。 

保健衛生総務課参事   圏域は富士になります。 

日野委員   圏域は富士ですか。そうですか。それで、結局夜の当番医というのが静

岡新聞に書いてありますよね。そうすると、そこにいろいろな病院が書いてあって、

例えば開業医から救急で運ぶ時もそこを一応、今日の当番医の病院はどこかなという

ことで紹介をするというような形になっています。でも、特急の時には蒲原病院に一

生懸命お願いすれば受け入れてくださることがありますけどね。ただ、一次救急とい

う本当に完全な一次救急は、今地域で地域貢献加算という算定をするようになったの

で、皆さんから電話をいただいたりすることは構わないので、皆さんがそういうこと

で地域のお医者様に一次救急をやっていただくようになれば、蒲原病院の方も、そん

なに一次救急でてんてこ舞いというようなことなく、二次救急、三次救急という本当

に大事な、というか大きな救急体制がとれるじゃないかなとは思うんですけど。 

会長   それは、日野委員の考えですね。 

日野委員   そうそう、私の考えです。何しろ、みんなが蒲原病院へというふうにな

ってしまうと、やはりとても厳しい状態じゃないかなと思います。 

会長   蒲原病院の現状からいくと医師も少ないし、だからまず地元の開業医の方に

頼む。そういうことによって蒲原病院の一次救急の負担が軽くなると、そういうふう

な話ですね。その点、そういうことでいいですか。 

保健衛生総務課参事   ちょっといいですか。私、先ほど説明がうまくなかったかも

しれないですけれど、一応、一次救急については、今委員さんの方からお話がありま

したように当番医というものがありまして、順番に当番になっていくんですけど、そ

の中に蒲原病院も入っているということではないんですか。私はそう理解していまし

たが。 

日野委員   すみません、また言わせていただきます。休日が当番になっています。

ただ夜は、富士のように救急センターに当番の先生がいって詰めるという形はなくて、

由比・蒲原の場合はそういう当番制はないです、夜の救急については。休日と日曜日

だけです、その当番の先生というのは。 

会長   それは、新聞に出ているものですね。 

日野委員   現実はそうです。 

保健衛生総務課参事   休日と日曜日だけ。 
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会長   鈴木委員、今の質問いいですか。 

鈴木委員   ちょっと話が専門的過ぎてよく分からない。自分が心配なのは、まず命

に係わるような事故とか、心臓の病気とか脳の病気等起きた場合に、現状ではすべて

受け入れてもらえているのか、それとも遠くまで搬送せざるを得ない状況なのかとい

うあたりを、過去お医者さんがたくさんいて経営が健全だった時と比べて、どういう

状態に今変化してしまっているのかというのが、一番聞きたいところですけれど。 

会長   その点はどうでしょう。 

保健衛生総務課参事   ちょっと富士圏域の方が余りよく分からないですけど、一応

命に係わるような、かなり大きな重要な病気といいますと三次救急と言いまして、三

次救急につきましては、指定された病院だけで診てもらうようなことになっています。

静岡市イコール静岡医療圏域ですけど、静岡市の方でいいますと、済生会病院と県立

総合病院、この二つが三次救急ということを担ってやっているんですけど、本当に命

に係わるような重症患者につきましては三次救急の方に運ぶというのが原則になって

います。二次救急は、そこまでいかないその間の方につきまして受け入れをして、そ

して治療をしていくといったような状況になってきます。ですから蒲原病院は、二次

救急までは対応しますけれどもそれ以上はしないといったような状況です。 

会長   はい、いいですか。 

鈴木委員   それは、以前からそうだったですか。 

保健衛生総務課参事   私、今年来たばかりなので、以前のことはよく分からないで

すが。今の状況ではそうなっています。 

会長   そのほか質問ありますか。はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。簡単に聞きます。私も蒲原に住んでいるわけですが、救急車

を呼びますね、１１９番。そうすると救急分署から救急車が出ますよね。先ほどの話

だと、富士地区の救急当番医のところへまずいくという理解でよろしいんですか。静

岡じゃないですね。 

保健衛生総務課参事   一応、そういうような状況にはなっているんですけど、ただ、

患者さんによっては既にもうどこかの病院にかかっているといったような場合が意外

と多いじゃないかと思うんですけど、そうしますと現状かかっている病院の方に、救

急隊が運んでいくということが多いようです。なので、必ずしも当番医のところにだ

け集中するということはないと思いますけれども。 
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会長   質問やってください。 

日野委員   医療圏が富士地区とおっしゃったんですけど、一応、蒲原病院は静岡市

の当番医の方に入っているんですよ。ですから、救急車を呼んだ時、やはり富士地区

の病院に行くとは限らないです。清水区の救急車が来るので、必ずしも富士の病院で

はなくて、どちらかというと清水区の救急車は静岡の病院の方に行くと思います。蒲

原病院が受け入れられない時には。 

会長   そういうことでいいですか。 

保健衛生総務課参事   医療圏というのは、これは県の計画で定められていまして、

静岡医療圏、富士医療圏とありまして、蒲原病院は医療圏についていうと富士の方に

入っているんですよ。ただ、今言われたように当番医としては、これ初期救急の当番

医の話だと思うんですけど、それについては静岡の側で順番に入っているのかなと。

その辺が微妙に食い違ってはいるんですけど、医療圏というのはその地域の、例えば

病床数を決めたりとか、あるいはその中で二次救急、三次救急どこにしようかという

ようなことを決めたりとか、というようなことで県の方で位置づけをしています。で

すので、三次救急については、多分富士圏域だと富士中央病院さんがなっていると思

うんですけど。とは言っても、常にかかっている主治医のいる病院の方を優先して運

んだりもするものですから、主にそっちの方が多いのかなとは思うんですよ。その辺

は救急隊員の方の判断になるものですからね。一たん救急車が来ると、「お宅様、今

かかっている病院等ありますか。」と聞いてくれて、あるとそっちに連絡をとってく

れて、あいていればそっちへ運んでもらうみたいなことが多いのかなというふうに思

います。 

会長   そのほかの委員の方で、はいどうぞ、小西委員。 

小西委員   新入りの小西でございまして、すみません、つまらない質問ですけど、

資料２の２２年６月というのは上半期の６月という意味ですか。 

保健衛生総務課参事   はい、すみません。そうでした。説明してなかったですけど。 

小西委員   ばかに減っていて、下半期で前年度並みぐらいになるですか。なんか急

激に減っているのがすごく心配になって。 

保健衛生総務課参事   これは年度で区切っているものですから、２２年度の６月ま

でということで、４，５，６、３カ月分です。申しわけありません。 

小西委員   大体同じくらいになるわけですね。 
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保健衛生総務課参事   今の見込みでは同じくらい、若干赤字が増えるのかなとは思

いますけれども、このペースでいきますと。 

小西委員   この赤字というのは単年度で、累積じゃないですね。 

保健衛生総務課参事   由比町さんと静岡市が合併する前までは、ある程度累積とい

うようなことでやっていたかと思うですけど、合併協議の中で累積債務ではなくて、

単年度の赤字を補助金で解消していこうというように変わっているものですから、今

はもう累積されることはありません。 

小西委員   分かりました。ありがとうございます。 

会長   そのほかどうですか。前回、かなり活発な意見が出たと思うんですけど、そ

の中で、今いろいろ詳しい人が来ていますので、この機会にいろいろ聞いてください。

時間的な問題もありますので、はい、望月委員。 

望月委員   望月です。先ほどの質問とちょっと重複するところもあるかと思います

けど、質問させていただきます。 

  一般の企業からいいますと、これだけ赤字といいますか、患者数、その他収入が減っ

ていくと、危機的状況。費用対効果からいっても非常に厳しい。この状況については、

縷々精査されて、どこに原因があるのかと、やっているのかと思うんですけど、先ほ

ど鈴木委員からも出ましたように、まず病院というのは命の根幹に係わる部分であり

ますし、特に救急ということになりますと、脳の疾患、心臓の疾患ということで、一

刻を争うような状態になるわけですね。その辺を一番懸念しているのが、私、住民だ

と思うですけど、やはり静岡に搬送するということになれば２０分、３０分かかるわ

けですね。また、受け入れてくれる病院を探す云々、またそこで時間がかかる。とい

うことになりますと、ここに主な診療科というのがありますけれど、ある意味では循

環器といいますか脳疾患にかかるようなことが、まずないということになると、蒲原

病院が持っている、緊急であってもなかなか対応し切れないという部分が非常に多い

んじゃないかというふうに私は見てとれるんですけど、やっぱり入院患者、それから

外来の患者がドンドンドンドン減っていくということ、これは手をこまねいていたと

は思いませんけれど、どこかでしませんと。病院というものも企業であるわけ。ある

意味では収支を見ていかなければいけない。私が一番気にしているのは、私どもが審

議会の委員になる時、冒頭市長が言われたのが、４億円からのお金が毎年赤字になっ

ていくということになると、病院自体の存続ということにいつまで市がこれだけ厳し
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い中において、その負担を強いていけるのかというようなこともあろうかと思えるん

