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第３期第５回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２２年１２月１６日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階 Ａ・Ｂ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、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、小西委員欠席） 

（関係課）荻原生涯学習推進課参事兼統括主幹、今井生涯学習推

進課参事兼統括主幹、池田分権・広域政策課副主幹                                                                                

        （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、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、杉山主幹 

４ 議 事    

 （１）生涯学習交流館ホールの音響設備について 

 （２）合併建設計画関連事業進捗状況について 

    ・地域審議会の質問事項について（第３回） 

    ・合併建設計画蒲原地区関連事業に対する質問事項について（第４回） 

 （３）その他 

５ その他 
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石切山参事   少し早いですけれども、ただいまより第３期平成２２年度第５回静岡

市蒲原地域審議会を開催いたします。本日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとう

ございます。 

  初めに報告いたします。本日は、片瀬委員、小西委員、この２名の委員から欠席の連

絡がありました。現在１３名の委員が出席されておりますので、会議は成立しており

ます。 

  それではまず、資料のご確認をお願いしたいと思います。 

  最初に、本日の次第、それから本日の説明の資料となります特に資料ナンバーはふっ

ておりませんけれど住宅地図のセット、それから資料１と書かれております合併建設

計画蒲原地区関連事業等と書かれているＡ３の資料となります。皆さん、お手元にご

ざいますでしょうか。 

  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。須藤会長よろしくお

願いいたします。 

（須藤会長あいさつ） 

会長   皆さん、ご苦労さまです。 

  急に寒くなりました。ことしもあと少しで終わろうとしています。第３期の審議会が

スタートして半年がたちました。この審議会の特徴は、新人の方が９人委員として出

ているということもありまして、今まで特にその新人の方にいろいろやっていただい

て、今までいた人と同じレベルで物事に取り組んでいこうということもありまして、

審議会がどうすべきか、あるいは、審議会の目的は何か。それから、審議会が１期、

２期と続けてきたわけですけど４年間。じゃあ、その４年間の中でどういう取り組み

をしてきたのか。そういうことも皆さんにいろいろ説明してわかっていただいたと思

います。その中で、審議会の目的の中の建設計画、これについていろいろと理解して

いただこうということで、今までの経過、それから今どういう問題が残っているのか、

あるいは、既に実施されてきた対応とか、あるいは、今後取り組んでいくところとか。

そういうことで蒲原地域を視察してもらいました。それで、多分今回でそういうこと

は終わると思いますけれども、３回目のときの質問事項、それから３回目から４回目

の視察までの間に、何かご質問ありますかということで出していただいた内容の回答

というものを、きょうこの審議会でさせていただきます。 

  ただ、この建設計画というのは、５年前に静岡と話し合って決めた内容です。それか
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ら５年たつ間に世の中も動いていますし、蒲原地域もいろいろな問題を抱えてきまし

た。建設計画に出ていない内容も、この審議会の中で話し合って市長に要望を出して

おります。例えば、庵原高校移転跡地をどうするんだと。また、こちらの新センター

へと役場が移ったということで役場跡地はどうするんだというような内容等、この審

議会で話し合ってきました。今後の問題になりますけれども、やはり建設計画の進捗

状況等は非常に重要なことでありますから、なお続けていきたいと思いますけれども、

今、蒲原地域で問題になっている内容等も皆さんから新しく問題を提起していただい

て、今後それをどうしていくかということもぜひやっていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  この蒲原地域に住んでよかったという地域にするために、なお一層の皆さんのご協力

をよろしくお願いします。以上です。 

石切山参事   ありがとうございました。 

  それでは、これから議事に入りたいと思います。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。よろしくお願いいたします。 

会長   それでは、これから議事に入ります。 

  議事につきましては、次第に沿って進めたいと思いますけど、その前に、皆さんにお

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。ご協力お願いします。 

  まず、議事の「（１）生涯学習交流館ホールの音響設備について」これは、第３回目

の審議会のときに折原委員のほうから出された内容ですけれども、ホールの音響がか

なり悪いと。だれが決めてこれでオーケイしたかということも聞きたいというような

内容もありました。それについて担当が出席してくれていますので、その内容の説明

をよろしくお願いします。 

荻原生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。よろしくお願いします。 

  ご質問の中で、ホールの音響が悪くミキサーの性能がかなり低いということと、ミキ

サーのパネルがねじで留めてあるために調整できないというご指摘がございましたの

で、その件についてお答えいたします。ミキサーの性能についてですけれども、まず

性能が低いということではなくて、基本的な性能はすごく高いです。金額的にも以前

の機械よりも価格の高いミキサーが入っています。ただ、新旧のミキサーの基本性能

にほぼ差はないですけれども、大きく違うのは入力系統の数でして、以前のミキサー
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は入力がモノラル２４系統といいまして、例えばマイクですと１６本ぐらい使えるも

のだったのが、現在のものは８本ぐらいまで使えると数が違います。入力できる数が

違います。それから、イコライザーの調節つまみといいましてイコライザーというの

は周波数ごとに音量を調節するものですけれども、そのつまみが、以前はハイ、ロー、

ミドルの３種類あったものが二つになったという違いがありまして、これらが大きな

違いです。 

従いまして、性能が低いというよりも、細かい調整がしにくいというふうに解釈を

させていただいてご質問にお答えします。まず、ホールが多目的に使用することが前

提になっていますので、実際にコーラス、それから太鼓の練習、日本舞踊、詩吟、ダ

ンスなどの発表会とか講演会などに一番よく使われているという事実がございます。

それから、本格的なコンサートなどは機材一式を持ち込んでやることが以前も多かっ

たと。それから、ホールの利用者みずからが音響装置を使って発表なりをしなければ

ならないという、これらのことがありましたので、以前のようなプロが使うような横

幅が１メートル２０センチぐらいのつまみが１００個以上あるようなものはちょっと

普通の方には使えないということで、使えるものにしようということを前提にしてシ

ンプルなタイプのミキサーにしたものであります。それから、パネルがねじで留めて

あって調整ができないということに関しましては、調整はできるようにいたします。

調整する場合は、館長にいっていただいて、もとに戻すということを前提に調整をし

ていただくということにしたいと思います。よろしくお願いします。 

会長   以上ですか。 

  ただいま、交流館の音響設備についての説明がありました。質問がありましたらどう

ぞ。 

  折原委員。 

折原委員   折原です。特に質問ありません。その回答で十分納得いたしました。多

目的に使われているために、一番重要視している一番使われるものをメーンとした音

響としたということで、あえてシンプルなものにしたということで了承いたしました。

ありがとうございます。 

会長   いいですか。はい。 

  そのほか、今の説明に対して何か質問ありますか。 

  なければ、次に進みたいと思います。いいですね。 
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  続きまして、「（２）合併建設計画関連事業の進捗状況について」を議題といたしま

す。 

  これは、第３回の審議会で出されました質問についての回答と、それから第３回から

視察までの間に、特に建設計画の内容について、その前に詳しい説明がありましたの

で、それに対する質問があればあらかじめ出してくださいという要望に対しての質問

が出ておりますので、それについての回答ということで二つの内容の説明になります。

ただ、両方とも関連している建設計画の事業についての回答ですので、一括して説明

をさせていただいて質問があれば受けたいと思います。 

  それでは、説明のほうよろしくお願いします。 

清水区総務・防災課長   清水区総務・防災課の広瀬と申します。よろしくお願いい

たします。今、会長のほうからお話がありましたように次第では第３回、第４回の質

問事項ということでわけてありますが、一括して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。 

  それでは、申しわけございませんけど、座って説明させていただきます。 

  それでは、お手元の資料ナンバー１の合併建設計画蒲原地区関連事業等、この資料に

基づいて説明させていただきます。 

  まず１ページのこの見方ですけれども、ちょうど中央から右側に状況という欄がある

かと思います。これに推進中、未着手、あるいは完了、一枚めくっていただくと内部

検討中と、このような状況が書かれております。本日、未着手、あるいは内部検討中

というものについて、どういう理由でそういう状況になっているかということを説明

させていただきます。まず、全部で７４事業ございます。そのうちの５１推進中と完

了というものを合わせると、８ページの最後ですけど推進中と完了と、これが５１件

ということで、件数ベースにすると６８．９％の進捗というように見ていただきたい

と思います。それらの事業費については約６３億８，０００万円ですよと。投資して

やっておりますということで、先ほど言いましたように未着手８、内部検討中１５、

これらの事業について報告させていただきます。 

  それでは、すみませんが１ページお戻りいただきまして、ナンバー２の「蒲原東西保

育園統合事業」これにつきましての未着手理由とあるわけですけど、これはページを

めくっていただいて２ページ、裏面ですね。裏面の２２の「蒲原東西小学校統合事

業」これとちょっと関連でお話させていただきます。まず、東西保育園統合事業につ
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きましては、今後、国の幼保一体化の動きを見ながら検討をしていきたいというよう

