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第３期第６回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年１月２７日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 Ａ・Ｂ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、片

瀬委員、草谷委員、篠原委員、杉浦委員、寺門委

員、日野委員、望月委員、山本委員 

              （折原委員、小西委員、鈴木委員欠席） 

        （関 係 課）市川市街地整備課統括主幹、海野市街地整備課主任

主事 

             (事 務 局）区政課：増田課長、牧野参事 

                            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、大石

主査 

４ 議 事    

 （１）東部地域区画整理事業について 

 （２）蒲原地域における課題等（蒲原地域審議会審議事項）について（資料１） 

 （３）その他（資料２） 

５ その他 
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蒲原支所参事   定刻より少し早いですが、出席を予定されている委員の皆さ

んがそろいましたので、早速始めたいと思います。 

それでは、ただいまより第３期平成２２年度第６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、ご出席いただきましてありがとうございま

す。 

初めに報告いたします。本日は、鈴木委員、折原委員、小西委員の３名の委員

から欠席の連絡をいただいております。現在１２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ます。本日配付させていただきました

資料は、最初に一番上にあります本日の次第、それから資料ナンバーは振ってあ

りませんけれども、東部地域区画整理事業と書かれている資料となります。その

次に資料１、蒲原地域における課題の一覧ということで委員の皆様から提出して

いただきました意見をまとめた資料となっております。その次に資料２、第３期

第５回静岡市蒲原地域審議会での質問、この資料となっております。皆様お手元

にございますでしょうか。 

それでは、次第２の「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。須藤会長よ

ろしくお願いします。 

（会長あいさつ） 

会長   皆様こんにちは。毎日寒いですね。皆さん、よいお年を迎えられまし

たか。 

ことしは４月に統一選挙があります。静岡市長選、それから県議会選、小嶋市

長は次期は出ないと不出馬表明をされました。小嶋市長とのつながりというのは、

合併の前から、合併協議会のときから蒲原町との合併についていろいろ審議して

きました。合併の経緯等を十分承知して蒲原地域のために非常にご尽力をいただ

きました。そういう市長がやめるというのは残念ではありますが、この地域審議

会というのは最初に皆さん勉強されたとおり、合併特例法の中でしっかりと規定

されております。市長の諮問機関ではありますけれども、何回も出てきています

ように審議会として市長に意見を述べることもできるという内容もございます。

ですから、市長がどういう方になろうとも、やはり私たちはこの蒲原地域を住み

よくするために、あるいは蒲原地域に住んで良かったなと思えるような地域にし
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ていきたいと思いますので、なお一層のご協力をお願いします。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のでよろしくお願いいたします。 

会長   それでは議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして皆様にお願いがございます。会議録作成のため発言の際に

は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。 

  議事の（１）「東部地域区画整理事業について」を議題とします。 

  前回の地域審議会でご質問がありました東部地域区画整理事業の進捗状況等に

ついて、市街地整備課の市川統括主幹から説明をお願いします。よろしくお願い

します。 

市街地整備課統括主幹   私、静岡市役所市街地整備課市川と申します。隣に

いるのが、同じく市街地整備課の海野主任主事でございます。 

本日は、東部地域の区画整理事業の進捗状況ということでいただきましたも

のですから、次第の次にございます東部地域区画整理事業（六千坪地区）という

ことで資料を持参させていただきました。それではご説明させていただきます。 

  平成１７年度に策定されました合併建設計画蒲原地区関連事業等に登載されて

おります東部地域区画整理事業（六千坪地区）の状況につきましてご説明させて

いただきます。 

  東部地域区画整理事業の六千坪地区につきましては、旧蒲原町時代に事業推進

に向けた業務を行うとともに、地権者の理解を求めるための説明会等を開催する

などして合意形成を図る努力をしてまいりましたが、仮同意率が低く、さらなる

合意形成を図る必要があると判断し、事業施行区域の見直し等を含め再検討する

ことになり事業化は延期されました。 

  平成１９年度に入りアンケート調査や意向確認調査を行うなどしてきた中で、

地権者の代表として１１名の方々に発起人になっていただき、平成１９年１２月

１８日に第１回発起人会を開催いたしました。その後、数回の発起人会を開催し

平成２０年４月１７日と２０日には事業化に向けて各地権者への全体説明会が実
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施され、今後静岡市に対し土地区画整理事業の技術的援助申請を行うなど事業を

推進していくことが報告されました。 

  平成２０年９月１８日に静岡市に対しまして正式に技術的援助申請が提出され

まして、同年１１月２５日に施行予定区域約６．６ヘクタール、地権者数５１名

で土地区画整理事業技術的援助の決定がされました。ここにはちょっと書いてご

ざいませんが、総事業費をこのとき約１２億８，０００万円程度と見込んでおり

ます。このときの仮同意率でございますが８６％となっております。以後コンサ

ルタント会社を通じ事業計画のたたき台をもとに協議を重ねてまいりましたが、

景気の低迷等により投資を控える企業も多く、今事業化したとしても事業資金の

もととなる保留地の販売に不安があるため、蒲原六千坪地区区画整理組合設立準

備会としては、保留地販売先の検討中でもあることから、無理な事業化は行わず

保留地販売先のめどが立つまで様子を見ることにしております。ということで、

現在は事業化に向けたものについては少しとまっております。これは無理に事業

化いたしますと、保留地が売れないという現象に今日本全国苦しんでおります。

ですので、それのめどがつく、これがどういうことを意味しますかと言いますと、

その保留地自体を全体で買ってくれるような会社、そういう会社が見つかるのが

一番いいと思います。現在、ご存じのように蒲原６番向道上地区で区画整理事業

が立ち上がりました。こちらの地区は、全部の保留地を一括買っていただく会社

があらわれましたので、そちらで買っていただくということが条件に入っており

ますので事業が成立するというような形で進んでおります。一応、そんなところ

で説明は終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長   ただいま東部地区区画整理事業六千坪地域についての説明がありまし

た。この説明に対して質問のある方、ございませんか。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。よろしくお願いします。前回の時に質問させてい

ただいたんですが、蒲原町時代にあそこの前に道路を通すという話、あそこの

真ん中ですね、今、橋がかかっている小池川の橋のところから、若月モーター

スさんのところまでの道を拡幅なり何なりして通りやすい道をつくりますよと

いう話が動き出していて、実のところは地権者が余りにも多過ぎるということ

で頓挫してしまって、それでは土地区画整理事業を立ち上げて、その中で整理

事業、組合の方で道路をつけてもらおうという話にだんだん移行していったと
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いう記憶があります。 