ですけど。先ほど現状の精査をされてきた医師会の中の仕組みの違いとかいろいろな

ことがあったかと思うですけれども、やはりここは、その原因というものをもっと突

き詰めていただいて、蒲原にも個人的な医院というものは幾つかあろうかと思うんで

すけれども、やはり緊急を要した時の対応というのが、救急車の数も含めてなんでし

ょうけど、一番重要になってくると思うわけです。その辺について、ちょっと長くな

りましたけれども、もう一度その原因のところ、それから過去の原因は分かりました

けれども、これからどうされていくのか。赤字が続いていくわけですね、これが一気

に回復することもないとは思うんですけど、２２年度どのぐらいの赤字におさめるお

つもりでいるのか、もし数字をお持ちであれば、その辺も含めて２点お願いしたいと

思います。 

保健衛生総務課参事   はい、分かりました。今後どうしていくかということですけ

ど、一つには、これまでは通常の一般病床だけの病院でやっていたんですけど、これ

からは療養病床を取り入れていこうということで、今病院の内部でも大体話がまとま

ってきまして、それも今度の組合議会の中で正式に決まるんですけど、療養病床を試

験的に導入していきます。これがうまく回るようでしたら、今後療養病床をドンドン

増やしていこうと。というのは、今一般病床の数は現状２２０ほどあるんですけど、

そのうち稼働していないものがかなりあるものですから、それを富士の圏域の方に返

してしまうというのも手法なんでしょうけど、一たん返してしまうとなかなか返って

こないものですから、そういった余っている病床を使って療養病床に変更していこう

といったことを今検討しています。それによってかなりの収益は見込めるようなので、

その経緯を見ながら療養病床の数をだんだん増やしていきたいなというように考えて

います。 

  どのくらいの赤字幅なら、というのは、ちょっとここでは控えさせてもらいたいと思

うんですけど、由比町さんと合併をしたのが平成２０年１１月ですね。それに当たっ

て、合併の協議をしていたのが平成１９年度でありまして、その時の数字が、先ほど

ちょっとお話しましたけど、赤字として１億９，５００万円という数字が出ているも

のですから。このくらいでしたらね、当然合併ということで、２、３回協議した中で

容認したと、おかしいですけど、それくらいは仕方ないなというようなことで判断し

ていたものですから、このくらいに落ちついてくれるといいなというのが私どもの今
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の考えでございます。 

望月委員   ありがとうございます。経営という状態においては、先ほど私も申し上

げましたように企業であればとうにおかしなことになっていたと思うんですけれども、

経営ということではなくて、経営していく上においては赤字幅が減っていけば一番い

いことなんですけれども、やはり病院としての使命、それから蒲原病院というこの地

域における、何と言いますか存在ということを考えると、経営もさることながら経営

も療養をやることによって運営がよくなれば、その分が医師のものにまわっていくと

いうのはあろうかと思いますけれども、やはり、緊急性を要する病院、町の開業医じ

ゃなくて緊急を要した時の病院としてあるべき姿というんですかね。それを私は、も

う少し追求していただきたい。命にまず関わることだと思いますので、それだけはち

ょっと申し上げておきたい。 

会長   中村参事にそういう要望をしても、病院議会もあるし、いろいろあるので難

しいんですけど、そういう意見もあったということで。 

  ほかにありますか。はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。１点だけお伺いしたいんですけど、前回自分は出てなかった

ものですから分からないんですけれども、蒲原病院の負担ですね、これ静岡市と富士

市の割合って、どの程度の割合でいっているんでしょうか。差し支えなければ教えて

いただきたい。 

保健衛生総務課参事   それにつきましては、静岡市が現在５６％、富士市が４１％、

残り３％が富士宮市といった数字になっています。 

草谷委員    はい、分かりました。ありがとうございました。 

会長   そのほか質問ありますか。はい。 

杉浦委員   杉浦です。１８年度の経営状況、それから１９年度に赤字がかなり減っ

ていますよね。それから２０年度にまた増えているという。説明されるというのは難

しいと思いますが、簡単にどのように分析をされていますか。教えてください。 

保健衛生総務課参事   先ほど合併協議の話をさせてもらったんですけど、１９年度

が合併に関するすり合わせをやっている年度でございまして、この時にかなり厳しい

意見も実は出たようです。従業員といいますか職員の給料が高いんじゃないかみたい

な話もありまして、そのあたりで１９年度は一たん職員の給与を下げたようです。そ

ういったこともあって、非常に皆さん頑張ってやっていた結果が、この１億９，５０
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０万円という赤字幅の縮小になったんじゃないかなというふうに思うんですけど、そ

の後、医師が減ってきたりいろいろなことがあって、だんだんもとに戻ってしまった

といったような状況だというように把握をしています。 

会長   いいですか、はい。そのほかどうですか。まだこの後、いろいろな内容があ

りますので、これだけは聞いておきたいという内容を・・。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。先ほどご説明にもあった独立行政法人化の答申が出ましたと

いう話で、独立行政法人化されると簡単にいってどのような変化が起こるのかをかい

つまんでご説明いただければと思うんですけど。 

保健衛生総務課参事   病院の経営につきましては、通常地方公益企業法の一部適用

という形と、地方公益企業法の全部適用という形と、それからこの独立行政法人化の

三つが基本になっています。これにつきましては全国的に総務省の方で病院の改革プ

ランというものをつくらせて、多かれ少なかれほとんどの総合病院がそのプランをつ

くりながら経営形態につきまして検討をしているところですけど、その中で独立行政

法人化というのは、一番公務員から遠いものといったらいいんでしょうか、民間に一

番近いものになってきます。ということで、なかなか公務員ですと、地方自治法があ

ったり、地方公務員法などいろいろな法律が絡んできて、簡単に職員を辞めさせたり、

給料を大幅に切ったりとかということができないですけど、この独立行政法人化にな

りますとその辺が管理者の権限が非常に強くなりまして、管理者が経営改善として必

要なものについてはかなり実行できるような、そういったものができてきます。とい

うことで、これまで３市の方がああしてもらいたい、こうしてもらいたいという注文

を出してもなかなかできなかったものが、管理者がこうしますと言えばそれができる

といったような、ある意味厳しい体制にはなってきます。という意味で、人件費の抑

制ですとか、あるいは、事務の合理化、そういったものがかなり急速にできるといっ

たことは言われています。 

会長   そういう内容だそうです。意見は言わないでください。質問だけに。 

鈴木委員   最終的に出た赤字に関しては、どうなるんでしょうか。独立行政法人の

場合は同じように補てんされるんですか、されないんですか。 

保健衛生総務課参事   そこが難しいところで、基本的にはしないというのが前提に

なります。なるんですが、その病院がその赤字を補てんされなかったことによってつ

ぶれてもいいかという話になってくると、やはり地域の医療としてね、大事だよとい
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うことになってくると思うんですね。その時にどうするかというのが、構成市の方の

判断になってくると思いますので、一切赤字の補てんはありません。というわけには

いかないのではないかなというふうに思っています。 

会長   そのほかありますか。時間的な問題があります、質問ですか。 

寺門委員   寺門です。そうすると、独立行政法人化っていうのが、これは議会へか

けられるんですか。そこで決定するんですか。今年中ぐらいに。 

保健衛生総務課参事   今の予定では、経営形態については今年度中に病院組合の方

で計画を作って、その改善計画に最もふさわしい経営形態を３市がそのあと決定する

というような流れで考えています。ですから、一応３月までに病院の方で経営改善計

画を作って、その後２カ月くらいの間に構成３市で経営形態について決定をするとい

ったような流れで想定しています。 

会長   そのほかどうですか。はい、山本委員。 

山本委員   山本です。すみません、先ほどの独立行政法人化の場合の管理者の権限、

管理者というのは静岡市、富士市、富士宮市、３市を示すんですか。 

保健衛生総務課参事   いま管理者というふうにお話させてもらったんですが、現状

が地方公益企業法の一部適用で、管理者は３市の市長になっています。管理者が富士

市長さんで、副管理者が静岡市長と富士宮市長さんということになっていまして、独

立行政法人の場合はですね、一応管理者という名前ではなくて理事長という名前を使

うようです。理事長にその権限があるといったことで、その辺がちょっと違ってきま

す。 

山本委員   理事長はどうですか。 

保健衛生総務課参事   理事長は、外から呼んでくる場合もありますし、内部の人間

を抜てきする場合もあるんですけど、どなたかに。 

山本委員   新しくなるということですか。 

保健衛生総務課参事   そういうことです。ですから、今組織としては３市の市長が

トップにいて、そのあと病院長という長がいると思うんですけど、病院長ではなくて

その上に理事長というものができて、それが市長たちの替わりになってくると。こん

な構成ですけど。 

山本委員   分かりました。 

会長   現在、運営検討委員会が答申した内容を検討しているわけですね。これがど
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ういうふうな形で決まってくるかというのは、まだ向こうの話になるわけですね。そ