な保育課のほうの回答でございました。これに伴って、小学校の児童についてはナン

バー２２、蒲原東西小学校統合事業です。今、市立小・中学校の適正規模、あるいは

適正配置等について審議会を設置し、平成２３年度、２４年度の２カ年でまず検討を

行う予定で、その中で課題となる小規模校、あるいは大規模校というものについて具

体的方策を検討すると。統合が計画された場合は、その時期等について地域住民と協

議を重ねながら検討していきたいということでございます。 

  すみません。１ページに戻りまして、次に１２番「介護予防拠点施設運営事業」この

未着手の理由として、合併後の市の介護予防拠点としては、蒲原地区には老人福祉セ

ンターがあるので、既存の福祉センターを活用していただくことがまず前提として考

えていただきたいということでございます。合併前に、取得したこの土地については、

現在全庁的に活用の方策を探っていると。有効利用を図っていきたいと考えているで

すが、現在、利用方針は定まっていないという状況でございます。この土地の所管に

ついては、高齢者福祉課が今現在所管しているということでございます。 

  次に、裏面の２ページの２３番「学校給食施設統合事業」について内部検討中で、現

在蒲原地区には小学校２校、中学校が１校で、合わせて約１日１，０００食の給食を

単独調理方式で提供しているということでございます。西小学校が昭和４１年、蒲原

中学校が昭和４８年、東小学校が５６年と古い施設であるが、比較的メンテナンスが

いき届いているので、現在大規模な改修は実施する必要はないので、当面は今のまま

で行われていくと。ただ、今後、蒲原地区と由比地区を一体として検討していきたい

ということでございます。ちなみに、由比地区については、給食センター方式を現在

やっております。 

  次に３ページの２９番「公共下水道整備事業」これについては、現在内部検討中で、

検討内容については、公共下水道と合併処理浄化槽とのコストの比較、公共下水道事

業で採算性についての検討を現在進めているようです。ちなみに今年の９月、あるい

は１０月ぐらいに、蒲原地区を対象に下水道整備についてのアンケート調査を実施し

ております。現在下水道計画課で集計中ということで１月中には結果についての公表

ができる予定で今進めておりますということです。例えば、ここにも書かれておりま

すけど、仮に公共下水道整備するというような場合は、法手続きや現在事業認可を受

けている地区を整備してからとなるということで、当面は、ここ数年ではちょっと難
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しいかなというようなことでございます。 

  ３２番「神沢地内公園整備事業」未着手ということでございますが、これについては、

前期の委員さん、第２期の委員さんの中で話し合われまして、平成２０年９月１６日

の地域審議会において蒲原地内公園整備事業については、要望しないということで、

一応事業等の中には載せてありますが、これについては地域審議会としては今後要望

していかないということで、一応この中では削除というような考えでいていただきた

いと思います。 

  次に、３７番「第１水系配水池改良工事」これが内部検討中で、検討の内容につきま

しては、第１水系の配水池というのは蒲原地区善福寺ですけど、ここに三つの配水池

がございます。そして、それについての耐震性、あるいは配水計画を検討した結果、

二つの配水池があれば対応可能というような結論が出ているので、平成２６年度に予

定しております第１浄水場の更新工事完了後に老朽化したその配水池一つを廃止する

ことを進めるというような検討中でございます。 

  次に、３８番「第２水系沈殿池改良工事」これについてもやはり内部検討中で、内容

につきましては、第２水系施設ということで、蒲原の西部地区堰沢川を水源とすると

ころでございます。平成２１年度に第２浄水場のろ過器等の改良工事を、この建設計

画には載ってはいないわけですけど、約１億１，５００万円かけてやっております。

この事業名が沈殿池というところをとらえているというなかで、当該沈殿池を含めた

中で平成２７年度以降の整備計画に反映させたいということで、第２水系というよう

な広い範囲でとらえて、今後整備していきたいということでございます。 

  ４０番「新規水源確保対策事業」これも内部検討中でございます。これにつきまして

は、第１浄水場が平成２６年度に更新工事を完了する予定でそれらも含めた中で、蒲

原西部地区への送水機能を強化するよう検討していきたいということでございます。 

  ４ページ。 

会長   いいですか、このぐらいのスピードで説明していって。いいですか。もっと

ゆっくりでいいか。いいですか。言ってください。 

清水区総務・防災課長   次に４ページの４４番「公営住宅改築事業」、この４４番、

４５番は、公営住宅ですけど、公営住宅分と教職員住宅分と分かれてございます。４

４番の公営住宅分については、やはり未着手というとこれについて１８年度に決算額

が載っているけれど、どういうことかというとこれは大沢荘、神沢にあるんですけど、
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このＢ棟の外壁塗装工事を平成１９年の３月に完成しているのでここに決算額が載っ

ております。そして、なぜ未着手としてとらえているかというと、静岡市全体をとら

えて、市営住宅整備計画を今策定中で、そのような意味で計画がまだ未着手ですよと、

策定中ということで未着手というような状況にさせていただいているということでご

ざいます。市全体をとらえて今後進めていきたいと。 

  次に４５番「教職員住宅」につきましては、旧清水地区の教職員住宅の平成１８年廃

止に併せて、蒲原地区においても今後廃止をしていきたいということで、平成２１年

度はひかり荘のＢ棟を解体、ここの跡地については現在管財課へ所管替え。わかば荘

についても解体し、ここは入札にかけたが、売り払いには現在至っていないというこ

とです。はるみ荘、図書館の隣ですけど、跡地は市の駐車場として利用を決定してい

くということで生涯学習推進課でございます。さかえ荘については２２年度に解体予

定で、跡地の利用方法を関係課と協議中ということで、はるみ荘の跡地は市駐車場と

いうことですので、生涯学習推進課が見えておりますので、この辺の進捗状況を説明

していただけますか。 

荻原生涯学習推進課参事   生涯学習推進課の萩原です。はるみ荘跡地については、

ここに集中して建てました市民センター、それから図書館の共同の駐車場として利用

できるように現在整備中でございます。１２月１日から来年の２月２８日までが工事

期間となっています。現在は、現地をならして浸透桝を埋めている工事、それから外

側に見切りというコンクリートをつくる工事だと思いますけれども実施中で、でき上

がりますと普通乗用車が４２台分、それから夜間用の照明が回りに５カ所つく予定で

す。イベント等での利用を考えまして中央への照明はつけないでおきました。工事期

間が２月末までですから、年が明けると舗装工事に入って２月末までにはでき上がる

という予定でなっております。 

清水区総務・防災課長   それでは次に５ページをお願いします。４８番「海洋深層

水利用の可能性調査」については未着手ということで、未着手理由としましては、事

業の優先度などから未着手であるというのが大きな回答でございまして、これについ

ては、今後もなかなか着手するには難しい状況であるというような回答でございます。 

  ４９番「神沢農道整備事業」これは内部検討中ということで、畑地帯総合整備事業に

よる基盤整備地区と市街地と結ぶ南北道路ということで、２１年度に蒲原地区農道基

本計画策定業務を実施した中で、用地や建設発生土等の課題が判明したということで、
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コスト縮減ができるような道路計画の業務委託を現在実施し、検討していく予定とい

うことでございます。 

  次に６ページの５４番「まちなみ修景事業（旧東海道蒲原宿内）」ということでござ

いますが、これはまちづくり関係団体への活動補助ということで、平成１８年度から

２０年年度まで３０万円の補助がありました。これは、蒲原宿まちなみの会に対し補

助を行ってきました。この補助は市の景観形成助成金交付要綱というものに沿って補

助してきましたが、この要綱はこの補助については原則３会計年度で、１８、１９、

２０年で３年たってしまったので２１、２２年度は支出されていません。今後、新た

なこのまちづくり関係団体への交付などについては検討中ということでございます。 

  ５５番「無電柱化事業」につきましては、未着手ということで、第６期の無電柱化推

進計画で２１年度から２５年に位置づけられるわけですけど、この蒲原地区において

の無電柱化事業については、事業実施のめどが立っていないというような状況です。

主に、市街地を中心に現在進めているということでございます。 

  次、５８番「蛭沢通線道路新設事業」につきましては、内部検討中ということで、こ

れについては何度かお話させていただいた中で、その説明会の日程が決定したのかと、

今後の見通しを教えてほしいということですけど、現在、法務局で土地所有者を調査

していると。そういう中で確定次第、本年度中に地元説明会を開催するよう今準備を

進めている状況でございます。 

  次に６０番「神沢白銀線整備事業」です。内部検討中ということで、都市計画道路の

見直し検討調査をまずしていると。その方針案の中では必要路線の位置づけ、現在の

決定ルートは考えているということで、蛭沢通線と合わせた中で蒲原地区全体の道路

網のあり方について、継続して検討していく予定ということでございます。 

  次に６１番「主要幹線道路の整備事業」についても内部検討中ということで、本年度

六千坪の区画整理組合が設立されたということで、事業計画との調整を図りながら道

路幅員等の改修について検討していくということでございます。 

  ７ページの６５番「建築不可能地区（神沢地内）道路新設事業」ということで、平成

１９年、２０年にかけて測量調査を行ったと。地元説明会も現在行っているという状

況の中で、事業着手に向けて地権者の意思表示が得られないということで、事業要望

をいただいた区間から優先し整備を実施していくよう調整が必要であるということで、

事業化の区間について要望をいただきながら推進していきたいということでございま
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す。 