  それは、実は鞍替えしただけであって実際に土地をどうこうするということを

置いておいても、その前に道路の規格だとかというところで動き始めないとしょ

うがないのかなというふうに私自身はずっと思っていました。それは前段階とし

て置いておきまして、今のお話を伺っていますと、実際には発起人会が動き出し

た、動き出したけれども、土地の売れ先が見つからないので今はやめていますよ

ということでよろしいですか。はい。そうしますと土地の売り先を見つける努力

みたいなものをされている部分というのはあるでしょうか。 

市街地整備課統括主幹   お答えさせていただきます。 

  今、昭和設計株式会社という静岡のコンサルタント会社が入っておりまして、

そちらのほうで情報を集めております。先ほど申しました蒲原６番向道上地区も

その昭和設計というところでやっておりまして、蒲原６番向道下地区でやっぱり

保留地が売れないというような状況もございまして、やはり事業を推進していく

には保留地の売れるところを見つけなければということでアンテナを張りながら

一生懸命やってくれております。 

  現在、昭和設計がコンサルタント会社として動いております。その中でいろい

ろな情報が来るですが、やっぱりまとまった土地をどうしても欲しいという会社

自体、お話は来てもすぐ立ち消えてしまうというのが現状だそうです。ですから、

問い合わせはくるんですけれども、もう一歩踏み込んだのが来ないとやはりどう

しても事業を立ち上げましても、立ち上げて全体を整備するためには、やはり市

の補助金で全部ということはちょっと難しいものですから、保留地を売らなけれ

ばならない。そこが見えてこないと、やはり市のほうも事業立ち上げオーケーと

言うことが難しいということで今とまってしまっているというような状況です。

ですので、これでどこか大きな会社さんが六千坪地区に事業投資をしたいという

ところがあらわれれば、当然そのまますっと動けるようにはなっております。 

会長   宇佐美委員いいですか。 

宇佐美委員   ありがとうございました。 

  今の話で立ち消えてしまう理由というのは、例えば事業費に関わる部分で保留

地の販売価格が高いから立ち消えてしまうのか、あるいは、事業者側がその土地

を求めるだけの財力がなくなってしまって立ち上げるのをやめているのか、その
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辺どうでしょうか。 

市街地整備課統括主幹   一応、今の売れない状況というのが、私たちの事業

の計画の中では１平方メートル当たり５万５，０００円ぐらい、坪当たりにし

ますと１８万２，０００円くらいですか。それくらいの金額で一応計算をして

ございます。普通のお宅は２１万円くらいで売れるんですが、なぜ安いかと言

いますと、ちょっと大き目にして大きな運送会社さんとか、そういうまとまっ

た土地を売るとなりますと少し安くなる、そういうことで少し予定価格を落と

していると思います。そういうことで、ちょっと大き目の土地をつくりたい、

今回の計画ですが、真ん中に持ってくる道路も８メートル道路、要するに運送

会社とかいろいろな企業が動くためには８メートルの道路が必要ということに

なります。住宅ですと６メートルの道路があれば問題ないですが、大きなトラ

ックが通るとなりますと８メートル道路が最低必要ということになりますと、

それに向けた画地も１つずつが大きくなります。全体的に大きい土地を売るた

めには少し安くなりますが、そういう大きくして土地を売らないと、住宅だけ

を呼び込むというのはなかなか難しいということで、そういう計画にはなって

おります。それだけの企業が投資する力がないと言いますか、やっぱりそうい

う声が聞こえないということで、今のところ話が来ては消えてしまうという状

況だそうです。 

会長   宇佐美委員。 

宇佐美委員   今のことに関連してですが、私の耳に入ってくる部分で言うと、

３００坪から５００坪ぐらい欲しいという企業さんのお名前が私自身でも２社

ほど聞いておりますが、ただ、そういう小さい区分けでは動けないということ

ですね。今の時点では、もっと大きい区画の販売見込みが出なければ動けない

ということですね。 

市街地整備課統括主幹   一応、事業計画の中では３，０００坪ぐらいとか１，

０００坪ぐらいとか、そういう大きなものを呼び込みたいということでござい

ます。 

宇佐美委員   宇佐美です。続きましてすいません。今のお話ですと、例えば

５００坪の企業さんが２社入れば１，０００坪になるわけですね。でもそれで

は動かないと、とりあえずは１，０００坪単位ぐらいじゃないと検討の余地が
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ないと、そんな感じでしょうか。 

市街地整備課統括主幹   区画整理ですので、今回の保留地の見込みの面積に

しますと、大体１万８，０００平方メートル、１．８ヘクタールぐらいですか。

これくらいを見込んでおります。全体的にちょっと白黒のものですからよくわ

からないですが、大きな地図を。白黒で申しわけございません。都市計画道路、

上原地区というんですか、そちらから来ましてバイパスの下を通り抜けまして、

真っすぐ道を持ってきて小池川の橋を通って日軽金のほうへ入って行く、この

道路を造りたいということで、これ８メートルの道路ですが、このオレンジで

囲ってある、ちょっと形が悪いですけどこの区域を今計画にしております。や

はりもう既にできた地区については入りたくないということで、それを外さざ

るを得ないという状況がありまして、あまりよくないような形にはなっており

ます。一応、計画ではここに８メートルの道路を通しまして、大きな画地をつ

くって、企業を呼びたいということでございます。住宅地はこのところだけで、

本当に少ない１００人程度、人口としてはそのくらいだということで予定して

おります。この辺は商業的なもの、工業的なものということで今考えてはおり

ます。ですから、かなり大きな企業さんが来ていただかないと大変になってし

まうという、そういうことでございます。 

会長   宇佐美さん、もう１件だけにしてください。 

宇佐美委員   すいません。もう１点だけお願いします。最初に私が言った内

容の土地区画整理事業にプラスして道路を通してくださるという、その話が立

ち消えてしまったことについては、私はちょっと問題があるじゃないかなとい

うふうに感じています。ですから切り離した形での道路の整備、たしかそうい

う部分についてもあったような気がしたんですけど、私の勘違いかもしれませ

ん。ということは、考えてないということでよろしいですか。 

市街地整備課統括主幹   今のご質問ですが、一応私ども区画整理ということ

で、平成１９年度から地元に入って説明させていただいております。一応、都

市計画道路として位置づけがされれば、当然区画整理の中で造っていくですが、

その位置付けがないために、道路整備第３課というのが蒲原地区の担当でやっ

ております。それが市道をつくる課になっております。 

  それと、あと都市計画道路となりますと都市計画課、こちらのほうでやるので
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すが、一応どちらにも問い合わせはしております。ただ、一応区画整理でやると

いう計画になってしまったものですから、道路整備第３課も都市計画課も、道路

としての位置づけがないということで、まだできてないということですね。です

から、これ完全に土地区画整理事業はやりませんよというお話になれば、当然そ

ちらに移行していくという形になっていきます。今のところですと、土地区画整

理事業が前面に立ってしまっていますので、道路だけ先に進んでということは今

のところは２課については考えていないというようなふうに伺っております。 

会長   草谷委員。 

草谷委員   草谷です。向道上のことが出ましたので、向道上は私も地権者に

なっておりまして、やっと今、区画整理が始まりまして。 

会長   今、話をしているのは六千坪のことですので。 

草谷委員   はい、分かっています。 

会長   この内容が終わった後帰られますので、そのときに質問してください。 

草谷委員   そうですか。 

会長   帰る前にちょっと。質問、わかる範囲でいいですから。向道上はちょ

っと。今のところ六千坪の話を。 

草谷委員   向道上の件の経緯をちょっとお話ししようと思ったんですけれど

も、簡単明瞭に話します。 

  総事業費が１２億８，０００万円ほどございますよね。保留地の販売先の検討

中であるために頓挫しているということですけれども、これは住民の方々とは十

分な説明会なんかも最近では全然開いてないということですか。同意ということ

は、全然今のところないわけですか。 

会長   はいどうぞ。 

市街地整備課統括主幹   一応私どもとしては、直接代表の方にご連絡する場

合に必ずコンサルタントさんに連絡してもいいかとか、そういうお話をしてお

ります。そのコンサルタントと話していく中で、現在探しているところで直接

お話ししてもぴんとこないというとおかしいですけど、その企業自体がお話が

盛り上がってきていない、中には発起人の中にもリョウビさんとかいらっしゃ

って、動いてはいるですけれども、リョウビさんの方でも投資を控えているよ

うな状況というのが見えてきて、なかなかお話が前に進まないというようなこ
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とがコンサルのほうから入ってくるものですから、ちょっと代表者様には、こ