れによって、病院の改善がされていくということになるわけですね。療養病床もつく

って、そこである程度利益を上げて、赤字補てんを何とか頑張っていきたいと、そう

いう提案がされて、それについて病院議会等もまだやっていないわけですか、この問

題については。案を検討して、それができたら最終的に病院議会にかけるということ

ですね。 

保健衛生総務課参事   病院議会が年に３回ありまして、第１回が６月だったですけ

ど、その段階ではまだ答申は出ていなかったものですから、それについての議論はさ

れていません。今回９月８日、来週あるんですけど、そこでは当然答申が出されてい

ますので、それについての議論もあるじゃないかなというふうに思っています。病院

の方で３月末までに計画を作るものですから、今年度最終の３月議会では、ちょっと

その方向までは出ないじゃないかなというふうに思うんですけど、当然議論はその都

度出るんじゃないかというふうに思っています。 

会長   今、医師不足とか、あるいは診療報酬の問題とかいろいろ出てきまして、現

在は答申された内容を検討しているということです。どうですか、その内容をしばら

く様子を見るということで、しっかりしたものが出てきた時に、またすみませんけど

説明に来ていただいて、蒲原病院は今後こういう方向でいくんだという内容が出た時

点でまた話をしていただくということでいいでしょうか、この問題は。大体話は、な

ぜ赤字になったとか、いろいろ要因は分かったと思うんですね。それでいいですか。 

  どうも忙しい中、中村参事ありがとうございました。また、よろしくお願いいたしま

す。 

  それじゃここでちょっと早いですけど、２時５５分まで休憩をとります。 

休憩 午後 ２時４６分 

再開 午後 ２時５５分 

会長   それでは地域審議会を再開いたします。 

  次の議題に入っていく前に、連合自治会の稲葉会長の方から、連合自治会の広報に地

域審議会はこういうふうなメンバーで話し合いをしています。ということを載せたい

ということで、今日広報担当の方が見えているので、できたら写真を撮らせてもらい

たいというんですけど。どうですか、皆さん。話し合いをしている写真を撮るという

ことで、いいですか。じゃ、オーケーです。 
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  それでは、議事の（１）「合併建設計画関連事業等の進捗状況について」を議題とい

たします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。 

  それでは、合併建設計画蒲原地区関連事業等についてご説明をさせていただきます。

資料は、つづら折りになりましたＡ３の資料２枚でございます。ご覧いただきたいと

思います。それの１ページ目の資料でご説明させていただきたいと思います。 

  それでは、資料の左上をご覧いただけますでしょうか。「合併建設計画登載項目」と

記載してあるところでございます。その部分の事業名というところに括弧書きで大項

目。前回の研修会で静岡市と蒲原町の合併建設計画についてお話をさせていただきま

したところですが、まちづくり計画の仕分けの区分でございます。この仕分けにより

まして、事業名を中項目と小項目に細分化して記載をしてございます。そういう形で

載せさせていただいておりますので、説明をさせていただきます。 

  まず、分野ごとに説明をさせていただきますが、全部で７４の分野がございまして全

事業を説明するということになりますと大変時間もかかるものですから、それぞれの

分野における主なものについて抜粋させていただきましてご説明をさせていただきた

いと思います。 

  説明の前に、この資料は合併後の平成１８年度から２０年度、ここに入っております

決算額というのはそのとおり決算額でございますが、平成２１年度のところに入って

いる数字は決算見込みということでご理解をいただきたいと思います。最初に健康福

祉分野、№２のところをご覧いただきたいと思います。蒲原東・西保育園統合事業で

すが、現在のところ未着手であります。これにつきましては、今後の園児数の推移を

見ながら検討していくという返事が、担当課でございます保育課の方からございまし

た。 

  次に、№１３「浜石の郷建設事業」でございます。それと、同じくその下にございま

す№１４「富士厚生会特別養護老人ホーム建設事業」につきましては、施設の建設の

ために社会福祉法人が金融機関より借り入れた借入金の返済に対する市からの助成で

ございます。なお、№１４の富士厚生会につきましては、平成２０年度で事業は完了

してございます。この表でいきますと、網掛けの部分の事業が完了している部分とい

うことになりまして、全体７４事業に対しまして１４事業が完了してございます。 
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  次に、文化学習部門ですが、合併建設計画事業の大きな目玉事業でありまして、文化

センターの改修事業が主なものでございました。№１５、１６、１６―２、総事業費

で約１４億円が投じられまして本年４月に蒲原支所、生涯学習交流館、子育て支援セ

ンターの複合施設として開所いたしました。教育施設整備内の№２０、蒲原東・西小

学校施設の維持管理事業でございますが、平成２１年度の決算見込額は１億７，９５

７万２，０００円となっております。これは蒲原西小学校の耐震補強工事を実施した

ものでありまして、№２２の蒲原東・西小学校統合事業につきましては、先ほど健康

福祉のところでお話しました蒲原東・西保育園の統合事業と同様、今後の児童数の推

移を見ながら検討をしていくということになっているそうです。そういうことで、教

育委員会から伺っております。 

  次に生活環境分野でございます。№２７、清掃工場の建設事業は静岡地区に関連事業

として入れさせていただいております。それと№２９の公共下水道整備事業につきま

しては、平成２１年度に蒲原・由比地区の新規事業評価検討業務を行いまして、内部

での検討作業に入っておるところでございます。なお、本年の９月、今月になるわけ

ですが、下水道についてのアンケート調査を実施する予定でございます。 

  次に、№３１番、農業集落排水処理事業については、平成２１年度に施設の老朽化に

よりまして、施設が本来有している機能が低下している現状で、機能は確保できない

ということから、本来の機能を回復、あるいはそれ以上の機能強化を図ることを目的

に、約６，０００万円を投じまして機能強化工事を行ってまいります。 

  №３３、みその公園の整備でございますが、２１年度に実施をしております。 

  ３４番の富士川緑地公園整備事業、これはバイパスの北側になる部分でございますが、

昨年６月に要望をいただきまして第２次総合計画の実施計画に挙がりました。本年度

４００万円の基本構想の策定計画が予算計上されております。 

  次に、上水道整備事業といたしまして３６番。第３浄水場改修工事が平成１８年度か

ら２０年度、３９番の県道３９６号線配水管の布設替工事が同じく平成１８年度にそ

れぞれ完了してございます。河川改良事業では、№４２の油缶川の河川整備事業、そ

れと４３番の谷津沢川の河川改良事業ともに事業の推進中でございます。 

  次に都市基盤の整備でありますが、№５２番、歴史財施設の整備事業につきましては

旧五十嵐邸、あるいは志田邸、お休み処等の維持管理経費が引き続き継続中でありま

す。 



 

 ―１８― 

  道路整備につきましては、主要幹線道路、生活道路の整備で計画に沿って整備されて

おります。それと、ＪＲ蒲原駅、新蒲原駅整備の研究調査につきましては、平成２２

年度の予算におきまして鉄道駅の施設整備検討調査事業費ということで７５０万円が

計上されております。 

  分野別に見ますと以上でございます。なお、全体７４事業のうち現在未着手事業が８、

内部検討中の事業が１５、推進中事業が３７、完了事業が１４ということになってお

ります。この一覧表をご覧いただければお分かりかと思いますが、平成１８年度から

２２年度までの５年間におきまして合併建設計画蒲原地区関連事業に要した事業費は

６３億８，３６７万９，０００円ということでございます。事業の完了と推進中の事

業を含めまして、現在のところ６８．９％が進捗状況にあるということでございます。

以上でございます。 

会長   ただ今、合併建設計画関連事業について説明がありました。これについて質

問ありますか。なお、その裏側の資料は参考ということで、合併の協議の前の蒲原町

の時に、各家に配布された資料です。これは蒲原町長山崎寛治という名前で、まだ蒲

原町の時に配付された事業、それから概算事業額、それから事業年数が載っています

ね。これは参考までに見てください。 

  ただ今説明がありましたけど、何か質問・ご意見ありますか。はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。２９番の公共下水道整備事業に関してなんですけど、以前の