  そして、６６番「柵馬道整備事業」ですけど、これもやはり平成２０年９月１６日の

蒲原地域審議会で、この事業について今後とも要望していくかどうかというような話

し合いの中で、何かのきっかけで問題が出てから要望していくということで保留とい

うような経緯があるということで現在未着手でございます。 

  ６７番「市道の整備事業」は、ここでとらえているのが川向道線と中道通線というこ

とで、ゼンリンの地図を焼いた３枚つづりのものをちょっと見ていただきたいと思い

ます。まずちょっと記載の仕方があれですけど、川向道線については、ここをやるよ

りも八木沢３号線ということで、３枚つづりの３番ですけど、もと堰沢のプールがあ

ったところですけど、ここについて、まず本年度この道路を完成させることで、神沢

白銀線とバイパス下道線が結ばれるものですから、川向道線はあえて通さなくてもい

いじゃないかという結果でございます。中道通線の整備については、今後地元と調整

する必要があるということでございます。川向道線については、今後整備する予定は

ないということでございます。 

  次に６９番「蒲原駅橋上駅舎化事業調査」につきましては、内部検討中ということで

２２年度の予算額で７５０万円計上されておりますが、これについては蒲原駅の調査

費ということではなくて、今年度蒲原駅を含めた新蒲原駅もそうですけど、１日の乗

降客数が５，０００人未満の鉄道駅を対象に、バリアフリー化の基本方針を作成する

ということの事業費でございます。 

  ７０番「東小学校駅前線道路改良事業」これにつきましては、タウンミーティングの

際にも地元の皆さんからご提案があったということで、やはりＪＲとの協議が必要と

いうことで、まず構造的に可能であるか否かを検討していきたいということでござい

ます。 

  一応、駆け足で説明させていただきましたが、現在の未着手あるいは内部検討中につ

いての事業は以上でございます。 

会長   かなりいろいろの項目について説明がありました。このことについて、質問

がありましたら出してください。 

  何かありますか。 

杉浦委員   杉浦です。質問ではないですけれども、要望として新メンバーが加わっ

てもこういう分かり易い説明というか、一緒にどこまでできているかという回答も、
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この間の、合併建設計画関連事業等の説明を書いてくださった中に一緒につけていた

だけると分かり易いですし、余分な時間等も省けて、すぐ内容を私たちも知ることが

できるので、今後もこういった新しいメンバーが入ったときにはやっていただけると

ありがたいなと思います。 

会長   かなり丁寧に調べてもらって回答されているものですから、非常に理解が早

いですね、こういうふうに書いていただいて言葉でよりも書いてもらって説明しても

らったほうが非常にありがたいなと思うし、今後の問題としてそういうことをやって

いけたらと思っています。 

  内容的にはどうでしょう。 

  草谷委員。 

草谷委員   草谷です。５８番の蛭沢通線の件ですけれども。これ説明会を開くとな

っておりますが、蛭沢通線を通すっていうことの前提でもって説明会を開くというこ

とでしょうか。 

清水区総務・防災課長   今、草谷委員の質問ですけど、通すという前提ではなくて、

廃止にしたいという意向でもないわけです。どうしても必要であるかというようなと

ころを地元の方々と協議をしていくということと、市の方針が多分そこで示されるか

と思います。だから、現在やろうとしている説明会については、通す、あるいは廃止

するというような決定の説明会ではないと伺っております。 

草谷委員   この件に関しては、もう二、三年前からもう費用対効果がどうのこうの

という話もあり、そういうことの調査などもしてあるわけですか、これは。 

会長   説明会を開くに至って、この道路が費用対効果。 

草谷委員   だから、説明会を開くに当たって費用対効果あるわけじゃないですか。

ここをつくったときに、町民ないしいろいろな方がここの道路をどの程度使っていく

のかというようなことはもう調査はしてあるでしょうか。 

清水区総務・防災課長   申しわけございませんが、そういう費用対効果についての

調査がしてあるか否かというのはちょっと把握していません。ただ、ここが確かこと

しの３月ぐらいにパブリックコメントをかけて、蛭沢通線について住民の方々の意見

がどうかという問いかけはしているのに対し１件も上がってこなかったというのは事

実でございます。 

草谷委員   じゃあ、説明会の日取りがいつになるか、早目に決まりましたら私共の
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ほうの関係もありますので、早目に日時を決定してほしいと思います。 

会長   要望ですね。 

  そのほか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今の蛭沢通線の廃止云々という話ですが、確か以前、審議会

でも説明を受けたと思いますし、８月に行われたタウンミーティングのときもこれに

触れられたと思います。私の認識は、廃止とか、住民説明については、近時点までの

考え方としては、県道からバイパスのところまでが都市計画道路として昭和３７年ご

ろですか、決まっていたけれども、それを県道から神沢白銀線までのところに変更し

て、神沢白銀線からバイパスまでの６０メートルほどは廃止したいという考えが出て

いて、その６０メートルの廃止について、地元の皆さんに説明をしたいという認識で

いるんですけど。それでいいですよね、そういうことだと私は思っているんですけど、

その住民説明というのは。本来の県道から線路を渡って神沢白銀線までのところは依

然として計画としては存在していて、そしてただ費用対効果の課題が今残っていると

いう認識でいいじゃないですか。 

  草谷氏、違います。（「そうすると、それから。」と草谷委員が言う。 

会長   ちょっと待ってください。どうぞ。 

草谷委員   そうすると、それから北側のところはあるわけじゃないですか、ずっと

こっちまで来る。県道まで来るというのは生きているということ。生きているという

ことでいいですよね。（「と思います。」と稲葉委員が言う。） 

会長   都市計画道路というのはもともとありまして、山手線の都市計画道路がずっ

と東のほうまでずっといってしまうという話をやめて、警察の手前で海のほうへと曲

がっていくというふうに変わったんですよね。それで、その問題が出てきたわけでし

ょ。それで、道路がバイパスまで行くということでなって、今度は神沢白銀線まで行

きますよと。だから、それから今言ったような内容は廃止しますと。ただ、それだけ

じゃないような気がするんですよ、この説明会というのは。やはり、地元の人たちが

蛭沢通線を必要としているかどうか。切望しているかどうかということも合わせて聞

く説明会じゃないかなという気がするんですけど。どうでしょうか。 

寺門委員   寺門です。実は、地元の小金から市のほうへ要望書が出ているんですよ

ね。確か資料があるはずです。そういうことで地元のほうは地元としてまとまりをし

ているよという形の中で、蛭沢通線をつくってくださいという要望が出ているわけで
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すね。それで、市としてはバイパスのほうまではできないよと、神沢白銀線のところ

で止めたいという話になってきたじゃないですか。そういうことで、そういう答えが

出てきたということは、まだこの蛭沢通線は可能性としてはあるわけです。だから、

そういう中で今度はＪＲとの協議が入ってくるわけですよね。そういうところもちゃ

んと説明してくれると思いますよ。そういう説明会じゃないかな。地元としては要望

を出しているんだから。 

会長   この説明会がどういう意図で説明会を開くのかということも、もう一度確認

しておく必要があるのかなという気がしますけれど、みんな憶測で話をしているけれ

ども、それは、もう一度説明会を開きますよといったときに、どういう目的で開くの

か、今言ったように廃止するところの説明なのか、そうじゃなくて前に説明した県道

から神沢白銀線までの道についての皆さんの意見要望を聞きたいというのか。その辺

をもう一度確認する必要がありますね。だから、もし説明会を開くとなったら、その

目的は何だということをはっきり確認したほうがいいですね。 

  そのほか、ありますか。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。ちょっと教えてください。まちづくりのほうの、先ほどあり