ちらから連絡をまだしてないです。最近。一応コンサルにしてもいいかという

ようなお話はしているんですけど、ちょっと今探している、そういう動きを見

ているところで、もうちょっとたったらということで、今はそういう連絡はと

っておりません。 

会長   いいですか。そのほか質問ありますか。 

それでは、ないようですので、私から１点いいですか。 

ここの六千坪というのは、蒲原地域当初、人口減の歯止めにしようというこ

とで蒲原町の住民の皆さんが外に流れないで人口をとめようという内容で、ずっ

とその目的でこの六千坪の区画整理をやってきました。今の話を聞いていると、

事業者を誘致しようという目的が非常に強いですけど、どこでそういう方針が変

わっていっちゃったのか。今見ると、住む人は非常に少ない。あとの土地は全部

大きい土地にして事業者に来てもらうと、ちょっと蒲原町時代からいつの間にか

目的が変わってしまっているじゃないかという気がしているんですけど、どこで

どう変わったのか簡単でいいですから一言。 

市街地整備課統括主幹   申しわけございません。私も途中から引き継いだも

のですから、まず事業性ですけれども、住宅として売れる見込みというものが

薄くなってきた、要するに宅地化しても土地が売れない状況が続いております。

事業をどうしてもやりたい場合には、まとめて売らなければ事業化ができない

というような状況でございます。日本全国、先ほども言いましたように、ほと

んどの組合が困っております、保留地が売れなくて。何かと言いますと、人口

が少子化で増えていかない。そこで人口が逆に減るような感じになっておりま

すので、これ以上の住宅は過剰になってしまうということで、今どこもそうで

すけど、売れない状況が続いている中でどういうことをすれば事業化できるか、

その中でやっぱり大きな企業を呼んで一括で売ってしまうのが、事業化が一番

いいんじゃないかということで、恐らく一番出だしは今のようなお話だったか

もしれませんが、よく事業性を考えてそういうことになったと思います。細か

いことまでは、ちょっと申しわけございませんが、今わかりません。ですので、

事業を立ち上げれば当然売れなければ困る、困るのがやっぱり地権者の皆様が

困りますので、そのお話の中で変わっていったとは思います。 
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会長   ということは、今は例えば東のほうの今回また農地の宅地並み課税と

いうことで農地を手放す人も多くなってくると、そういう宅地についての問題

は飽和状態になっていると、だから売ろうと思っても売れないと、だからそこ

を利用価値としてやるには事業者を呼ぶしかないだろうというふうな形で方向

性が出てきたと。（「そうですね。」と市川市街地整備課統括主幹が言う。） 

 そうですか。 

市街地整備課統括主幹   大きい画地にしてありますが、当然大きな建設会社

さんが住宅分譲にしたいよという場合は、いつでも変えられるというような状

況の中でお話を進めていると思いますので。ですから積水さんとか大きな会社

がありますので、そういうところが５０区画６０区画を本当買いたいというこ

とであれば、当然そういうふうに計画はすぐ変えられると思います。 

会長   わかりました。そのほか質問ありますか。いいですか。 

  それでは、この件につきましてはこれで終わりたいと思います。 

  草谷委員、今の向こう山の土地の問題いいですか。 

草谷委員   はい。 

会長   わかりました。 

  説明のため来ていただきました市川総括主幹は、これをもちまして退室させて

いただきます。きょうはどうもありがとうございました。 

  それでは(２)の「蒲原地域における課題等（蒲原地域審議会審議事項）につい

て」を議題とします。 

この件につきましては、前回の審議会で今後取り上げていきたい地域課題に

ついて提出していただくよう委員の皆さんに宿題を出させていただきましたが、

本日は、提出していただいた地域課題について状況、要望内容、考え方等につい

て説明していただき、次回の審議会で蒲原地域審議会として、きょうの課題を取

り上げるかどうかということをまとめていきたいと思います。 

  本日配付されました資料１の順番によりまして説明していただきます。 

  なお、折原委員は本日欠席しておりますので、説明はありません。提案内容は、

次の７回目ですか、２月の審議会のときに折原委員には説明していただこうと思

っております。 

  それでは、初めに片瀬委員のほうから提案の内容の説明をしてください。 
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片瀬委員   片瀬です。項目としては、住民の通行に係る安全確保についてと

いうような書き方をいたしましたけれども、合併してから５年が経過しました。

そうした中で、建設計画の中にはないですが、例えば橋梁等も年々傷みも来る

というような中で、そうした安全性について検討するような事業がなければ、

安全を確認してどんどん改修していくというようなことについて要望できない

ものかという部分で上げさせていただきました。 

  具体的な例ということですと、市道神沢白銀線の法師沢にかかる橋があります。

その橋は、車道部分しかなくて、歩道のところはもう下に落ちてしまうというよ

うな箇所になっておりますので、ああいう部分については、改修できないものだ

ろうかということとかですね、あと蒲原西小学校下の蛭沢川にかかる橋も、ちょ

っと聞いてみましたら蒲原町時代から１つの懸案材料にはなっていたというよう

に聞きましたけれども、あそこはたまたま今大型車両が通るとか、あるいは当然

子供の通学路であるとか、あるいは広域の避難地にもなっているという部分です

と、今の橋は余りにも弱いというように見えますので、そういう調査をして改修

等を行ってほしいということでありました。 

  ただ、たまたま私が気がついたという部分だけでして、やっぱり橋梁等につい

ては、もちろん計画的にやっていただいていることだとは思いますけれども、そ

こら辺についてどういうふうな形でこういう改修改善をしていくのかというよう

なことも教えていただければというふうに思います。以上です。 

会長   ただいま片瀬委員のほうから説明がありました。この課題について皆

さん質問があれば出してください。どうですか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。蛭沢川にかかる橋ですが、私もちょっとここ二、三年

手を抜いてしまった感じですけど、一応強度の調査は、連合自治会からの要望

事項として調査してくれと、災害に耐え得るかどうか、それから今大型のトラ

ックが通っているので、強度調査をしてくれという正式な要望を２年ほど前に

出してあります。調査の依頼はしていますが、調査結果の回答はいまだにもら

えていないという状況にあるということです。紹介しておきます。 

会長   そのほか質問ありますか。質問でいいです。 

  今、片瀬委員からその橋の調査、あるいは橋を強化してください、そういう基

準とかそういうものは、どうなっているか等の疑問もあったわけですけども、そ
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ういう例えば担当者の方を呼んでいただいて、ここで説明を受けるということは