地域審議会の中で合併処理浄化槽補助事業とどちらがいいかと以前検討されたことが

あると思うんですよ。その中で、公共下水道整備事業を進めていこうという中でこの

事業はやってきたと思うんですけれども、今年度の予算額はゼロになっていると。そ

れと、旧由比町と一緒に下水道のことをやっていこうというような段階でいるらしい

ですけど、現在の進捗状況をちょっと説明していただきたいんですけれども。 

会長   分かりますか。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。現在、先ほ

ども言いましたように、内部で検討中ということで、本年９月以降に下水道のアンケ

ート調査を地域の皆さんにやっていただきまして、そういったものも参考にする中で、

費用対効果も含めながらどの事業が一番この地域に合っているのかというのを検討し

ていきたいという所管課の回答でございます。よろしいでしょうか。 

草谷委員   草谷です。その件に関して旧由比町と一緒になって、これ話し合いを持
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っているということの理解でいいですか。 

総務・防災課参事兼統括主幹   はい、清水区総務・防災課山梨でございます。蒲原

地域だけでなく由比・蒲原という一くくりの中で検討されるようなことで伺っており

ます。 

草谷委員   草谷です。じゃ、それは依然として進行中ということでの考えで、前向

きな検討中ということでとらえていいですか。 

総務・防災課参事兼統括主幹   はい、清水区総務・防災課山梨でございます。事業

自体がとまってしまっているということではなく、皆さん方の意見を聞く中で、方向

性を見出していきましょうということですので、この事業自体が生きているという、

進行中であるというとらえ方をしていただいて構わないと思います。 

草谷委員   はい、分かりました。どうもありがとうございます。 

会長   今の話ですけど、今までの審議会の中では、蒲原町独自、あるいは由比町独

自でそういう公共下水道の施設を造るとか、あるいは静岡市、下水道を引っ張るかと

か、そういういろいろな検討はもうされているんですね。その中で蒲原と由比が一緒

になってやるのが一番いいじゃないかという方向性は、公共下水道については出てい

るんですけど、ただ、このアンケートというのは、合併浄化槽がいいのか公共下水道

がいいのかということについての市民の皆さんへのアンケートと今までの経過では聞

いています。だから、生きているんです、下水道の話は。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今のこのアンケートについては、実は２か月ほど前、自治会

連合会を通じて由比・蒲原について確か７月ぐらいにも実施したいという話がありま

して、アンケートの内容もほぼでき上がって、来月には説明に行きますという話があ

ったんですが、その後もう少し内容を変えたいというかそんなことで、数か月遅れる

けれどもという話は、自治会の方にありました。その中を見ますと、アンケート自体

いろいろな難しい言葉があるわけですね。浄化槽のこととか、下水道。それはこうい

うことだという解説もつきながら、費用もこのくらい上がるとか、負担が増えますよ

という解説の資料も添付する中でのアンケートという構成に、２、３カ月前に見た時

はなっていました。ですから、それが９月くらいになれば、実際に下りてくるのかな

というふうに思いますので、着手は一応進んでいるというふうに受け止めていいんじ

ゃないかなと思います。 
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会長   そのほかにありますか。はい、望月委員。 

望月委員   望月でございます。会長にお尋ねしたいんですけど、事業一覧という山

崎旧町長のサインが入ったもの、総合計を見ますと３５３億円というすごい大きな数

字になっているわけですけれども、これは参考までにという注釈がついておりますけ

れども、これはあくまで参考ということで、拘束力といいますか、なんらないという

理解でよろしいですか。 

会長   ここは難しいところですけど、これはこれで出ていてですね、４年かかって、

最初の２年は市民センターの建設ということで審議会はやってきたんですけど、実際

に予算化されていない内容もありまして、やはり約束された事業がしっかり予算化さ

れていかないと動いていかないわけですね、事業が。そういうことで、いろいろ検討

したんですけど、この中にも地元の人が別に要望してないにもかかわらず、この中に

項目が入っていたということもあるんですよ、何箇所も。そういうものについては、

審議会としては要望していかない。実際に工事現場へ審議会の委員が行って見て、

「何、これ」というような話もありまして、そういうものも含めて、あるものは要望

していこう、あるものについては保留にしよう、あるものについては却下しようとい

うようなことも地域審議会の中で話し合ってやっていくということですから、当初は、

こういうものが蒲原町の中で流れたということはありますけど、これを忠実に守って

審議会が要望してきたということではありません。 

  例えばですね、この前も話をしましたけど、どこですか、神沢の公園を造ってほしい

というものがありましたけど、地元の人たちは要望してないんですよ。一部の人達が、

そこに何か置きたいので要望したと。それがそのまま地元の要望として載ってしまっ

たとか、いろいろのことがありまして、地域審議会としては、そういうものについて

はやめようと、要望していくのは。そういうものも何件か出てきています。 

望月委員   望月でございます。その時代といいますか、１０年の中において計画さ

れたものが実行されていく。その時代に即したものでやっていくという、これは当た

り前のことだと思います。ただ、冒頭に言われましたように、これ全戸に配布された

ということですと、町民の皆様にお約束いたしますということ、その当時の町長が書

かれていたんですね。そうしますと、この３５３億円というのが何かひとり歩きして

いるというようなことを私も耳にしたものですから。「それはどうなっているんです

か」と言われると、「私新米ですから、またその都度質問していきます。」というこ
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とにとどめてあるんですけれども。 

会長   ３年、４年かけて、この事業の内容の検討をした時に、ある委員から、この

３５３億円、ちゃんと町民に表示してあるじゃないかと。金額が減っていくというの

はおかしいじゃないかということもありました。例えばですね、左の頁の一番下の方

に総合生活センター建設事業ってありますね。２５億２，７００万円。これがその当

時の金額ですけども、実際にはいろいろの施設を見たり、いろいろの意見を聞いた中

で、例えばホールのステージはどうしたらいいとか、いろいろな検討をした中で、と

にかく市民に喜ばれるいいものを造ろうということで２年間検討してきて、最終的に

は今言った１４億円、それに物価が上がってしまって２億円補正しまして、全部で１

６億円でこの市民センターができたと。そういうことで、この当時の２５億円には、

その地域審議会の中では金額にはこだわらない。いいものを造るために議論をしてい

こうということでやりました。以上です。 

望月委員   もう１点。確かに、右側の方に公共下水道ですか１００億円ございます

よね。これはあたかも突出した金額になろうかと思うんですけど、これは市の方にご

確認させていただいていいのか、ちょっとお聞きしたいんですけれども、この３５０

億円というものをお約束しますというようなことで載っていて、その当時からまた違

った、さっき２５億円と言われましたけれども、１６億円で済んだ話であるわけです

ね。そのお約束しますと言ったことについては、何らかの旧町民に対し、今静岡市民

になってしまったんですけど、何か報告するというか、これは自治会も含めて何かや

るというそういう予定はないですか。 

会長   別に報告する予定はありません。 

望月委員   義務もなし。 

会長   はい。（「そういう結論なら結構です。」と望月委員が言う。）というのは、

地域審議会の役目というのは蒲原町を住みよい町にしていこうと、蒲原地区を。そう

いうなかで、いろいろな事業の進捗状況について話し合っていくと。時代の流れで、

いろいろ金額って変わってくるんですよ。例えば、平成１８年に決めた内容と、２２

年の時の内容とは変化してきているんですよ。だから、市民センターにしても２５億

円どうしてもかけなければだめだというんじゃなく、いいものをつくろうということ

で２０人の委員が２年間で審議してそれを建てた。その結果、２５億円じゃなくて１

６億円だという内容でありまして、それを地域審議会が蒲原地区の市民に報告して回
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るということは考えていません。そうすべきだという皆さんの意見があったら、また

出していただきたいと思います。 

望月委員   それは、分かりました。これは皆さんでお決めになればいいことですけ

ど、ただ、理解に乏しい中では、２５億円予算があったと。それは、会長の方からは

１６億円で２５億円に変わるようなものができたんだと。ただそこの部外者は、２５

億円あったんだから２５億円かければもっといいものができたではないか。その辺の

アナウンスというものがあってしかりなのか、それとも審議会で審議して決めたこと

だからいいですよと。義務はないというのか、それとも義務はないけど聞かれた時に

は回答すると。その辺が必要かどうかというんですけど、必要ないと。 

会長   今までそういう議論はされてこなかったですね。自分たちが審議会の委員に

なった目的は、当蒲原地区を住み良いまちにするという中で、こういう建設計画が約

束されたと。これをとにかく執行するためのチェックをしていくということが大きな

仕事でありまして。 

望月委員   それはすごい大きな仕事ですね。 

会長   そうです。だから今もやっているわけですからね。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今の話の中で、市民センターのことを例にとりますと、我々