ましたけど。５４番ですけど、この中でまちづくり関係団体への活動の補助というこ

とで、静岡市としては静岡市の景観形成助成金交付要綱によってですね、３会計年度

しか支給できないよと、補助できないという中で、現在２１、２２、２年間とまって

いるわけですね。とまっていますね。そういうことで、今まで静岡市として、３カ年

とまったけれどそのあと復活するなんてことはないんですか。そういうことはどうで

しょう。 

清水区総務・防災課長   大変申しわけございません。ちょっとそこまで確認してこ

なかったものですから、そのような団体があるかどうかというのは、今ここではちょ

っと回答できないということで、すみません。 

寺門委員   寺門です。そういう中で、今後は、新たな団体への交付などを含め検討

中ということは、３会計年度がその範囲ではないよと。要望をこちらのほうからして

いけば検討してくれるということの解釈でいいんですか。 

 文章の書き方（不明）そういうふうに僕理解したんですけど。 

会長   新たな団体というのがどういう団体を指すのか。まちづくりの会はもう補助

しないけど、じゃあ、どういう団体に改めて補助するということで検討していくのか
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という、その内容がちょっとわかりません。 

寺門委員   寺門です。新たな団体への交付などを含めて検討でしょ。新たな団体へ

の交付は可能性としては十分あるよと。今の団体が活動をしっかりしていて、今後も

みんなで頑張ってやっていくという団体であれば、業績も上がってきているわけです

よね。そういうことで、そういうものに対しては検討してくれるのかなということで

すけど、ちょっとその辺また教えてください。 

会長   その辺は聞いて次の審議会までにお願いします。 

  そのほかどうですか。折原委員。 

折原委員   折原です。２３番の学校給食施設統合事業のことに関してですけど、こ

れは、多分採算的な面も含めてこの要望を当初出されたと思いますが、現在の状況と

して、学校給食を単独で出しているところが本当に少なくて、実はそれは子供たちの

育成にとても重要な役割を果たしているということが食育基本法という法律もできま

したしわかってきています。センター給食は、静岡、清水ももちろんそうですけど、

やっているところありますけれども、やはり蒲原にきた先生たちは蒲原の給食が本当

においしいと。子供たちも自校給食の匂いで、本当に正しいバランスの取れた食事が

取れている子も中にいるという話も聞いております。ですので、本当にメンテナンス

もされていて清水区の中では多分一番きれいに使っていただいているということは、

以前学校給食課の方の話も聞いたことがありますけれども、今後は蒲原地区、由比地

区を一体として、と書いてありますが、由比はもうセンターになっていますけれども、

蒲原をわざわざお金をかけてセンター化をしないほうが子供たちのこれからのことを

考えるといいではないかなというふうに思います。今の施設を大事に使っていただい

たほうが蒲原の地区としては子供たちの未来があっていいじゃないかなというふうに

希望しているんですけどもどうでしょうか。 

会長   この問題を前にも検討したときに、今、折原委員が言ったとおりの意見がほ

とんどだったです。ですから、給食センターにする必要はないよと。もし、当局のほ

うからそういう提案があったら改めて検討しようと、反対するなら反対していこうと

いうような話で、この学校給食の施設については要望は出していません。これについ

ては、強く給食センターを要望するなどという話は一切していません。単独がいいと

いう話に審議会の中でもなっていますので、今後の問題として出てきたときにまた話

し合います。 
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  そのほかありますか。寺門委員。 

寺門委員   関連。 

折原委員の言うとおりですよ。前に会長が言いましたけど、今度は静岡市になって

静岡市内の中で学校の先生が回ってきますよね。多分、静岡から来た先生は、東小学

校の給食を食べたら今までの給食は何だという話になるんですよ。ですから当局、担

当課がぜひ一度給食を食べるといい。僕はそう思う。そうすれば納得できますよ。今

きれいに使っていますからね。すぐにだめになるなんてことはありませんから、使え

る範囲の中で永久的に使えれば一番いいですけどそういうわけにもいきませんでしょ

う。その辺、給食センターにしたら経費の面がどうかとか、そういうことも一回調べ

てもらって、できるだけ継続という形にしていただきたいなというふうに私は思って

います。 

会長   そのほかありますか。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。５７番、それから６１番、６２番の事業についてちょっ

と質問ですが、日の出の六千坪地区におきまして蒲原町時代から土地区画整理事業推

進主体という目的で動き始めていたと思います。静岡市に合併してからもその動きが

また吹き返しまして、動いていたという記憶があるですが、現在その動きの中で５７

番の道路の改良ですとかが含まれていたんじゃないかなというふうに、私は思ってい

るですけれども、それにプラスして道路の整備事業に関しましても土地区画整理事業

との関連があると。東部地区の区画整理事業がまさにそのことですけれども、実際に

全然進捗していないじゃないかなと。２２年度中に組合を設立するというお話は聞き

ました。組合の発起人みたいなものまでちゃんとつくって組合設立の準備まではして

いたと思うんですが、その後、それ自体が動かない限り、この三つの問題が全部同時

に動いていかない気がするですけれども。その辺の進捗状況、もしわかりましたら教

えてください。 

清水区総務・防災課長   すみません。今、５７番、６１番、６２番ということで、

まず６１番主要幹線道路の整備事業と大きくとらえているんですけど、これについて

は、富士見六千坪線を指しております。それと、６２番の東部地域区画整理事業とい

うことは、関連しているものととらえていただいて結構かと思います。そこに書かれ

ているように、現在宇佐美さんおっしゃったように、なかなか事業が進んでないとい

うのが確かに現状です。その詳細については大変申しわけないですけど、今日の時点
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ではここに書かれていることしか私共確認してこなかったものですから、その辺につ

いてもうちょっと突っ込んで次回回答できるように確認してまいります。 

  次に５７番「蒲原日の出線道路改良事業」については、ここはちょっと違うというか

視察したところですけど、今のニチフリさんの配送センター、あの裏の道です。蒲原

中学校の何て言ったらいいのかな。旧新栄ダンボール、あそこからアルミニューム線

材へと抜けるところ。あそこの道を指して改良事業ということです。これについては、

そこに地権者との調整が必要ということで、形態がちょっとおかしくなってしまうで

すけど、ちょうど旧新栄ダンボールのほうから入っていくと、ニチフリの配送センタ

ーの辺で狭まってきてしまうんですよ。ということは、地権者というのがニチフリさ

んです。はっきり言ってニチフリさんがあそこを拡幅するに当たっては、あそこは旧、

皆さんご存じのとおりボーリング場の跡地ですからその部分だけを広げるというわけ

にいかなくなってしまうんですよ。そうするとあの配送センターを全部建て替えると

いうようなことになると補償費等もかかるものですから、そこについては地権者さん

の今後の動向を見ながら改良していくということで、当面あそこはちょうど形態が悪

いような道路になってしまうということで、この６１と６２とは別の事業ということ

でとらえていただきたいと思います。すみません、以上です。 

宇佐美委員   宇佐美です。今の５７番の説明はわかりました。単独別々ですよとい

うことは理解いたしました。６１番、６２番のほうにつきましては、やっぱり６２番

の区画整理事業という部分が非常に関わってきているのにもかかわらず、それについ

て全然進捗状況がわからないということなので、次回またもしそういう機会を設けて

いただいて御説明いただければと思います。よろしくお願いします。 

会長   じゃあ、次回の審議会にはこの六千坪線についての担当者に出席していただ

いて説明をしていただくということでいいですね。はい。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。２９番の公共下水道整備事業ですが、これは、非常に大きな

事業だと思うですけれども、前々から非常にコストとの関連もあるし利用者負担とい

うふうなこともあるんですが、現在公共下水道と合併処理浄化槽とのコスト比較やっ

ていると。そしてその採算性について検討を進めていて、今年度中に方針を決める予

定ですとうたってくれているですが、実はこの秋にアンケートもやりましたよね、住

民の。その結果もまだ、先ほど１月ごろ結果というんですが、そういうものもまだ見

えてない、そういう中で今年度中といったらもう来年の３月までにこの大きな課題の
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方針を決める予定ですとこうあるんですが、方針を決めるまでの間に何らかのアンケ