必要でしょうか。片瀬委員の考えとして。 

片瀬委員   片瀬です。ほかにも身近な部分でこうした事例があるのかなとい

うふうに思いますので、そういうことを取り上げると同時に、そうしたものは、

これからこういうふうな改修・改善をしていきますよというような話が聞けれ

ばいいことかなというふうには思います。 

会長   そうすると、蒲原地域全体として今の橋の状況はどうなっているんだ

と、そういう調査をしてあるのかどうかということも含めて一度説明していた

だきたいと、まずそういう説明を受けてから、いやこういう要望書を出してい

こうとかいうことでもいいんですか。 

片瀬委員   それでいいと思います。正直、私たちは身近な部分しかわかりま

せんので、市として把握している部分が当然あろうかなと思いますから、そう

いうことも聞かせていただければ、これから参考にもなるのかなというふうに

思います。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。この間、私も蒲原地域にある橋を耐震の関係で全部調

べてみたらどうだと話をしたところです。私も今回の課題、問題となっている

事項はどうなのかと、そういうことも書いてあるんですけど、書いたままをち

ょっと読んでみると、１２月の防災訓練の際、各地区にある橋の強度はどのよ

うになっているのか、一次避難地までの間の各地区の橋の現状調査・耐震強度

をお願いしたいと、橋が崩れた場合、一次避難地までは行けなくなる可能性が

十分あるということで、安全確保のためにも現状の各地区にある、できたら避

難場所まで行く間の橋、そういうところを主に調査していただきたいなという

ふうに私は思っています。片瀬さんの全く同じ考えです。 

会長   それでは市の取り組みが、現状でどうなっているのか、その点も含め

て担当者の方に次の審議会に来てもらいまして、その辺の説明をしてもらうと、

そういう中で審議会としてその橋の問題について、こういう要望をしとこうと

いうことが出てくれば、そこでまた皆さんと話をして要望を出そうということ

に決まれば要望を出していきましょう。そういうことで次回にこちらへ来てい

ただくということでいいですか。どうですか、広瀬課長。 
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総務・防災課長   総務・防災課の広瀬です。確認させていただきたいんです

けど、今、片瀬委員、寺門委員のお話の中では、市全体をとらえた中での橋梁

等の改修あるいは計画とか、そういう市の考え方を説明してほしいということ

で、蒲原地域に限ってということではないという理解でよろしいでしょうか。

例えばそういう強度とか、そういう調査等をしておれば報告はできるかと思う

んですけど、もしそういうことが今後計画していくよと、今の段階では蒲原地

域についての橋梁についての強度等は報告する資料はないよといった場合、市

の全体の中の計画をこの場で報告するというようなことでよろしいでしょうか。 

会長   どうぞ。 

片瀬委員   片瀬です。今、市全体のものを報告すべきかというような話もあ

ったんですが、基本的には蒲原の地域審議会という中で解釈していくべきかと

いうふうに私は思います。その中に対象になるようなものがないとするならば、

市全体の中ではこういう方向で動いているよというような、当然優先順位等の

問題もあるでしょうから、そのときは市全体の話になるのかなとは思いますけ

れども、基本的には蒲原の地区のことを説明していただければいいかなと思い

ます。 

会長   基本的な考え方と、この蒲原地区のことについてどう動いてくれてい

ますかという、静岡市として橋の強度調査というのをどういう形でやっている

のかという基本的な考え方と、それに基づいて蒲原地域の中の橋を調査しても

らっているのかと、もしないとするなら今後やる気が計画としてあるのかと。

もしないとするならば、それはやっぱり蒲原地域審議会として橋の調査をして

ほしいという要望を出していくとか、そういう形でどうですか。 

寺門委員   寺門です。静岡市全体の中で葵区や駿河区、清水区ありますね。

そういう中で過去、各地域から要望という形か何かの形で橋のことについて、

市に対してそういう要望なり何かあってそれに対応した経緯があるのかどうな

のか、それとも静岡市で全体のマップの中で川の流れや水量とかをあれして、

大きい放水路もできていますね、静岡市にも。ああいう形で対応しているとい

う部分もあるでしょう。そういう意味で全体的も必要ですけど、この地域審議

会としては蒲原のことやっているわけですから、できましたら蒲原でこういう

こと出すのは初めてのことですから、合併してから今までに橋に対しての静岡
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市の考え方がどういうふうになっているかということも一つ聞きたいし、審議

会としては蒲原の地域の橋をできたら調査をお願いしたいという形で私はいい

と思うんですけど、全体のこともわかりますけれど。 

会長   だからまず現状把握をして、それから私たちは市に対してどういう要

望を出していくか、あるいは説明を受けてそれで納得するのか。納得できなか

ったら、それでは地域審議会としての考え方をまとめてどういう要望をしてい

くのかと。 

  だからまず次回に担当者に来ていただいて、ここでそういう説明を受けると、

その後この問題について、いや今の説明でわかりましたと言えば要望を出さなく

ていいし、いやそれじゃやっぱり蒲原地域の安全の問題として問題があるという

ことなら、どういう要望を出していこうかという形でいいと思うんですけど、ど

うですか、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉ですが、市の考え方とか対応の仕方とか基準とかを聞いてい

くのもいいですが、蒲原地区として素人目に見ても、こことここは見るからに

怖いぞと、今上げている蛭沢川なども要望出しているとおり怖いなと思ってい

るわけですね。同じような２つか３つ具体的な問題点を提示しながら、そのほ

かに専門的に見ればあるかないかわからないけども、それを１つの基軸にしな

がら蒲原はどう見ているかというふうな、少なくとも来て説明してくださいと

言う限りには、こちらとしてもこの２つ３つはもう危ないよという提起をしな

がらでないと、一般論聞くだけじゃ何か、それも聞きたいですけど。 

会長   だけど、私としては全体として専門家が見て、私たちは素人だからい

いですよ、そういう感覚で。例えば皆さんで、自分の地域の中でどうもこの橋

は危なそうだと、次のときにそれを出そうと、具体的な話を聞くのか、あるい

は蒲原地域の橋についてどういう考えを持って、どういう対応をしているのか

という話を聞くのか、そういったところですよね。だから二、三というと、じ

ゃあ地域審議会として橋を見て歩く、それまでに見て回るのか、だから、だれ

かが２つ３つと言っても、それが出てこなかったらどうしようもない。 

寺門委員   今、稲葉さんが言ったことを僕言おうとしたんですよ。ですから、

現状が我々素人目見てもわからないし、自治会で各地域から自治会長が出てき

ますから、できたら現状でうちの地域はこの橋を見てもらいたい、こういう現
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状だよということがひとつまとめることができるならば、何カ所出てくるかわ