もその当時は２５億円お金が挙がっているんじゃないかというふうなことで、これを

盾に、いいものいいものという発想で話をしたことは事実。ただし、生涯学習交流館

という、清水区の中にも全部で当時は１９あったわけですね。２０番目で蒲原が合併

して、蒲原のセンターを造りたいという時に、ホールの座席は当初２００ぐらいの案

が出たり、いろいろなことで清水区の中のバランスというのがありますので、そうい

うのがいろいろ出てきました。しかし、やはり我々とすると、合併の一つの証だとい

う気持ちもあったし、ここに２５億円というお金もあるという中で、座席も４００に

するとか、質もほかに比べたら断然違うような質にするとかということで、こういう

ものができた。実際ふたを開けてみると、あちこちから来ますけど、羨まれているの

が実態で、そこは合併による一つの象徴だよと言いながら、ほかの清水区の人達には

理解してもらっている。そのくらいに比較にならないくらいの施設になった。それで

もこのくらいのお金でできたというふうなことがありますので、やはり当初の、ここ

でいう２５億円というお金を見ながら、いいものいいものとやってきた結果だという
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ふうに理解してもらいたいなと思います。 

望月委員   当然、私が理解しているとかいないとかということじゃなくて、だれが

見てもこんな立派なものを人口割りでいったら、いいものをつくっていただいた。そ

れでまた、その建設に向かってご尽力された委員の皆さんに、本当にご苦労があった

なと。何ら否定するものじゃありませんけれども、その辺が市民とその２５億円とい

うのが、ひとり歩きしてしまう。別にサボタージュしているというんじゃなく、理解

度といいますか、その辺の相違じゃないかなと私は理解していますけど。私は立派な

施設だと、そういうふうに十分理解しておりますけど。 

会長   この内容からはちょっと反れましたけれど、どうですか、進捗状況について、

なぜこういうものは予算化されないんだとか、あるいはこの中で予算化されているけ

れど、こういう金額はどういう内容なのかとか、まだ時間がありますので。はい、杉

浦さん。 

杉浦委員   杉浦です。今未着手の部分に対して説明があった、園児数を見ながらと

か、２番ですね、それから２２番の児童数を見ながら着手をしていくかどうかを決め

るということは分かったんですけど、後の部分での未着手となっているのはどういう

理由から未着手になっているのかを教えていただきたいと思います。 

会長   説明できますか。 

総務・防災課参事兼統括主幹   未着手の事業が８つあるものですから、全部が全部

未着手の理由というところが把握されておりませんので、確認をいたしまして次回の

時に報告をさせていただくということで、会長よろしいでしょうか。 

会長   はい。いいですか。 

杉浦委員   はい、分かりました。 

会長   はい、磯部委員。 

磯部委員   磯部です。杉浦さんの質問と同じですけれども、未着手の２番と小学校

の統廃合ですね、２２番ですか、これについて市の方で今後どのような形でもって考

えているか。ということは、これから、当然幼児が減ってきますけれども、一番心配

しているのは、この蒲原地区で、西部・東部と二つに分かれているものですから、特

にお母さん方これからの子育ての中で、統合するということになりますと、庵原高校

もそうなんですけど短期間の間に決まってしまうということですけれども、実際には

行政の中である程度何年か統計を見てやっていることだと思うんですけれども、その
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辺の市当局の考え方がどういうふうになっているか、それをちょっとお聞きしたいで

すけど。 

総務・防災課参事兼統括主幹   総務・防災課山梨でございます。それもあわせて、

次回の時に回答させていただきます。 

折原委員   折原です。もうできてしまったこの市民センターのことについてなんで

すけど、ホールの音響に関してのことですけれども、かなり悪いです。どの業者がど

ういう意味であの音響のミキサーを購入したかどうか分からないですけれども、以前

の蒲原時代のミキサーというのは、音を高い、中ぐらい、低いというモニターという

ものがあるんですけど、その機械の性能はかなり低いものです。だから、どういう意

図でそのぐらいのレベルに下げたものなのか、そしてまたそのパネルがねじで止めて

あります。調整できないように。何で止めてあるのか分からないですけど、あの管理

しているところがすべて完成して、これで引き渡してもう完成しているんですが、ど

うしてああいうものになったのかどうか。だれが決めて、これでオーケーにしたのか

どうかということに関して、ちょっと伺いたいなと思いまして。いろいろなイベント

で、あそこのホールを使っているんですが、常々おかしいなと思って気がついたらそ

こに行き着きましたので、購入して安い金額でできたのはいいですけど、以前よりも

かなり悪い音響だと思います。 

会長   そういう指摘がありました。音響についても、審議会の中では、とにかく素

晴らしいものにしようということで、かなり注文をつけたんですけど、そういうこと

になっていますか。ちょっと、その辺についてはどうですか。すぐ回答できますか。 

総務・防災課参事兼統括主幹   総務・防災課山梨でございます。これも、仕様等の

こともございますので、建設当時のことを振り返りまして確認をさせていただきまし

て、次回に報告をさせていただきます。 

会長   しっかりした報告をお願いします。１０月に、あとでちょっと話をしたいと

思っているんですが、視察をしたいと思うんですけど、例えば視察の後にこういう宿

題についてはここへ戻って説明を受けるということもできますので、次回までにしっ

かりと調べてください。いいですか。何かありますか、支所長。 

蒲原支所長   この音響につきまして、よい、悪いの判断ですが、どんな基準で比べ

たらいいのか、ちょっとどうかなとは思っているんですが、こちらで要求されて、そ

れをどういうふうに受けて、どのレベルでつくりましたよという説明でよろしいんで
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しょうか。 

会長   一応私たちが注文したのは、今のレベルよりももっといい。今は余りよくな

いんだということで要望していますので、その当時の文化センターの音響も多分調べ

ていると思うんですよ、担当者が。実際に完成した時に、その内容を聞いて、それで

結局オーケーしているわけですから、やっぱり比較はしていると思うんですよ。その

辺の内容をしっかりと聞いていただいて、報告してもらうと。いいですか。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。もう４年ほど前の話になるかと思うんですけど、ホールにつ

いては総称して全体に受ける感じだとか、いすだとか、ホール全体の質的なものにつ

いては清水のテルサ並みを要望すると。一言で言うとそれが一つの基準というか、そ

れは何回も何回も出て、具体的にあれはこうしてくれ、ああしてくれといっても分か

らないので、あそこにも審議委員は見学に行きました。興津の交流館にも行った。そ

の中でやはりテルサ並みのものが欲しいなということで、それは完全にテルサ並みに

しますよというところまでは当然決めてはいないですけど、そういう要望という声は

強く出して進んできたなということを記憶しております。参考にしてください。 

総務・防災課参事兼統括主幹   会長、一つよろしいですか。 

会長   はい、どうぞ。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。音響という

ことなんですが、一口に音響機器なのか施設全体をとってですか。 

折原委員   機器です。 

総務・防災課参事兼統括主幹   音響機器ですね。 

折原委員   明らかに、かなり以前の蒲原時代のものよりも安いものです。設備も劣

っております。その設備のモニター一つ一つが変えられない状態でプラスチックのパ

ネルに全部ねじが止めてある状態です。そのねじをとってだれが調節できるか分から

ないですけども、それもできない状態のまま封印してある状態で、使いなさいという

状態になっているということだけ報告しておきます。 

会長   いいですか。そのほかありますか。はい、日野委員。 

日野委員   日野です。先ほどの未着手の件ですけれども、この２番と２２番は子供

の推移を見ながらということで納得したんですけれども、ほかの未着手についてはい

ずれ検討する可能性があるのか、どんなものなんでしょう。先ほどおっしゃったよう
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に神沢の公園整備事業というのは要望をしてないことだったけど挙がってきてしまっ

ているというようなお話を聞くと、この中の未着手というものの中にこれから着手す

るものがあるのかどうか。ずっと未着手のままなのかをちょっとお伺いしたかったの

ですが。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。先ほども言

いましたように、未着手の８事業につきましてはどういう理由で未着手になっている

のかということを調べまして、次回の審議会の時に報告させていただきます。 

会長   いいですか。少しは私の方から説明もできますけど、今日はやめておきます。

また調べて報告するということですので、以前の審議会の中でいろいろ話し合った内

容もありますので、またその時に話させていただきます。 

  そのほかありますか。はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。この項目の中で、推進中というものの中にも、例えば施