ートの説明だとか結果、説明とか考え方とかいうところの紹介というのはぜひやって

ほしいなと思うし、こういう方針でいきますと出されてから、いろいろな議論しても

いけないんで、どういうふうに考えられておられるのか、これが例えば下水道計画課

としての課としての方針を今年度中に決めて、それを皆さんに例えば提示、いろいろ

な関係のところに提示して、検討段階にあるのかどうなのか。その辺がちょっと心配

ですけど。どうでしょう。それとアンケートの中でも、下水道にした場合にはこうい

うふうな負担がありますよとか、また合併浄化槽がこうだとか、アンケートする人に

いろいろな費用もかかるんだよ、受益者負担もかかるんだよということもＰＲしなが

らやられた。だけど、文面であれを見てそれぞれがアンケートに答えただけであって、

まだまだ知らないところがたくさんあるし、やっぱりいろいろな議論するっていうん

だろうか、多くの人に正しい理解をしてもらいながら何を選ぶべきか、ということも

大事だと思うんですよ。だから、非常にものすごく大きな事業でありながら、突然あ

る日こうです。というふうに出されてしまってもちょっと心配なので、要望として、

その都度、その都度、状況を教えてもらいながらより多くの人たちの声をまとめてや

っていく必要があるじゃないかなというふうに思います。 

会長   要望ですね。 

稲葉委員   要望です。 

会長   経過報告等について、審議会のほうへと報告していただくということだと思

います。お願いします。 

  そのほかどうですか。と何か質問ありますか。いいでしょうか。 

  今日配られたこの写真。私たちも現場を見にいってからこの建設計画を詳細に検討し

たんですけれども、２番の中道通線、これはＪＲから神沢白銀線のところの道ですけ

れども、この川の上に蓋をしてここに道をつくりなさいと。じゃあ、この道をどうい

うルートで、どれだけの人がこの道を使うかと。ＪＲのところの道は狭いですよね。

どのぐらいの人がこの道を使うのかということで、みんなで検討して、これは無理だ

ろうというような結論になったんですけど、それで１番と３番については、３番のほ

うで整備をするということですので、それで十分なのかなと思いますけれども、いろ

いろと建設計画を改めて精査すると、かなりいろいろなものが出てきたなと、検討し

たときはそう思いましたね。はい、どうぞ。 
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望月委員   望月です。まず、今会長のほうからもお話がありましたことにも関連し

ますけれど、特に３２番の神沢地内公園整備、これは地元の住民も余り評価してない

といいますか、要望していない。先ほど折原先生も言われた給食の問題についても、

やはり使う側とそれから要望した側とのちょっと何かずれがあるじゃないかなという

ような、センター方式というんですか。そうすると、全体的に見ても、要はこの道路

もそうかと思うですけれども、ここに蓋をして何人のものが通るのか。川向道線です

か、ここ、アスファルトにして、ちゃんと整備してどういうものになるのか。そうす

ると私が思うには、この全体のものを、もう一度よく精査をして、何が今必要なのか、

要はこの会が立ち上がって４年が経過する、そしてまず立ち上げた計画が５年前だと

いうこと、そして今もそれから４年たったという中で、非常にその中からまたずれが

あるものも出てきているじゃないかと思うわけです。それともう一つは、ここにはな

いけれども４年たって地域においてはこれを取りあげてもらいたいというような問題

も多々出ているじゃないかなと思うわけです。そうすると、もう一回これを私共の中

でもよく精査して、必要ないものについては要望しない、それから今は検討中、未着

手になっているけれども必要なものについてはより積極的に要望していくというよう

なものを、順番立てということでもないかもしれませんけれども、この会の中で精査

する必要があるじゃないかなというふうに思いますけどいかがなものでしょうか。 

会長   これは、当局への質問じゃなくて、地域審議会としてどうしていくかと。１

期目は、この市民センターの新築のために２年間やってきました。２期目は、これの

見直しをやりました。これは要望しなくていいだろうと。これは強く要望していくと。

あるいはこれは保留にしようと。そういう形で三つの選択肢で、２年間やってきまし

て、最終的に市長へと要望したのが、皆さんの手元にお配りした内容です。ですから、

これは全部要望したということじゃなくて、例えば前も言いましたけど、保育園の統

合、小学校の統合、これは別に審議会から要望することじゃないと、今の状態でいい

じゃないかと。ただ、時の流れで当局のほうから統合をしたいという要望が出たとき

に、やはり地域の皆さんの意見を聞いて審議会としてどうしていくかということをし

っかりと検討して回答を出していこうということで、この７４項目すべて要望したと

いうことじゃありません。 

望月委員   ３５０億円というやつですね。 

会長   そういうことじゃなくて。いろいろ児童クラブの運営費とか、運営費という
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のがありますよね。これは今実際に運営しているわけですから、そのお金がどう出て

いくかということ、どのぐらい出ているかということだけであって、その運用をどう

せいという話は今のところしていません。 

望月委員   それは受益者負担があるからということじゃなくて、その会を運営して

いくための助成金のような。 

会長   そうです、そうです。例えば３番の児童クラブの運営事業というのは、委託

しているわけです。それについてお金を出している。こういうふうな問題がありまし

て、そういう問題よりも、そのほかの問題ですね、事業。あるいは道路とか、あるい

は施設とか、そういうものの事業についてのチェックとか、そういう問題が特に主に

やられているわけですね。だから、７４項目をすべてではありません。だから、改め

てやりますか、どうします。新しい人たちも入ったことだから、改めてもう一度、こ

の建設計画についての内容を検討するかどうかですね。 

寺門委員   寺門です。副会長の提案に、合併特例債の関係が絡んでいるわけですね。

そういう中で、金額を出してきたわけですけど、今会長が言っている経常的に出る経

費については関係ないわけですよ。だから、こういう建設計画の中に載っている蒲原

で必要であろうという事業を載せてきているわけです。こういうご時勢になりました

から、どこも財政基金が苦しいという形になっているわけですよ。だけど、蒲原地域

としては、どうしてもこういうものはやってもらいたいと、この７４項目の中でそう

いうものをまた優先順位をつけるなりして、新たにまた新しく出てくるものもあるわ

けですから、そういうものを入れ込んでやっていくという必要性は、私はあると思う。

そういう中で、小さな、この道路をこうしろ、へこんだから直せとか、僕が思うには、

そういう小さな問題は、直接静岡市長あてに要望書を出せば、ある程度やってくれる

んですよ。道路関係については。自治会の会合の中でももう最優先という形でどんど

んどんどん直してくれますから。そういうものはやってくれると思います。そういう

中で、何て言おうか、蒲原町の橋をもう一回、全部見直すとか、耐震性、今富士は全

部もうほとんど終わりかけていますよ。大きな事業をやっていますから。小潤井川な

どは全部架け替えという形で、大きな事業をやっていますけど。そういうものも蒲原

の地震対策の中においてもね、避難地はあちこちつくってあるわけですけど。そうい

う中で、橋がつぶれてしまったらその避難地に行けないですよ。どうしようもないわ

けですから。その辺をもう一度、自治会長の稲葉さんもいますから自治会もそういう



 

 ―２０― 

ことを今後進めていってくれるでしょう。そういうことで、お互いにバックアップし

ながら蒲原の住民が住みやすいというか、すばらしい環境をつくり上げていくという

方向性を一つ見つけていくということが大事じゃないかなと私は思います。ですから、

この中の事業を副会長、会長が言うように優先順位をもう一度みんなで考えながらや

っていくことも必要、そして新しいものを入れ込んでいくということも必要じゃない

かなと私は思います。 

会長   予算化されている内容については、ある程度事業は進んでいると、継続的に

でも進んでいるというふうに判断して予算化されていない。あるいは途中で打ち切ら

れた内容についてはなぜだろうと。なぜ動かないんだというような形で説明を受ける

と、そういう見方があると思いますけれども。今回そういう形で、なぜ未着手だとか

内部検討ってどういうことだとか、そういう説明を受けてきたわけですけれども、ど

うですか、そういう形でいくということで。あるいは、この内容をまた、新たに新し

い委員も加わったからもう一度検討するという話も出ていたわけです。その辺どうで

しょう。意見を出してください。鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。ちょっと今の話と論点がずれてしまったら申しわけないです

けれども、こうやって金額を出していただいているんですけど、自分が知りたいのは

このうちの、蒲原地区に投資的に使われた金額を、それだけ別個に抜き出して知りた

いなという気がするんです。文化センターのことに関しては皆さん大体わかるんです

けど、それ以外の部分で、将来のまちづくりのために経常的に使われる運営費等では

なくて、投資的事業として静岡市がこの地域に使っていただいたお金の金額を知りた

いなと思います。それが実際あまりいい言い方じゃないかもしれませんけれども、蒲

原町のままだったらどうだったのか、静岡市と合併したことによってどのぐらいの投

資的な費用がここに投資していただけたのかという部分を、もう一度この時点で洗い

直して先に進みたいなというふうに自分は思うですけれども。結局、審議会は１０年

でなくなりますけれども、その先も蒲原地区はずっとあり続けるわけですから、その

先のことを考えますとその辺を知りたいなというのと、先ほど折原委員がおっしゃっ

た給食の件などは、要望があったときにもう一回考え直すではなくて、むしろマイナ

スの方向に、これは何て言うんでしょう、希望しないというような申し送りを、将来

に残すぐらいの気持ちがあってもいいのかとも思うんですけど。やっぱりあと５年で

審議会がなくなりますので、その先のことを考えると、そういった申し送り事項をつ
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くっておくというのもいいのかなというふうには思うですけど。権限がないかもしれ