かりませんけど、自治会長の音頭で、それをひとつ引き出してみるということ

も大事かなというふうに思いますけどね。それから提案していくという形でい

いと思います。 

会長   ただ時間的な問題があるんですよ。次の予定はまた後で日程を調整し

ますけれども、それまでに連合自治会が会合を開いて動いてくれるかどうか、

そういうこともありますので、これでいきますと、一応３月３日を予定してい

るんですよ。だからあと１カ月ちょっとですけど、その間にそういう連合自治

会として各自治会にそういう提案ができて、そういう回答が得られるかどうか

ですね。はい。 

稲葉委員   稲葉です。これは蒲原地域審議会として、今後に向けてのいろい

ろな課題とか、どんなものがあるかということの１つなわけで、３月に結論が

出なくても来年度行ってもやるべきことをやってというふうにしていけば。 

会長   ただ、今回提案が出てきたので、できればその間に十分皆さんに考え

ていただいて、それで次回で結論出すかということですから、それがもしかで

きないならば、担当者を呼んでもしょうがないし、それでは、また次の機会に

呼ぼうかと。 

稲葉委員   わかりました。来月の１４日に集まる機会がありますので、事前

に連絡をして各地区にそういう橋関係の安全上課題と思っているところあった

ら持ってくるように集約を１４日にして、その状況を紹介はするようにします。 

会長   そうですか。じゃ１４日に。 

稲葉委員   自治会ベースで集約をして。 

会長   調査して。どうですか。そういうことで対応してもらえますか。 

総務・防災課長   今のお話ですと、自治会のほうへおろして、その調査をし

て、３日の日に持ってくるという話ですか。次回の地域審議会に持ってくる。

３月は３日を予定しているんですけど、そのときに持ってくると。例えばその

ときに担当者が来てその場で見て、それは回答できませんよというふうになる

と思うんですけど、先ほど言ったように全体的な話、そのうち蒲原においては

どういう考えがあるかという・・・。 

会長   だからまずそういう話を聞いた中で、３月３日にはこの問題について
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は結論を出さないと、そういう話を聞いた中で、例えばこういう問題とこうい

う問題がここにあるよと、それについては次のあと１カ月で調べてきてくれと

いう話にするのか。また、そこで投げかけると・・・ 

寺門委員   時間的にはそういう方法しかない。（「ないですね、こういう問

題だから。」と会長が言う。）だから静岡市の意向を聞くことも必要だし、考え方

をね、それでもいいと思う、一番初めはね。 

会長   それでは、この問題については一応連合自治会の方で。はい、望月委員。 

望月委員   望月でございます。それに絡むことですけれども、連合自治会のほ

うで提案していただいたものを持ってきてもらって、それを審議会が答申すると

いうんですか。 

会長   答申じゃなくて、もう一度担当者の方に蒲原地区の市民の人たちに聞

いたらこういうとことこういうとこが問題あるようだ言っているので、それに

ついてどうだという調査をしてきてもらいたいという投げかけをする。要する

に基本的な考えとかしっかり説明してもらう、次のところでは。橋の強度につ

いて静岡市の考え方、そういう中で今１つ出ているのは、ここの蛭沢川の橋で

すね。１つは強度であり、１つは安全性だと。今やっているのは強度の問題で

すから、それについてそういう取り扱いをするということで。 

望月委員   望月です。冒頭、広瀬課長のほうから、今、橋についてどのよう

な考えを持っているのか、そして実際にその橋の改修に関わった部分というん

ですか、そういう説明をしたほうがいいですかというようなことだったんじゃ

ないかと思うんですけど、そうすると、蒲原の管内の中においても同じような

そういう対象物に当たるものがあるのかどうなのか、そういうことも兼ねたら

来ていただいても、来ていただかなくても基準なるものを紙面でいいですから

提示してもらうとか、私、防災ということで考えれば、山の崩壊というものも

一緒に考えたほうがいいじゃないかなと、ちょっと話飛躍しますが。 

会長   それは飛躍しますから、ちょっと待ってもらいたいですけど。 

望月委員   ですから、防災という観点からすると、もう少し広がってくると

思うですけれども、今回は片瀬委員のほうから橋という提案が出されたわけで

すから、それについて市の見解を聞くなり、それから、今だれが見ても危険だ

というようなものがあるのかどうかという調査が私は必要じゃないかというふ
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うに考えています。 

会長   この問題だけ取り上げていると、時間もたっていってしまいますので。

はい。稲葉委員どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。橋の強度というふうなことで、目には見えないところ

の基本的な考え方とか、それを整理していくというのは、先ほど言ったように

取り組んでいきたい、調べもしたいと思うんですけど、片瀬委員が言われた道

路の安全確保のとこだとかいうのは、基本的には、ここ数年そうですけど、単

位自治会ごとに橋の手すり、あれが低くて危ないんだとか、いろいろなところ

の改修とか、あれは各単位自治会ベースでも直接道路３課に連絡して対処して

もらうようにやっているんですよ。ですから、今の幅員がないとかいうことも、

こういう細々したものを全部地域審議会で集約してやる必要があるのか。 

会長   それは、次の審議会で検討するということになっていますので、今は

やらないで。この問題が今提起されて、１カ月間時間をとって皆さんがそれぞ

れ提案された内容が地域審議会の中で取り上げる問題か、あるいは今言われた

ように、自治会のほうで解決できるじゃないかという今の案もありましたけど、

そういう問題も含めて次のときにということでお願いします。そういうことで

いいですか。 

  もう一度確認しますけれども、来ていただくと、担当者に。橋の強度とかそう

いうものについては、例えば何年に一回調査しているとかいろいろ考えていると

思うんです。そういう話を聞いた中で連合自治会のほうで各自治会長に周りの橋

についてちょっと不安だとかいうのがあれば把握してもらって、そこで今度はそ

の担当者に具体的に投げかけて、またどういう考えが返ってくるか、あるいは後

日調査して回答しますということになるか、それは次の審議会でやるということ

でいいですね。 

  いいですか、まだ何か質問あったら。日野委員。 

日野委員   日野です。蒲原の橋は全部市が造っているですか。結構河川とい

うのは県とか国が関わっていて、橋はどうなっているのかな、単純な質問です

けれども。 

会長   そういう話も多分次のときに担当者が。 

日野委員   だからもしも市の方がいらっしゃると市のところのことだけしか
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わからないのかなというふうに思ったものですから、質問です。 

会長   多分こういう橋は県のものですよ、こういう橋は市が担当しています

よとかいろいろそういう話は出ると思いますけれども。 

日野委員   なるほど、わかりました。 

会長   次のときに。いいですか。この問題については、そういうことで次回

までにやりたいと思います。 

  次は、杉浦委員のほうから３点出ていますけれども、説明してください。 

杉浦委員   杉浦です。私が書いた内容というのは、タウンミーティングの要

望と重複している課題ですけれども、より具体的に検討していただけるといい

のではないかと思い提出してみました。 

  まず第１に「蒲原海岸保全について」、これは侵食をとめながら消波ブロック

での振動とか塩害、これを受けている地域住民に対して市のほうからどのような

形で国に伝えていただけるのか、そういったことを具体的に知りたいなと思い提

出してみました。 

  ２番目の「蛭沢通線について」は、今年に入って小金の地区では説明会があっ

たようですけれども、どのような方法だったら建設が可能なのか、費用対効果と

かそういったことが問題になっていますけれども、何かいい改善策はないのかな

ということで、ここでまたお話ができたらいいのではないかと思い提出してみま

した。 

蒲原病院については、やはり救急患者を受け入れてくれる病院というのは、

近くではこの蒲原病院しか今のところ考えられないので、救急体制の充実を図る

支援をお願いしたいということで書いてみました。以上です。 

会長   ただいま３つの内容について杉浦委員のほうから説明がありました。

こう考えるということじゃなくて質問してください。今の考え方に対しての質

問があれば。なければ次の委員会でどうするかということを決めていきたいと

思います。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。質問します。１番の「蒲原海岸保全について」という