設の維持管理事業などというのはずっと継続して行われていくものなのかなという理

解はありますが、例えば、整備事業という項目があるんですが、その整備事業でも推

進中のものにつきましては完了年度があるのか、あるいは継続してずっとその事業が

行われていくものなのか、それぞれについて、大変ですけどもプリントで、口頭の説

明でなくてもいいので、「これはこういうふうなことだよ」と、「完了予定があるん

だよ」あるいは「これは事業として継続していくものなんだよ」と、そういうすみ分

けがもしあれば次回にでもお知らせいただきたいと思うんですけど。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。分かりまし

た。現在推進中であるものが、ある一時、１０年なら１０年たった時点で終わりです

よというのか維持管理費に要するようなものというのは、継続的に進んでいるかとい

うことでございますね。分かりました。次回に報告いたします。 

会長   整備事業についても、何年度で終わりという計画があるわけですね。お金を

かけていって、この整備事業は、例えば２５年度で終わりとか、いろいろそういうも

のもあると思いますから、そういうものが一覧表で出てくればいいということですね。

じゃ、そういうことでお願いします。はい、磯部委員。 

磯部委員   磯部です。主要幹線道路の整備で、５７番の蒲原日の出線改良事業です

けれども、推進中で１億３，４６７万円という数字が出ておりますけれども、裏の参

考資料の中では９，０００万円という数字が出ています。この辺の違いはどういうわ
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けですか。増えている分にはいいんですけど。 

会長   多分、移転費とか、いろいろ（「その内容について説明していただけるとあ

りがたいです。」と磯部委員が言う。）もとの新栄ダンボールの横の土地です。 

磯部委員   その内容について説明していただければ、ありがたいです。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。１９年度か

ら事業が始まっておりまして、その内訳を見ますと１９年度は３０５万５，０００円

ですか。これ、測量設計費ということで事業が進められております。２０年度の３５

０万円については物件の調査費。２１年度の決算見込みの中では、建物物件補償と物

件調査ほかということで５，１８６万９，０００円ということでありまして、本年度

についても用地の買収費と物件補償費ということになってございますので、予定より

も物件補償費あるいは用地の買収費用がかかっているじゃないかなということで予想

はされます。今のところ聞いているのは、そんなところでございます。 

会長   いいですか。そのほかありますか。 

  それでは、時間もありませんので、この問題についてはこれで終わりたいと思います

けども、 

総務・防災課参事兼統括主幹   会長、申しわけございません。１点、今の日の出線

の道路改修事業でございますが、その中で、当初蒲原町時代には４メートル幅員で工

事をされてきておりますね。それが幅員幅が８メートルに広がっているというのが大

きな要因のようですね。ですから、用地費と買収費ですか、建物の補償費それが上乗

せされているようです。以上です。 

会長   これをゆっくり見て、次回の審議会でも質問ができますので、今日で終わり

ということではなくて、また何か不審な点がありましたら出していただきたいと思い

ます。 

  それでは、この問題についてはこれで終わります。 

  次に、その他に入ります。その他の「蒲原病院の現状について」は先ほど終わりまし

たので、「蛭沢通線について」事務局から報告をお願いします。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。資料２をご

覧いただけるでしょうか。「蛭沢通線区間２について」という資料でございます。こ

れにつきましては、今月地元であります小金自治会に対しまして地元説明会を実施す

る予定で、担当課の方で９月以降に実施をされるということで伺っております。内容
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は、区間の廃止についての合意を得られれば、本年度中に県との協議を行いまして都

市計画の変更手続きをとりたいということでございます。 

  資料の地図の方をご覧いただきたいと思いますが、内容的には、神沢白銀線から海岸

管理用道路までの６０メートル区間を事業の変更によりまして区間廃止をしたいとい

うものでございます。以上でございます。 

会長   蛭沢通線についての説明がありました。何か質問ありますか。はい、草谷委

員。 

草谷委員   草谷です。この６０メートル区間というのは、この区間２という解釈で

よろしいですよね。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。この区間２

の部分を廃止する、計画を止めるということでございます。 

草谷委員   草谷です。その上ですね。線路側から漁業協同組合の用地、月決め有料

駐車場、そちらの区間の廃止ということではないんですか。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。そうではご

ざいません。その部分については計画どおり推進していきます。 

草谷委員   草谷です。以前からこの話が再三出ていると思うですけれども、これか

ら上の、今廃止になっていない部分においても、静岡市の方へと何回かここのところ

の、余りにもお金がかかるということで、廃止にしたらどうかという話も多々あった

と思うんですけど。これをそのまま、この都市計画道路を山側の方の道路まであてる

ということは、今も生きているという話ですけど、これを図書館側に持っていくとい

う案も確か出ていたと思うですけれども、その件に関してはどうなっているんでしょ

うか。 

会長   ちょっと話がおかしいじゃないですか。地域審議会の要望書で地域審議会が

小嶋市長に要望書を出しましたよね。この前第２回の時に皆さんに説明させていただ

きましたけども、ここに主要幹線道路の整備ということで、蛭沢通線の整備というこ

とで要望しているわけですね。これはやめてほしいなどという話を地域審議会ではし

てないんですよね。 

草谷委員   草谷です。やめてほしいんじゃなくて、こちらの方へ以前ずらしてほし

いという話が、昨年度出たという認識で自分はいたですけど。図書館側にずらすと、

この都市計画道路を、という話もあったような記憶が私はあるんですけれども。 
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会長   それは、地域審議会の総意としてはありません。そういう意見も中にはあっ

たんでしょうけど、地域審議会は都市計画決定されている蛭沢通線については、災害

時における市街地からの神沢白銀線への緊急避難や、農業公園等への観光の利便性な

どの南北の交通の便としてＪＲをまたいで神沢白銀線と直結道路として整備してほし

いということで。ですから、都市計画道路のまま図書館の方へとずらすという話はし

てないんですね、審議会の中では。寺門委員、審議会の中ではそういうことでいいん

ですね。 

寺門委員   寺門です。都市計画が決まっているものをそのまま実行しようという形

の中で、ＪＲをまたいでいくことができるか。それから、バイパスまでつなげること

ができるかという話し合いもしていたと思うんですよ。だから、この２号案、６０メ

ートルがバイパスをまたぐまでいかないということの理解でよろしいですよね。だか

ら、この区間を廃止するよという提案を地域の会合で説明するという形。了承を得れ

ばそういう形にしたいよということ。審議会としては、もともとある都市計画に対し

ての推進をしていこうという形の中で話し合いが進んでいったと思います。 

草谷委員   草谷です。分かりました。ちょっと自分が思い違いしていたところがあ

りまして申しわけありません。じゃ、そのままの都市計画道路で地域住民と話し合い

を持っていくということですね。 

総務・防災課参事兼統括主幹   清水区総務・防災課山梨でございます。私どもが伺

っている内容ではそうでございます。この２区間の部分の計画変更をすることについ

ての地元説明会を実施するということでございます。 

草谷委員   草谷です。そういう自治会とのやりとりも結構ですけど、我々由比漁業

協同組合の土地も入っているものですから、我々も説明会の中へと入れていただきた

いんですけれども、よろしくお願いします。 

会長   そういうことで、説明会の時には出てくださいということで。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今の話が混線してしまうと、まとまる話もまとまらなくなっ

てしまうんじゃないかなと、今ちょっと聞きながら心配したですけど、あくまでも全

体の線というのは都市計画路線として計画は生きている。ただ、今の話は区間２とい

うバイパスとつなげるという、そこの６０メートル部分については、これは廃止する

というだけの話で、計画として残っているこの部分については、途中審議会でも、道
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をもう少し変更した方がいいじゃないかとかいう意見は出たけれども、今はどこを通

るのがベストかということよりは、要は、この蛭沢通線を実際に実現させていくため

には費用対効果で非常に難しいというか、行政の方から「これはもうだめだよ」とい

う答えが、この辺までも出るかのような状況にあるわけですよね。だから、その時に

審議会では、説明が出た時に単に費用対効果でこれ難しいとかじゃなくて、絶対これ

は必要だからということで粘って要望を撤回してないし、ぜひやってくれということ

で要望を出してある段階だと思うんですよ。ですから、私の認識では、今この道を当

初の都市計画道路の予定しているところからちょっとずらすなどという話よりは、気

持ちは分かりますが、それより何しろここに一本、多少ずれたとしても必要なんだと

いうことを粘り強く主張していくことの方が大事かなというふうに思います。 

会長   今までの地域審議会の議論はそういう内容でした。 

  そのほか、この道路についての質問・ご意見ありますか。鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。すみません。区間２を廃止するという話は、昨年以前にはま