ませんけど、例によって。 

会長   だからそれは、さっき折原委員のほうからそういう意見があって、前の審議

会でもそういう議論をして、こういう結論になったんですよと。だから、多分また新

しい人が出てくるとそういう問題も出てくると思うんですよ。どうだとか。そういう

ときに、審議会はこういう議論をしてこういう結論になっていますよという話で、結

局は、それがずっと審議会としていきているということで、あえてそこで、何か絶対

給食センター反対だと、審議会はそういうふうに決議したということを残す必要があ

るのかどうかですね。それはまた次の第４期、第５期の委員はまた違う考えが出てく

るかもしれないですよね。だから、２年、２年で委員は交代していくものですから、

例えば２期の委員のときはこういう議論をして、それは議事録を見ればわかるわけで

すね。３期の委員のときは３期の委員でこういう意見が出てきて、こういう話し合い

になりましたという、私はそういう形でいけばいいのかなと。後段の話ですよ。前段

のほうの投資的経費については、そういうふうに出せるかどうかですね。 

広瀬総務・防災課長   今、鈴木委員がおっしゃっていた投資的経費云々というもの

で、私ちょっと拾ってきてぴったりな数字じゃないですけど、蒲原町時代、合併前の

１５年から１７年の３年度の投資予算規模で約４０億円からマックスで４８かな、こ

の３年度で。そのうち、建設改良費、投資的経費へ充当したのは約８％から１０％弱

ですよ、この３カ年で。そうすると金額にすると約２億８，０００万円から３億円弱

というなかで、これも２０年度の決算額を拾っていくとこの中に、何ていうのかな、

維持管理とかそういうものはあるんですけど、ざっと建設的経費に使われたのが約２

億８，８００万円ですよ。ここの関連事業、この表に載っているものだけをざっと拾

い上げると、事務費、管理費等そういうものを除いて。そういうものを引くと２億８，

８００万円というと、約蒲原町時代の投資的経費につぎ込んでいた金額相当分にはク

リアできているわけですよ。建設事業にこの合併建設計画の載ってこないものってい

うのは多々あるわけですよ。工賃、例えば道路改良とかそういうのがあるということ

でいくと、蒲原町時代よりも蒲原地区に建設改良投資的経費はその当時よりも上乗せ

されている、上乗せという言い方はおかしいけれど、蒲原町時代よりも十分な金額は

投資されているというのが大まかですけど、そういう数値はちょっと単年度だけ拾い

上げると出ているという状況でございます。 
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鈴木委員   自分の希望としては５年ぐらいたちましたので、合計でも構わないので、

項目別にざっとした金額を教えてもらえれば大変参考になるなと思うんですけどいか

がでしょうか。今の大ざっぱな計算以外に項目別に。 

会長   全部を洗い出すことなんてできます。できればいいんでしょうけど。 

広瀬総務・防災課長   確かにそうですよね。そういう数値を拾い上げられるといい

んですけど、道路とか農道とかそういうものもあるものですから。それにどのぐらい

まで拾い上げるか、拾い上げられるか、ちょっと確認してみます。すみません。 

会長   じゃあ、そういうことで、ちょっと内容を検討してもらうと。どの程度まで

投資的経費として拾い上げられるか、例えば道路を直しましたというのが。 

寺門委員   水道もあるでしょう。（「私が言ったものは水道は除いてあります。」

と総務・防災課長が言う。）除いてある。 

会長   だから、ちょっと検討して、また。 

  １時間以上過ぎましたので、ここで２５分まで休憩します。 

休憩 午後 ３時１８分 

再開 午後 ３時２５分 

会長   再開いたします。 

  ほかにいろいろの要望、意見、質問が出てきましたけれども、時間的な問題もありま

すので、あと２、３、この内容について質問を受けまして、次に進みたいと思います。

何かございますか。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。地域審議会の公募に応募させていただきまして選んでい

ただいたんですが、そのときの記憶で蒲原地域審議会というものはどういう仕事をす

るところだよというようなイメージを自分の中で植えつけてあります。その中でやっ

ぱりこれは建設計画については、私たちが何て言うでしょう、進捗状況を確かめなが

ら、それを地域の人たちと意見も交換しながら、じゃあ、これは遅れているからやっ

てくださいよというような要望を出すということが一つの大きな仕事だなというふう

に思っていたんですけれども。今、ちょっとお話の中で、これに出ていないものにつ

いて、そういう例えば要望だとか、市長に対するもの、この以外のですね。というも

のが、そんな簡単にできるのか、簡単にと言うとちょっと違うかもしれないんですけ

れども。地域審議会として要望を出してそれを何ですか、組んでもらえるような、そ

んなシステムがあるものなのかどうか、ちょっとわからないのでそれを教えていただ
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きたいんですけど。 

会長   どこにあったかな。勉強会のときに出てきたですけれども、地域審議会の要

綱、要綱の中にありましたね。地域審議会の要綱の中の第何条でしたか。市長の責務

というのが第９条にあります。その中に、「市長は審議会の答申、または意見を勘案

し、必要があると認めたときは適切な処置を講ずるものとする。」とあるんです。で、

地域審議会の勉強をしたときに、地域審議会は市長に意見を言うことができるという

項目がありました。この中には、載っていないですよ。私も合併協議会の委員で出て

いました。そのときに２項目目に、地域審議会は市長に意見を言うことができるとい

う項目を載せたんですよ。ところがその後の調整の中で、市長に意見を言うことがで

きるというのは当たり前のことだと。それは別に載せる必要はないじゃないかという

ことで、この内容から削除されてしまったですよ。だけど、その考え方は生きていま

す。ですから、意見を言うことができる。この市長の責務の、今言った条項の２に、

「意見を勘案して、それが必要だと思えば市長はそれを行わなければならない」とか、

「行うものとする」ということを書いてありますので、建設計画の中だけじゃなくて

建設計画の中以外に後から出てきた問題、先ほどもあいさつの中で言いましたけれど

も、庵原高校跡地、あれは２５年３月で閉鎖して４月から移転します。あの跡地を蒲

原地区としては有効活用したいと、そういう要望をこの前出しました。それは建設計

画の中にはありません。 

広瀬総務・防災課長   先ほど会長が外されてしまったというのは、その上位法に合併

特例法、市町村の合併の特例に関する法律、この中に地域審議会を設置することがで

きるよと。その１項目に、必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる、

これも審議会の一つの責務だよということで合併特例法の中で、何ていうのかな、位

置づけられているものですから、上位の法律で。そういう意図で先ほど会長はそこ抜

かれてしまったよと言ったけど、これはもうその上の法律で定められているというこ

とで、その進捗状況以外にも審議会が認めるとなれば市長に意見を述べることができ

ますよというように定められているということでご理解いただければと思います。 

宇佐美委員   宇佐美です。その件については、記憶がありますのでわかっているつ

もりですけど、ちょっと私の言葉が足りなかったかもしれません。私がちょっと申し

上げたかったのは、ここでその要望なりを出すのと、議会で議員さんが話をするのと

は違うわけじゃない、性格が違うものですよね、それ自体は。例えば、私たちが出す
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要望については、予算化できるものは別にないわけじゃないですか。予算をつけてく

ださいとかという話はできないわけですよね。議員ではないので。そうすると、この

要望に対しても、拘束力も何もない状況なんだなというふうに思っていたんです、今

まで。でも、例えば望月委員なんかはこの建設計画についての進捗状況だとかという

ことを会長もおっしゃっていましたけど、少しずつ細かく１項目ずつやりながら新し

く何か要望が出たものについては、地域から、あるいは住民から要望が出たものにつ

いては、この中に載せるような、附属させるような形で話を進めていきたいというふ

うにおっしゃったように感じたんです。そうすると、それはできることでしょうかと

いう質問のつもりだったです。 

会長   それは、建設計画自体は合併協の中でそんなに具体的には出てないですよ、

項目が。建設計画の説明を受けたと思うですが、福祉とかいろいろありましたね、項

目が六つぐらい。非常に抽象的な内容ですよね。だけど、実際に項目は７４項目が出

ました。そういう形の中で、非常に抽象的な話で建設計画をやっていますから、皆さ

んから出てきたいい加減の内容のものが多分入ってしまったんでしょう、建設計画の

中に。だから、改めてこれ載せるということじゃなくて、その都度出てきたものを市

長に要望すると。それは動かなかったら、なぜ動かないですかという考えも聞いてお

くというような形で動いているんです。どうですかっていうことを担当者に聞いて、

いや、それは動いていませんよ、じゃあ、どうして動かないんだという話をやっぱり

聞いておくという形で審議会はやっていくしかないなという気がしますけれど。 

宇佐美委員   新たな問題が発生したことについて、この中に含めた形で要望を出し

ていくというようなイメージでよろしいですか。そうすると、この中に含まれないよ

うな新たな問題が発生してしまった場合については、またちょっと難しい話になって

しまうわけですよね。 

会長   もう一度、建設計画の内容を見てもらうとかなり抽象的な内容がありますの

で。 

宇佐美委員   じゃあ、どこかに含まれることができると。 

会長   拡大解釈してしまうとね、いい加減なものが入ってきますので。もう一度読

んでもらいたいと。 

宇佐美委員   わかりました。 

会長   これは非常に具体的な事業の内容が羅列してあるので・・それで、最初のあ
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いさつで言いましたけれども、諮問機関ですが市長に諮問されたことはないです、本