ことで、市からどのような形で国に要望を伝えていただけるのかというふうな

ことで言っているですが、これはもう既に国交省が消波堤の今ある間にテトラ

を埋めていくんだと、そして今問題になっているのは、小金のところは沖合い
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に埋めるのか内側なのか、国交省は内側でということで言っているけれども、

小金の皆さんは外側にしてくれと、中より西側については、国交省も外側につ

けるというふうな海岸幅によって見解があって、小金の皆さんとは、１年半か

ら２年くらい前からずっと話し合いをしています。ですから、ここの要望のこ

れはそういうことを踏まえてのことなのか、もう既に国には対処して、こうい

うふうにやりたいと言って、やり方について今交渉中というか調整中という中

で、どうとらえたらいいのかなと思います。 

会長   杉浦さん。 

杉浦委員   そういうことを始めているということはわかりますけれども、具

体的に何年度にどういう形でなっていくのかというようなことまでは、まだ具

体的には示されていないと思うので、もしそういった計画性というか、それが

わかればよりいいのではないかと思っております。 

会長   いいですか。稲葉委員。長期的な計画があれば聞きたいと。 

稲葉委員   稲葉です。私の認識している状況では、もう既に国はこういうこ

とでやりたいと言って地元の許可をもらおうとしているわけですね。だけど、

はっきり言って、小金海岸のところは、その方式じゃだめだと言ってこうなっ

ているわけですよ。国はやりたいと、すぐにでもブロックを入れたいと言って

いるんですけど、ここじゃだめだ、沖合にしろ。国交省のほうは沖合じゃだめ

だと言って折り合わない状況に今あるわけです。そうすると、具体的な日程を

知りたいと言っても、すぐにでもやりたいと言っている国に対してだめだと、

また地元が言っているようで、これは市に聞いてもどこに聞いてもちょっと。

だから逆に、これは次回の話になるかわからないですが、小金地区が気持ちは

あるんだけれども、なかなかデットロックになってしまっているから、もっと

これ大きい問題として取り上げて、地域審議会として蒲原として、もっとはっ

きりさせて再要望するというか、という道筋なら次回あたりからの話でいいか

と思いますが、ちょっとそんなふうに感じました。 

会長   杉浦委員。 

杉浦委員   再要望したいという点でそちらのほうでお願いしたいと思います。 

会長   小金だけの問題ですか。消波ブロックという問題は。 

稲葉委員   大きく２つありまして、既存の消波ブロック１００メートルのも
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のが間隔を置いて並んでいますね。全部間隔であいているところを埋めたいと

国交省は考えているわけですね。埋め方は小金の海岸のところは、ある程度砂

浜があるので、内側のあいているところにブロックを置きたい、中以降は狭い

ので内側に置けないから沖合に置きたいという方針ができていて、それを実行

に移す段階に来て進んでいるんですよ。ただ、それができないと。 

会長   そういう具体的な日程が提示されているということですか。ここはい

つやります、ここはいつやりますというのが。 

稲葉委員   その日程はまだ聞いていないです。同意を得てきた。 

会長   そういうことを聞きたいと思うんですよ。 

稲葉委員   なるほど。 

杉浦委員   杉浦です。すぐのスパンでどうのこうのではなく、ある程度その

予算とかそういったものもあると思うので、地域の人たちとの話し合いの中で、

どれぐらいのスパンでやっていくのかというようなことがもしわかるのであれ

ばそういった意味で知りたいなということです。 

会長   そういうことだと思います、１番は。そのほかありますか。はい。 

草谷委員   草谷です。その消波ブロックの件に関しては、うちの組合にも再

三そういう要望がありまして、今稲葉委員のほうから説明があったとおりです。

それで、我々としても消波ブロックだと崩れてくると、何回やっても一緒です

から、離岸堤を造ったらどうだというような話もありました。ですから私の意

見としたら、消波ブロック・・・ 

会長   意見は次にしてもらいたいです。質問だけで、杉浦委員の考え方を理

解できれば、それで別にいいですけど。 

草谷委員   消波ブロック自体を考えるよりも、離岸堤のほうを考えたほうが

いいのかなと思います。 

それと蛭沢通線ですけれども、地域の住民の方々と話し合いを持ったという

今お話だったですが、これも私たちもどうしても蛭沢通線はひっかかるので、こ

れは静岡市のほうにも私も聞きたいと思っていたんですが、例えば私たちの地所

に建物を建ててしまった。そうした場合には都市計画道路というのは存在できな

くなりますよね、当然。 

会長   ちょっと待ってください。蛭沢通線については、この後第５回審議会
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での質問として市のほうから説明がありますので、そのときに聞いてください。 

草谷委員   そうですか。わかりました。 

会長   そのほかありますか。 

  また蒲原病院の問題が出てきましたけど、これについても皆さん１カ月でしっ

かり考えてきていただきたいと思います。いいですか。 

  それじゃ質問もないようですので、折原委員については次回説明をしていただ

くということで、ちょうど１時間たちましたので３時１０分まで休憩します。 

休憩 午後 ３時０１分 

再開 午後 ３時１１分 

会長   それでは審議会を再開いたします。 

  先ほどの内容に引き続きまして、望月委員のほうからの提案をお願いします。 

望月委員   望月でございます。私が提案させていただいた趣旨については片

瀬委員のほうからもご提案があったように、今まで合併建設計画の策定という

のは６年前にされて、その策定に伴って審議会で審議していくということです

けれども、６年経って今７３項目あるかと思うですけど、その７３項目以外の

もの、６年前と今ではまた違った部分というのが出てくるじゃないかなという

ことで、ソフト面というよりはハードな部分をもう一回見直す時期が来ている

んじゃないかなということで提案させていただいています。 

その内容については、私なりに取ってつけたような提案ですけれども、その

部分において審議会でもう一回精査した中で、今の時代に即した提案ができるの

かどうなのか、またそういう項目があるのかどうなのかというところをもう一度、

私たち今の審議会委員も推薦といいますか、承認されてもう１年たつわけで、あ

と任期も１年しかないわけですので、その中において、５回ほど勉強させてもら

ったわけですので、もう一回そういうことで精査をしていく、出てきた項目がこ

の審議会の中、策定計画の中に当てはまるのかどうなのかということもやってみ

たらいかがなものかということで提案させていただいています。 

横にある１・２・３という項目は、タウンミーティングで出てきたものの中

において私が感じたところを上げさせていただいたというところでございます。

以上です。 

会長   望月委員のほうから提案がありました。今説明がありましたように、
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タウンミーティングの資料は皆さん手元にあると思います。その中から望月委