だ出ていなかった話ですよね。 

会長   いや、出ていました。 

鈴木委員   正式な形では出ていなかった。 

会長   市長に要望していく時に、要望書の内容の中でバイパスまでつなげるか、あ

るいは先ほど言った神沢白銀線のところまででいいだろうという二つの意見がありま

して、審議会の中で話をしてバイパスまで直結つなげるというのは、非常にお金がか

かって無理だろうと。とにかくＪＲをまたいで蒲原の真ん中に一本道を通そうと。そ

のために、バイパスまで行くじゃなくて神沢白銀線までにしようということで、この

文書の中には神沢白銀線までということで要望を出しました。ですから、地域審議会

の議論の中ではそういう議論もしました。いいですか。そのほかありますか。 

  あのね、バイパスまでという意見も出たんですよ。だけど、ここにも書いてあるよう

に神沢白銀線と直結する道路として整備してほしいということで、要望書にはそうい

う内容で入っています。 

  では、この問題についてはこれで終わります。 

  次に、タウンミーティングの中でも出まして、市長の方から答弁もありましたけれど

も、出ていない人もいるということで、打ち合わせの時に再度報告してほしいという

ことで、次の「新蒲原駅西側ガードの安全対策について」ということを、もう一回、
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あの時説明した内容で結構ですから説明してください。 

区政課長   区政課の増田でございます。それでは、お手元に配布させていただきま

した横長の図面をご覧いただきながらお聞きいただきたいと思います。 

  まず、この事業は合併建設計画の中で、新蒲原駅前ガード周辺改良事業調査という位

置づけになっております。市の道路整備第３課と都市計画課に状況等の確認をしてま

いりましたのでご報告いたします。今回対象の東小学校駅前線の新蒲原駅西ガード下

道路の拡幅につきましては、蒲原町時代から懸案となっており、検討されてきたとい

うことでございます。まず、現況のガード下道路を拡幅する方法ですが、鉄道施設へ

の影響を抑えるためにガードの橋梁部分の改良工事が必要になります。これにつきま

しては、現在の路面より１メートル以上低くすることになります。この方法によりま

すと、県道富士・由比線にすりつけるために、県道の路面を下げる区間が約１００メ

ートルに及ぶことになりまして、この区間の道路とカーブ等に段差等が生じてしまう

ということになります。また県道の路面の高さを現状のままにいたしまして、この東

小学校駅前線に接続する場合、ガード下が急勾配になってしまうということから、非

常に困難性があるということで整備されてこなかったということでございます。さら

に、同じく蒲原町時代にも検討されてきました方法といたしまして、新蒲原駅の東側

あるいは西側いずれかの鉄道下にボックスカルバートを埋め込みまして、これトンネ

ル方式になるんですが道路を通すという案があります。これも県道とのすりつけによ

ります近隣家屋等への影響が生じてしまうということで実現に至っていないというこ

とでございました。なお、歩行者に限定した場合の方法といたしましては、歩行者用

通路をガードとは別の箇所の鉄道下、これは東か西側どちらかになると思いますが、

ここに新設する方法であれば、階段とかスロープによって高さの調整ができるように

なりますので対応が可能と考えられるということでございます。この歩行者対策とい

たしまして、先ほど会長さんからもお話がありましたが、先般８月２９日に当蒲原市

民センターで開催されましたタウンミーティングの際、地元の皆様からご提案のあり

ました県道をまたぐ既存の歩道橋、これを新蒲原駅の東側の方に移しまして、駅ホー

ムとつないで改札口を設けるという方法がご提案されました。これにつきましては、

市の都市計画課によりますと、当然ながらＪＲ東海との協議が必要でありまして、構

造的に可能であるか否かを今後検討していくという回答がされたと思います。また、

改札を設けるにつきましては駅施設の改修が伴います。あるいは、人員配置等のこと
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につきましてもＪＲ東海の考え方が当然あるかと思いますので、いずれにいたしまし

てもＪＲ東海との協議が必要ということでございました。以上でございます。 

会長   ただ今新蒲原駅西側ガードの安全対策についての説明がありました。何か質

問ありますか。ありませんか。 

  ちょっと、一ついいですか。歩道橋を東にもってくるんですね。歩道橋とそのままの

高さでホームへと入れるようにするということですか、考え方としては。 

区政課長   区政課の増田です。そこまで具体的に、都市計画課の方からはお話聞い

てないですが、これは想像ですけれども、今会長さんがおっしゃられたようなことだ

と思います。 

会長   ホームの方に改札を造って、駅員をおいて、そこから入れるというような考

えですか。 

区政課長   そこに駅員が実際に置かれるかどうかというのは、ＪＲ東海さんとの話

し合いが必要になるかと思います。 

会長   そういうことでいいですね。稲葉委員。 

稲葉委員   過日、タウンミーティングの時の連合自治会からの要望、３件あったう

ちの一つがこのガードの問題ですけど、これは一応天王町自治会が代表して要望を出

しました。そこは１案と２案があって、ちょっと整理をしますとね、１案というのは

今の歩道橋はそのまま活かして、県道をまたいだ南側のところを上り線のホームに延

長してドッキングさせてしまうと、そしてそこに仮の改札口を造るという一つの方法。

それが一つです。二つ目の案というのは、今歩道橋の話からきたんですけど、そうじ

ゃなくて、現在の改札口、地下道っていうんですか、ありますね。そして改札口を入

ると下り線のホームに上る階段と、上り線のホームに階段がある。その突き当たりが

壁になっているんですが、そこをぶち抜いて県道の方にすぐ出られるようにしてほし

いという案ですね。県道に出ると、今度県道から向こう側に渡るのには今ある陸橋を

渡らなければいけないので、またガードを横切ることになってしまうから、その歩道

橋を東側に移設をしてという案ですね。ですから、二つ目の案というのは、その歩道

橋を東側に移設してホームに直結するということではなくて、今の改札口から県道側

の壁をぶち抜いて、すぐに県道の方に出られるような改札口をつけたらどうかという

ふうな、この１案、２案とも一番本当のところは、ガードを拡幅して歩行者もきちっ

と安全に通れるようにといういろいろなことがあるんだけど、先ほどの説明のように、
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一向に難しいことばっかりで、安全が保たれない。今、まず歩行者を安全にするため

にどういう手があるかというところだけに絞って、素人ながらこういうふうな二つの

案を出した。当然、そういう考え方からいけば、もっともっと専門家から見ればいい

案というのは出てくるかと思うんですけど、とりあえずそういう素人案ですが、そう

いうことでこの前はタウンミーティングで連合自治会の方から提案させてもらったと

いうことです。 

会長   そうしますと、今の改札口を通って、県道の方の改札口を通って向こうへ行

くわけ。そうすると入場券出さなければいけないということ。改札口があるわけでし

ょう、そこ通るわけでしょう。ということは、お金を払って通るってことですよ。 

稲葉委員   ＪＲを使う人だけじゃなくて、単にあそこを横断して東小学校の方に行

きたいとか、そのためには、その辺は電車に乗るための通路と、歩行だけの通路とか

その辺の知恵は、そこまでははっきり言っていませんけれども。やり方によっては両

方可能じゃないかなと思います。 

会長   前回の審議会で話し合った内容は、富士川の駅と同じふうに階段を上へやっ

て、ホームは今度は上から降りると。あの道路はぶち抜きにして、一般の人達が通る

というふうな考えが蒲原町の議会の時に出たですね。ただ、そうすると、駅の改造を

しなければならない。だから小嶋市長も、そういうふうにバリアフリーで階段を上が

るのは大変だと。だからエレベーターを造ったりしようじゃないかという話も出てい

たので、そういうのもあるんじゃないかという気がしますけれど。 

稲葉委員   ですから、ＪＲの駅そのものを大改造して富士駅並みにするとか、いろ

いろな案はあると思うんですが、いずれにしても、十数年というのか一向に何にも進

んでいないという、このままでいいのかということで、最低限歩行者（不明）でもと

いうことで案が出ている。ですから、これを一つの起爆剤にして、この前市長からも

バリアフリーという話も出て、それらを含めた中での企画計画を検討していきたいと

いうことも出ていましたので、具体的にこういう形っていうことは決めなくても、そ

の方向に向けて一番いい形のものを設計してやっていく必要があるんじゃないかなと

いうふうには思います。 

会長   そのほか。４時過ぎましたけれども、もう少し話があれば出してください。 

山本委員   山本です。今の新蒲原駅ですけど、こちらの合併建設計画関連事業７０

番がその新蒲原駅ですよね。（「そうです。」と須藤会長が言う。）こちらの予算が
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全然計上されていないんですけど、もう一つついています参考の方の山崎町長時代の