当は。市長がこういう問題を検討して答申してくれとか。諮問機関というのはそうい

うものだと思っていたですけど、１回もそういうことはありません。ですから、あそ

こに書いてある内容ですね、執行状況についてとか。市民と、当局との連携を深める

ための項目等ありますね。だから、かなり拡大解釈して、そういうために審議会をや

っているんだという話にしていくと、またいいじゃないかなという気がしますけど。

もう、そうして４年間やってきました。諮問されなくても。こちらの解釈のいいよう

にやってきましたけど、諮問してもらえれば非常にいいですけれどね、目的がはっき

りして。そういうやり方でいきましたけどね。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉ですが、これからのこの審議会の中での検討していく方向だとか、

まだ今年度数回審議会も予定されていますので、今までここの関連事業ということで

フォローしたりしてチェックが入っているんですけれども、やはり、新しい課題等出

てきています。それで、提案ですが、実は８月２９日にタウンミーティングをやりま

した。その席に全員の方が出ておられたかどうか、私ちょっとわからないですが、多

分全員じゃないかと思うものですから、それで当日は、地域課題とかということで約

１０件ほど出しておりますし、フリートークの中でも５件ほど要望が出ています。そ

して、当日意見票で市民が直接出したものも含めて全部で２８件の要望というか意見

が出ています。それに対して全部市からの回答が来て、まとまったものを一応連合自

治会のほうで受け取っています。それで、先ほどから聞いていますと、庵原高校の跡

地の問題とか、旧支所の跡地の問題だとか、それらも当然もう地域課題として入って

議論していますので、参考に皆さんに資料の写しをお渡しして見ていただく中で、既

に８月の末の段階でこういうことが自治会等から支所のほうに要望として出して、し

かも正式な回答が来ているということを知っていただいた上で、これをまた一つたた

き台にして、やっぱり新たな問題として、これをもっと強くやっていこうとか、検討

してみようとかというのに使ってもらえたらなと思いますので、大きいものから小さ

いものまで２８件の要望がここにまとまっていますので、これを事務局のほうで皆さ

んにコピーしてわけていただいて、また次回の審議会等で参考にしてください。 

会長   いいですね。私も見させてもらいましたけど。かなり具体的な回答もありま

すので。これは、じゃあ、事務局のほうで刷って各家のほうへ届けて・・・できるだ
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け早く渡してもらうということで。できますか。 

稲葉委員   いいですね。私勝手に言ってしまいましたけど、まちの未来を本気で語

ろうということで、蒲原地区分についてのものを一応入手していますので。 

会長   では、そういうことで。よろしくお願いします。 

  そんな話で、実は、その他でちょっとそういう話もしようかなと思ったんですけど。

じゃあ、（３）のその他に入ります。いいですか。 

  今、内容が出てきたように、地域審議会の仕事というのは建設計画の進捗状況のチェ

ックとかは重要ですけども、やはり５年もたったものですから。いろいろ蒲原地域と

しての新しい課題がいろいろと出てくるじゃないかと。委員の皆さん、アンテナをこ

う高く上げて、そういう情報を、余り個人的な話は出していただいても多分却下され

るだろうと思いますけれども、蒲原地区全体の問題。例えば、先ほど寺門委員のほう

から出てきました防災訓練のときに蒲原地域の橋は大丈夫なのかと。そういう調査を

ちゃんとしているのかと。そういう調査をしている資料があったら見たいななどとい

う話も出ています。これは個々の橋の問題でなくて、蒲原地域全体としての内容です

からそういう問題も取りあげていくとか。実は、これは宿題にしたいと思っているで

すけれども、次の審議会までに建設計画の内容じゃなくて、新しい今蒲原地域で何か

問題になっている、特に全体の市民に関わる問題として問題になっている問題があれ

ば、審議会のほうへと挙げていただきたい。次の審議会に。それで審議会で話し合っ

て、じゃあ、これは蒲原地域全体としてやるべきことだということであれば、正式に

要望書として市長のほうへ要望していこうというふうにしていきたいと思いますので、

ぜひ考えていただきたいですけど。どうでしょうか。 

  もう一つちょっとあったですけど、これは、私のところだったですけど、地震がきて

東地区は中学校へと避難するんだけど、津波は大丈夫なのかなと。あそこへと集まっ

てという素朴な意見もありました。避難所が適切かどうか。あるいは津波って過去の

実績からこうだから、あそこの中学校でも大丈夫だよということなのか。そういう説

明を第一避難所を指定してある根拠がどういう根拠でしてあるのかというような話も

聞きたいというような話もありました。これも全体の問題かどうか。ですから、そう

いう問題も含めてありましたら出していただいて、この前も個々の話についてはここ

へ出しても却下されました。かなり出ましたけれども。ですから、そういう問題を出

していただいて、審議会全体として審議していくということでよろしくお願いしたい
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ですけど。いいですか。 

望月委員   個々の問題と。事例で挙げていただいたらと思います。 

会長   例えば。 

望月委員    前の、下水の蓋の道路、そういう話ですか。    

会長   じゃなくて。下水の問題は、全体の話ですよね。年をとって溝蓋を上げるの

が大変だと、何とか公費でやってくれないかとか。そんな話も出ましたけど、そうじ

ゃなくて、忠霊塔の話なども出ました。若宮神社の忠霊塔を神社の中に入れておくの

はおかしいと。戦没者をあそこへ祭ってあるだから。もっと表へ出して、皆さんにそ

の内容を十分理解してもらう必要があるじゃないかと。役場が今度はあそこをつぶす

ようになったと。あそこへ持ってきたらどうだという話もありまして、だけど、なか

なかその話を聞いていくと中で絶対で決まったような問題ではないものですから、も

う少し検討しようということで保留にしました。本人も取り下げたりしましたし。余

り個々の話になると、これは連合自治会のほうで話をしていただきたいという話もあ

りました。その地域独特の問題ですから。そういうことも頭に入れながら、問題があ

れば提起していただきたい。折原委員、どうぞ。 

折原委員   須藤会長の話でちょっと思い出したことがあって、先日、実は活断層の

ことに関してＳＢＳの放送でたまたま見ていたときにテレビ夕刊でやっていまして、

国の方針というか、危険度に関してのものが出たよということで、新しい今年度の見

解というものを出されたというニュースを見まして、支所長にはもう話したんですけ

ど、活断層がフィリピンプレートのひずみ込みによる戻りから東海地震連動説が出た

んですね。ちょうど蒲原の中を走っていますし、気になって実際にその断層というの

は、大体図面では出ているですが、どこに走っているというのが情報公開しているこ

とを聞いたんです。ただ、そのときには図面では出ているけれど、家のどこを通って

いるというのはわからないということですけれども、ただ、東海地震が起こったとき

に、活断層も一緒にずれる可能性が１７％あると。最大で１０メートル動くと。確か

そんなようなことが公にテレビで出た、新聞でも多分出たと思うです。その後に、市

のほうは富士市に集まって、県のほうの防災、国のほうから富士市役所に来て、何か

説明会をやったという話を新聞でも見たんですけれども。実際に自分たちが住んでい

る土地にどういう活断層が走っていて、実際にそうなった場合にここが果たして避難

地として適切なのかどうかということも含めて知っておく必要があるじゃないか。そ
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れは自分たちの住んでいる権利としてあるんじゃないかということを、防災として、