員としてはこの３点を要望していきたいということで提案がありました。これ

について何か質問ありますか。どうですか。 

  一応タウンミーティングの資料の中では、市の回答が出ていますね。だから市

の回答ときょうの提案との関連ですね、そこらも含めて質問があれば出してくだ

さい。なければ、次回の審議会で話し合っていきたいと思います。 

望月委員   望月です。私は、提案というよりは、この審議会のこれから進ん

でいく過程というんですか、そういったものを皆さんでもう一度考えてみたら

いかがですかというご提案を皆さんに投げかけているわけでして、合併建設計

画の中にないものでも今の時代に即したものがあるんではないかなというとこ

ろを抽出してみたらどうか、それは先ほど言ったように、片瀬委員から出た橋

というもの、道路を直せない（不明）ありますけど、橋の強度というものも計

画にはなかったものじゃないかと思うんです。ですから皆さんでもう一回出し

てみて、等価交換するわけじゃありませんけれども、そんなことができるのか

どうなのか、この１・２・３というのは、先ほども申し上げましたように、タ

ウンミーティングで上がったものを私上げさせていただいていますし、それに

はそれなりの説明がつけられておりますので、私はそんなにこっちは問題にし

てないんですけども、進め方についてご審議していただいたらいかがかなと、

以上です。 

会長   今後の進め方、要するに地域審議会の今後の進め方をどうするかとい

う提案が１つ含まれていたわけですけども、この前私もお話しましたように、

この建設計画は合併の前に検討して出したものであります。静岡市と協議して

これが受け入れられて合併建設計画が進み始めたということですから、もう５

年経っていますので、当然これ以外のものとして、蒲原地域の中で問題が出て

きているだろうということで、きょう皆さんにその問題について提案してもら

っているというようなことです。今後まだあと５年間ありますね。だからそう

いう中で、今後地域審議会はどういうふうにしていくかということは、またし

っかり話し合っていかなければならないなとは思っていますけれども、そうい

う内容も含めてというふうに今思っているんですね。質問についてはありませ

んか。なければ次のときに話し合いと思います。いいですか。 
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（「はい」の声あり） 

会長   それでは次に行きます。山本委員の提案について、山本委員のほうか

ら説明してください。 

山本委員   こちらをお読みくださるとおわかりになるとは思いますが、先ほ

ど望月委員のほうからハードの部分の見直しということも言われまして、以前

鈴木委員がやはりここの旧文化センターですね、今の生涯学習交流館がこのよ

うに新しくなって市民に対しても目に見える形での市との合併ということがわ

かると、やはりそういうふうに目に見える形でというものも１つ大切なことだ

と思うので、本当にプールにつきましては、私はここを建替えるというときに、

当然プールも一緒に入るのかと思いましたけれど、ちょっと町長選だとかいろ

いろありましてすり合わせがうまくいかなかったということもあるようでして、

プールはそのままということですね、昔は本当に学校でプールを開放しました

けれど、今小学校でも開放することがなかなか難しいようなこともありますの

で、やはりだれでも使えるところが老朽化していますので、そういうことも考

えていただきたいと思って提案しました。 

  それから２番の歩道の樹木の管理につきましては、これは市のほうの予算、ま

た予定・日程というものがあるとは思いますが、今でも中学校に向かってなぜか

左手のところは一応草が取ってあるんです。右手のほうは草がそのままです。ど

うしてなのかちょっとわかりませんけれど、駅のところにマックスバリューさん

や日軽金さんがありますから、先ほど道路も市の道路・県の道路いろいろあると

いうお話ですから、その管理というのはどこに行くのか私には定かではないんで

すが、本当に今の状態ですと、草が茂って季節が変わるころきれいにするという

状態が続いていますので、いつ見てもきれいにというのはできないものなのか、

やはりまちの玄関口ですし、蒲原駅の方に怒られるかもしれませんけれど、今ど

うしても新蒲原のほうで御殿山に登られる方とか、そういう外から来られる方が

多いので、そういう目にとまるところでの１つの形としても、やはりきれいにし

ておいてもらいたいというのが要望です。 

会長   今プールの問題と植木の手入れと、そういう手入れをどういうふうに

しているかとかいろいろ疑問があるようですけども、その問題について何か質

問ありますか。 



 

 ―２４― 

  ちょっと宇佐美支所長、合併するときに、この文化センターの新築はしようと、

体育館とプールは今後考えていこうという話し合いがされましたね、プールも合

併のときじゃなくて、要するに静岡市と蒲原町で話し合った長い議事録みたいな

ものがあって、そのところに体育館とプールは今後考えていきましょうという１

項目があったような気がするんですけど、その点はどうですか。わかりますか。 

  建設計画じゃないです。合併協議会じゃなくて、その前に静岡市と蒲原町の職

員が具体的に打ち合わせをやった内容があったですね。私、資料持っていますけ

れども、そのときにプールについてはこの建設計画の中に入れないで、今出てい

るのは体育館は補強しようという話。補強してもたせていこうという、予算的に。

プールについては具体的な内容は出ていませんね。たしか議会のほうに提案され

て、こんな話し合いがされましたというのが、私もちょっと調べてみますけど。 

宇佐美支所長   蒲原支所長です。私の記憶をたどってもちょっとその辺がは

っきりしませんので、もしよければ次回までの宿題でどのような検討をされて、

事務引き継ぎがどのようにされたか、ちょっと宿題にさせてください。 

会長   そうですね、そうしてください。何か質問ありますか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。今の歩道の植木のことですけど、質問でも意見でもな

いですが、現状を見ると新蒲原から中学に向かって右側、左側。 

会長   線路側ね。 

稲葉委員   線路側はきれいになっている。多分線路側がきれいになっている

というのは、ＪＲの線路から１０メートルとか５メートルとかのところは、Ｊ

Ｒの管理で季節ごとに手入れをしているのできちっときれいになっている。 

山本委員   土手ではなくて。 

稲葉委員   土手から下のところまで。 

山本委員   植木が植わっていますよね。 

稲葉委員   街路樹が植わっている。 

山本委員   そこまで含めてなんじゃないの、ＪＲがお掃除するところ。 

稲葉委員   僕は最近パトロールとかやっている中で、イオンタウンのところ

の木も放水路まですごくきれいに刈られているなという印象があるし、どうい

う状況が悪くて、どういう状況がいいとみればいいですか。 

山本委員   一部、歩道のところの植木のところにたくさん鉢植えがあったの。 



 

 ―２５― 

会長   じゃ日軽金側のほうですか。線路側じゃなくて日軽金側の。 

山本委員   こちらはきれいになって、この間も見ましたけれどもね。本当に

茂って季節の変わるころになってようやくきれいになるものですから、刈られ

た直後はいいですけど。 

会長   これも市の清掃の関係が出てくるんですか。 

宇佐美支所長   場所、確認します。 

会長   じゃそうしてください。 

それでは、今４名の方が提案されました。次回までに十分考えて地域審議会

としてどう取り扱うかということについて皆さんの意見を出していただきたいと

思います。 

それから、２０日までに提案しなかったけれども、その後いろいろ考え方が

出てきて提案したいという時間的な問題もありますけども、あればここで出して

ください。日野委員から行きますか。 

日野委員   日野です。広域避難場所について書きました。東部地域は蒲中が

広域避難場所となっているが、新栄町・東町の人たちは小池川が渡れなくなっ

たとき、この可能性が大ですね。蒲中には行けないので小池川以東に広域避難

場所の設置を強く希望しています。また、この地域は人口も増加していると思

われるので再考をお願いしたいと、こう書きました。ボランティア連絡会で図

上訓練というんですか、何かみんなで東町と新栄町の人たちが集まったところ

で、一番問題になったのがやはりこの問題だったので、これを書かせていただ

きました。以上です。 

会長   今、日野委員のほうから避難場所についての提案がありました。避難

場所というのは、新栄町・東町だけじゃなくて、いろいろな問題があると思う

ですけれども、そういうものも含めていろいろ考えていただければなおいいこ

とだなと思うんですけども、確かにそういう問題はありますね。ですから一部

の地域じゃなくて全体的な問題として取り上げたらどうかという気がするんで

すけど、その点についても１カ月間で十分考えていただきたいと、何か質問あ

ります。 

  じゃ地震等の避難場所についての問題提起ということで６番に追加してくださ

い。いいですね。そのほかありますか。宇佐美委員。 
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宇佐美委員   宇佐美です。２つあります。１つは、地震が起きて津波が発生