ものには、平成１８年から２４年に事業年度としてここに掲載されていまして、予算

も１，０００万円ですか、とってありますよね。市の方では、そういう調査とか、今

出たようなお話というのをまとめあげていくのに、ここに数字としてやっていってく

ださるという方向にいるんですか。 

会長   実際には予算がついてないと、動いていないと。 

山本委員   ここに、内部検討中とありますから。 

会長   ですから、去年と今年、２年間で、これじゃだめじゃないか。だから要望書

として、ここの改革を急いでほしい。ただ、今までの蒲原町のいろいろの議論の中で

は、あそこの拡幅は無理だと。あのガードを広げるのというのは無理だということな

んです。 

山本委員   いろいろな案が、先ほど稲葉委員もおっしゃったように幾つかあります

し、先ほども言われましたけど、専門家がお考えになればもっといい案も出てくるだ

ろう。それにはやっぱり、調査という項目でもって計上してもらわないことには、幾

らここで言っていても先に進まないので、そこを市の方もどのように考えていてくだ

さるのか。近いうちに、もう来年度には早速予算として組みますという方向でいらっ

しゃるのか、それともまだまだ先のことなのか。 

会長   その点はどうなんでしょう。 

区政課長   区政課の増田です。先ほど蒲原町長さんが、お約束された一覧表の中に

は、この新蒲原駅前ガード周辺改良整備事業調査ということで１，０００万円、平成

１８年から２４年というふうにうたっております。ここはまさに調査をするという形

で現在進めておりまして、今回タウンミーティングでも市長がお答えいたしましたと

おり、今後検討していくということでございますので、２４年度までにこのとおりに

いけば、調査費が計上されていくんではないかと思います。これにつきましては、所

管課の方に皆様のご要望もお伝えしながら確認をしてまいります。 

会長   そういうことで、まず調査費がつかないと動いていかないということですか

らね。予算がつかないと。じゃ、またそれもよろしくお願いします。 

区政課長   分かりました。 

会長   はい、小西委員。 

小西委員   本当に要望です。先ほど十数年、何にも変化がないということですが、
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十数年じゃないです。私の父親が昔区長をやっていた時代ですから３５年か３７年前

です。当時の地権者の同意は、ここ井上さんという人と光蓮寺さんと、それから３人

かな。地権者の同意を得て、何度もこのことを陳情しました。当時は国鉄だったかＪ

Ｒだったか、それでもまだ昔のままで。私、孫を連れてここを歩くんですけど大変危

険ですからね、ぜひ私の目の黒いうちに、何とか頑張っていただきたいと要望したい

なと思っています。３０、４０年近い地元民・・。今天王町から出たと言いましたけ

ど、当時八幡町の方から地権者がいたものですから、長野さんも関わっているはずで

す。そういう人たちの同意も得て、陳情したんですけどできなかった経緯があったん

です。何とかしてもらいたいです。よろしくお願いします。 

会長   これは、みんなでしつこく言って、実現を。はい、寺門委員。 

寺門委員   そのとおりですよ。看板があるところの地権者は井上さんですよね、あ

そこを開けてもらいたいという交渉もしていたのは分かっているんです。それで一時

期、審議会の中でも歩道を造るにおいて、３年ぐらいかかるといっていましたね。そ

ういう話が出ましたよね。３年間、あそこストップしてしまうと。それでもいいのか

という話になってしまって、確かそういう話だったです。２年半から３年ぐらい。議

事録見れば分かると思いますけど。そういう話が出て、「そんなにかかるのか」とい

う話で、要するに、今出てきた天王町の小林さんから発表してもらったこの案が、何

とかこういう形でいいなって出てきたということは、前向きな形で、一歩市の方でも

考えていただいて前進していただきたいなと思っています。みんな困っているんです

から、とにかく。よろしくお願いします。 

会長   じゃ、この問題についてはいいですね。これで終わりたいと思います。 

  「その他」の議題については以上で終わりになるわけですけど、続きまして、次第４

のその他。審議委員の皆さんから「その他」について問題提起とか、今こういう問題

があるという話があれば出してください。ありませんか。 

  今日は病院の問題もありましたのでかなり時間を食いましたけど、今後、建設計画以

外のことでその他の問題であれば出していただいて、審議会の中で検討するというこ

とをやっていきたいと思いますので、今日はなければないでいいですけれど。よろし

くお願いします。 

  当局の方から何かありますか。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。「その他」ということで、庵原高校跡地の話についてなんで
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すが、前回、審議会の中で、こういうふうな検討委員会でまとめて、タイミングを見

計らって県に出していきたいというようなことでお話したんですが、清水区長等と相

談しながら庵原高校跡地利用検討委員会でまとめた要望というか絵が、余りにも具体

的に各分野、行政の縦割りからいくとすべてのところに関わるような要望の仕方とい

うか、そんなふうになっているものですから、いろいろこれから県に行くにしても、

じゃ、この蒲原からの要望をどこが主管課になるかという話になった時に、３６０度

めぐってしまっていて、とてもこれでは成るものも成らなくなる可能性があるという

ふうな助言もいただきまして、当面は細かなことは抜きにして、要は民間とか企業用

地として県が売却してしまうことのないように、公益的なことのために使ってほしい、

生かしてほしいという要望だけにとどめていくのが一番賢明だろうというのが一つ。

それから、そのタイミングについては、今、県の教育委員会もどこも、何にも跡地と

いうふうな言葉の中では検討を一切していないので、あまり先走って、早くに手をつ

けていくというのは賢明じゃないということで。まだ３年後ぐらいの話ですから、平

成２５年度から廃校になるわけで、その１年ぐらい前からジャブを打ちながら基本的

な考え方を出していくくらいでいいんじゃないかというふうな調整をしていまして、

ちょっと県の様子を見ながら出していこうかということで、今、自治会の関係は考え

ております。この前話したより要望書を出すとかというペースが、少し様子を見なが

らずっと、２年かそのくらい後ろにずれる可能性がありますということだけお知らせ

しておきます。県への要望、内容それからタイミングについて非常に難しいところが

あるなと、慎重に進めていきたいなということだけお知らせしておきます。以上です。 

会長   そのほかありますか。 

蒲原支所参事   それでは、事務局の方からお願いがあります。次回の地域審議会で

すけれども、１０月の中旬ごろ予定をしたいと思います。次回は、合併建設計画関連

事業の視察を予定しておりますけれども、昨年は静岡市内の城北浄化センター、沼上

清掃工場の視察を行いました。今年は、先ほどの合併建設計画の関連事業の一覧にあ

りましたように蒲原地域における、その合併建設計画関連事業の視察を行いたいと思

いますけれどもどうでしょうか。ほかに希望があったらここでお聞きしたいと思いま

す。それから、日程につきましては１０月１４日、また２１日の午後を予定したいと

思いますけれども、予定の方をお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

会長   打ち合わせの中で、特に今回１５名中９名の方が初めてだということで、建
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設計画の中の事業を視察した方がいいじゃないかということも話に出たですけど、や

はり皆さんの意見を聞いて視察の場所を決めようということにしましたので、何かご

意見があったら出してください。前回、清掃工場を見たというのは蒲原町のごみ処理

が終わって、今度は静岡の方に行ってしまうということだったものですから、そちら

の処理場を見ようということで向こうへ行ったんですけれど。皆さんの要望があれば

出していただきたい。いいですか、関連事業の現在やっているような内容、この蒲原

地域内の事業の内容を見て回るという視察でいいですか。よければ、そうしたいと思

いますけれども。今後の地域審議会の議論の中で、見ておけばいろいろ参考になると

思いますので、そういうことで視察を組みたいと思います。いいですね。 

  それから、日程ですけれども、１０月１４日または２１日の午後ということで、一応

事務局の方は考えているようですけど、何か都合がありますか。１４日まずい。じゃ、

２１日は。ほかどうですか。そのほか日程的にありますか。 

  それじゃ、１４日と２１日、お二人さん都合が悪い。できれば全員参加で視察したい

と思いますので、時間的なことも含めて、例えば２１日だと午前中ならいいですか。

そういうことも含めて、また検討しまして実際の視察の日を通知したいと思います。

時間も含めて。いいですね。 

蒲原支所参事   それでは、次回の日程につきましては改めてお知らせしますけど、

今の審議会では、皆さんご都合のよろしい２１日の午前中ということで進めていきた

いと思いますので、とりあえず予定の方は押さえておいていただけたらと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

会長   それじゃ、日程が決まりました。そのほか何かあります。ありませんね。 

  特にないようですので、これで本日の議事はすべて終了しました。 

なお、本日の会議録の署名は名簿順に、宇佐美委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第３期第３回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。長時間、

ご苦労さまでした。 

（午後４時２０分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