まず一番先に知るべきじゃないかと。それを置いて、どこに避難地を置くのかという

ことじゃないと。津波もそうですけれどもね。ちょっと考えていかなければいけない

かなと。あとは、もし断層があった場合に、これはアメリカの話を聞いたんですけど、

カリフォルニア州は活断層がたくさんあって、国の規定で活断層から２００メートル

以内には家をつくらないというような条例があるということを聞いたんですけど。ど

うも日本のこの場合では無理な話だと思うじゃないですか。そういうことも含めて、

危機管理も考えながら実際にどうしたほうがいいのか、あとは、国のほうがそういっ

たことに関してフォローしてくれるようになっていくのかわからないですけども、ま

ずはこの蒲原地区の中で危険、リスクというのかな、きちんとどこに通っているよ、

どういうときにはどうしようよというようなことがシミュレーションとして出てきて、

ちゃんと確実にそれがもしあったならば、こういう活動をしようよということがより

できれば、具体的に危険度から少しでも後退できればというようなことを思ってとい

う話でした。 

会長   ちょっと関連しますけど、蒲原病院が富士川町へ移転したときに、あの下に

断層があるという話になったんですよ。蒲原病院が向こうに移転する。そんな話もち

ょっと前に聞いたこともあるんですよね。それも私の記憶だけですからちょっと定か

ではないんですけど。だから、自分たちの住んでいるところの状態がどうなのかとい

うことはやはり知る必要があるかもしれないですね。 

草谷委員   草谷です。その断層の件ですけれども、私のところは東海大学と一緒に

なって、断層の調査を東海大学のほうでやらせてもらいたいということでうちの組合

にきました。新たに幾つかの断層がまたみつかったと。堰沢地区の断層、中地区の断

層、それが海からどの程度いっているかというところを調べていました。それでまた

新たな幾つかの断層がみつかったと。それは東海地震が起こるとそれもすべて誘発す

るだろうというような結果をもらっています。富士川断層もこれも東海沖地震、あれ

とは直結するだろうというような回答ももらっています。新しく来年の１月末までに

は、結果報告を我々のところへともらうようになっていますけれども、そういう意味

合いで蒲原地区というのは細かい断層がかなり通っているということは大学のほうか

らも水産技術研究所のほうからも聞いております。 

会長   そういう問題も含めて、この蒲原地区の中で、どういう問題があるのかとい
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うことを、また次のときに出していただきたい。 

草谷委員   我々は、できるだけ持っている情報というのは公開しようと思っていま

す。 

会長   ありがとうございます。稲葉委員、いいですか。 

稲葉委員   稲葉です。先ほど、宿題というふうなことで、個々の課題とかという話

も出たんですけれども、日常、個々の課題といいますか、色々な要望だとかというの

はある限定された地域課題、ある自治会の課題だとかどぶ板の話だとか。そういうの

はこの審議会まで持ってこなくても、もう自治会ベースでどんどん挙げて、自治会長

に要望をあげ、一自治会だけではできないことは連合の自治会で、どんどん要望して

いくというルートも一方には現にありますので、それはそれでどんどん要望を出して、

いろんな日常のアクションとしてやっていっていただきたいなと思いますし、すべて

要望をここへ持ってくるのは時間がかかってしまうと思うので、そういう意味で、や

はり蒲原地域全体でなかなか解決できないことをここに出して、やっぱり強く要望し

ていこうというふうなことと、要望を出せばどんどんアクション、実行できるものも

既にやってきていますので、その辺の仕分けだけは上手にして効率的に、早期に解決

できるものはどんどんやっていってもらうというような仕分けをしながらやったほう

がいいのかなというふうに感じます。どうぞ、自治会のほうももっと使ってやってい

ってください。それだけです。 

会長   それでは、そういう形で宿題を出しましたので、ぜひよろしくお願いします。 

  それでは、（３）その他についてはこれで終わりたいと思います。 

  次に、第４、その他に入ります。事務局のほうから何か報告等ありますか。 

蒲原支所長   蒲原支所です。先ほどの宿題の件ですが、それは次回の会議のときに

皆さんに持ってきてもらうものか、会議前に資料として出してもらって皆さんに取り

まとめたものを見てもらうようにしますか、どちらにいたしましょうか。 

会長   次の審議会のときに出してください。あらかじめじゃなくて。それで、そこ

で話し合っていくという形にします。 

蒲原支所長   はい、わかりました。 

石切山参事   今、次の審議会の宿題といいますか、そういう感じのものが出たんです

けれども次回の審議会の日程ですけれども、年間のスケジュールでいきますと、１月と

いうことであります。１月２７日の午後を予定したいと思いますけれども、皆さんの都
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合はよろしいでしょうか。調整をしていただきたいと思います。 

会長   どうですか、２７日。まずい。 

  どうですか、皆さん。 

  じゃあ、１月２７日の午後２時からと。いいですか。 

  じゃあ、先ほどの地震の件については、また皆さん、中に入れておきますのでね。 

石切山参事   それでは、折原委員は事前に欠席されるというような話があったです

けども。今言った意見等ありましたら、事前にこちらのほうへと届けていただければ

会議のときに会長のほうにお届けするようにしたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

  それでは、次回は１月２７日ということで、また追って通知のほうは出させていただ

きますので、予定しておいていただきたいと思います。時間のほうは午後２時から、

会場は支所の２階の会議室ということで予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

会長   それでは、その他、委員のほうから何かありますか。 

  はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。１点ほど各種団体の方々がここに見えておられるものですか

ら、ＰＲがてらですけれども、学習交流館のほうに蒲原の支所長のお計らいで生きた

サクラエビを展示しております。それは、つい最近ですけれども、我々サクラエビ組

合の事業の一環として、由比港の青壮年部が主体となりまして蒲原の西小学校、東小

学校と生涯学習交流館のほうに生きたサクラエビを展示しようということでやらせて

おります。それをまた皆さんにＰＲしてもらって、ぜひなるたけ多くの・・・ 

会長   いく日から。 

草谷委員   ことし末まではやるつもりでいます。 

会長   もうやっているんですね。 

草谷委員   はい、やっております。蒲原由比地区の地場産品ですから、なるだけ多

くの皆さんに見ていただいて、サクラエビというのはこういうものだよということを

ちょっと見ていただければ幸いだと思います。またよろしくお願いします。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   関連。 

実は、一週間、１０日ほど前から見ているんですけれど、素人があれを見ると下の
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ほうに沈んでいて、一生懸命足を動かしているのは元気だなって。苦しもがいている

ような感じがしてしまうですね。その合間に、白くなってしまったものが二、三匹横

たわっていたりして、それは死んでしまっているのかなと。何か見て、あれ、これで

いいのかなと。非常に心配になってしまったんですね。それが正常だって先ほど聞い

たんだけど。それをうまく伝えないと、何か一般だと生きたエビがというと、泳いで

いるのが普通だと私は思っていたので。 

草谷委員   あれは、サクラエビが深海２００メートル、３００メートルにいる状態

です。本来の状態です。あの水槽も実は１機１００万円ほどしました。あれで水温の

調整をしたりナノバブルを使った装置なものですから、あの水槽で深海の２００メー

トル、３００メートルの状態をつくっているものですから、サクラエビの状態である

ということができます。あれを水温の１５度１６度に上げてくると、今度はかなりサ

クラエビが活発になってくる。それをやると寿命がかなり短くなってしまうものです

から、ああいう状態にしています。 

稲葉委員   聞いて初めてわかった。 

山本委員   そういう説明がつけられないですか。 

草谷委員   実はつけてないです。 

山本委員   そういうものをつけたら分かり易いです。 

草谷委員   実は、あれは本当に我々無料でやっているものですから、なかなかそう

いうところまで・・・ 

会長   看板か何かで説明書きを。 

草谷委員   そういうこともちょっと検討してみます。 

寺門委員   水深３００メートルの状態ですと説明書いておけば。 

山本委員   一言書いてくれたら・・・。 

会長   そのほか、何かご意見ありますか。 

  それでは、次回の。 

石切山参事   すみません。先ほどの皆さんの問題点等出していただくという方法で

すけれども、先ほど稲葉委員のほうからタウンミーティングでの回答を参考にという

ことで、こちらのほうで配付をするようにしたいと思っていますけれども、それに合

わせてご意見等についてという様式を、合わせて送りますので、そちらのほうに地域

の問題点とか意見等書いていただいて、もしよろしければ開催の前に出していただけ
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れば、それらをまとめておいてその審議会のときにですね、それを皆さんに配付して

それに基づいて検討していただくというようなことはどうかなと今思ったですけども、

どうでしょうか。 

会長   どうですか。私はそのときにぱっと出して皆さんの考えを聞こうと。あらか

じめ事務局のほうに出しておいて、まとめておいて、それ一つ一つやっていくという

やり方、どうですか。（「両方あっていいんじゃないですか。両方あっても。そのや

り方もして。」の声あり） 

会長   当日もあれば出した後に出てくる問題もあるからね。じゃあ、そうしましょ

う。 

石切山参事   じゃあ、合わせてこういった何か様式みたいなものを送らせていただ

きますので、それで準備、早目にできた方は出していただいて、当日という方もいら

っしゃるかもしれませんけど、それは臨機応変にやっていくということで。じゃあ、

よろしくお願いいたします。 

会長   それでは、ちょうど定刻の４時になりました。 

  次回の日程も決まりましたところで、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、名簿順に折原委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第３期第５回蒲原地域審議会を閉会させていただきます。長時間、

御苦労さまでした。 

（午後４時００分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