するという情報が流れたときに、津波が侵入してくるのを防ぐ施設が蒲原の中

に何カ所かあると思います。日の出の小池川の所と、それからその下の川、ち

ょっと名前忘れましたけれども、そのところと、それから放水路もたしかそう

だったと思います。それから、向田川も確か何かしらあったような記憶があり

ますし、何カ所かあるんですね。それが地震が起きた時に自動で閉まるものと、

人がそこへ行って動かして閉めるものが確かあったと思うんです。これが実際

地震のときに本当に働くかどうか、あるいは働かせてくれる人が本当に常時駐

在してくれるのかどうかを含めて、本当に実効性の伴ったものなのかどうかを

知りたいというのが１つ。 

  それからもう１つは、前にもちょっとだれかからお話しいただいたと思うです

けど、蒲原地震山下などという場所もあるように、実は活断層がたくさん東西幾

つもあるという話を聞いていまして、その活断層が実際にどの位置に入っている

のかという地図上での位置の把握、それから把握した上でその上に家がある人た

ちへの住民への注意の喚起だとかしてるのかどうか、あるいはこれから先、それ

をどう対策をとっていくのかということについてちょっと教えていただきたいと、

その２点お願いしたいと思います。 

会長   両方とも地震が起きたときの対応について、活断層がどう走っている

のかということですね。こういう問題については、ちょっと市のほうへ質問で

すけれども、そういう調査というのはされているんですか。（「確認してみま

す。」と総務・防災課長が言う。） 

  活断層等については、確認してまた次に報告、いいですね。草谷委員。 

草谷委員   草谷ですけれども、今の川を遮断する件と、それと断層の件です

けれども、遮断する件は、沼津のびゅうおという開閉式の門がありますね、あ

れを静岡市のほうで、ちょっとどういう状況なのか問い合わせて聞いてみてい

ただければ答えが出ると思います。 

  それと、もう１点の活断層の件ですけれども、私のほうから活断層の件は話を

したんですけれども、それは東海大学のほう、市では恐らくわからないと思いま

す。ですから東海大学のほうがかなり研究していますので、市のほうで東海大学

のほうへ聞いていただければ答えが出ると思います。 
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会長   今の質問は、市のほうでそれを把握しているかどうかということと、

もう１つは、もしそういうことがわかっているなら、どういう対策等を考えて

いるかということですね、宇佐美委員。それについても確認を取ってくれます

か。津波の際の樋門の件も。片瀬委員。 

片瀬委員   １つだけ、すいません。宇佐美さんに確認させてもらいますけど、

活断層の件ですが、例えば私のうちに活断層が通っていたと、その人に対して

市がどういうふうにするかということも含めて考えてほしいということですか。

と同時に、例えば私の家の下に活断層がありましたと、住宅地としては非常に

不適切な土地ですと、こういう言い方もないかもしれませんけれども、もし金

融機関がそんな危ない土地は評価がありませんね、あなたの土地はだめですと

言われたような結果が出たとき、どこら辺まで責任が持てるのかなというよう

な部分がちょっとひっかかったものですから、あえて質問させてもらいました。

どこら辺をねらって言っているのかという部分もちょっとお聞きしたいなと思

いました。 

会長   はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   評価損のことまでは全然考えていませんでした。それよりも、

自分がそこに住んでいて生きていくために何が必要か、どういう情報が必要か、

情報があるだったら欲しいと、そのために質問をさせていただきました。その

ための要望です。 

会長   いいですか。自分が住んでいる地下がどういう状態か。 

片瀬委員   例えばそういう問題まで及ぶ可能性がありますし、プライベート

な情報になるのかなと。 

会長   日野委員。 

日野委員   先ほどのその活断層がどこに通っているか私も存じませんけれど

も、変にそういうのが流布してしまうと、それこそ六千坪売ろうと思っている

ところも売れなくなってしまう可能性もあるような気がするんですけど、どん

なものでしょうか。以上。 

会長   宇佐美委員。 

宇佐美委員   今住んでいる人は、もちろんその家に住む権利がありますし、

考えればいいことだと思います、もし自分の家の下に活断層があるなら。でも、
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それは自分が生きていくためには必要な情報だと思います。生き死にの問題は、

私は一番だと思いますので、それはやっぱり知りたい情報だと思うんです、私

にとっては。皆さんが例えばいや自分はいいよ。家の下に活断層が通っていよ

うがどうだろうがいいと。それよりも価値のほうが問題だと思われる方がいる

のであれば、みんなで話をしていただいて、どっちが優先だということで考え

ていくしかないんだと私は思います。 

会長   宇佐美さんの考えはそういう考えだと。これはだから次回で。稲葉委

員。意見じゃなくて質問にしてください。 

稲葉委員   意見じゃないです。先ほど樋門の話が出まして、小池川と富士川

河川敷沿いに２つあるんですけど、それを行政のほうに問い合わせて答えても

らうという質問でしたね。 

会長   調査してもらう。 

稲葉委員   だけど、現に河川敷の小池川の２つは、もう遠隔で操作できるシ

ステムになっているし、自治会でも１年に１回、避難訓練の日にあそこへ自治

会が集まって、開け閉めをしたり、日の出町にはそれを管理する担当者もいる

ということを認識していますので、これだけのメンバーで今質問が出た、それ

をそのままぶつけてもみんなわかっていないのかと行政のほうから思われても

ちょっと心外ですので、ちゃんとそういう議論、ただ、放水路のところは遠隔

ができるのかどうなのかというのはわかりません、僕も。だけど、前からつい

ている２つについては、それができるという実態ですので、そういうことを含

めて市のほうから説明してもらえたらと思うですが。 

会長   稲葉委員の立場からいうと、いろいろと情報が入っているでしょうけ

れども、審議委員の中では、そういう情報が入っていない人もいるので、まず

そういう確認をしっかりした中で、共通の認識に立った中でどうするかという

ことを。 

稲葉委員   わかりますが、そういうふうな提案があった。そのときに知って

いる人がこうだよ、こうだよと議論して、でも、こことここはわからないなと、

だからこれを市にやろうというならわかるですが、そういう知っていることと

か情報を照らし合わせずに、そのまま質問を持っていくというのは、ちょっと、

それでいいのかなというふうに思ったものですから言わせていただきました。 
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会長   わかりました。宇佐美委員。 

宇佐美委員   沼津市の国道たしか４１４号線だったと思います。あそこも津

波のための防潮堤を実は道路をまたいでずっと動いて出てくるものがあります。

これが何年に１回実際に動かしているか知りませんが、去年動かそうとしたら

一切動かなかった。もしその動かないときに津波が来ていたら、その地区の人

たちは全滅せざるを得ないというような状況があったんです、去年。私その報

道を聞いて、実はあの道路よく通るものですから、あっと思って非常に身につ

まされた。それを鑑みたとき、じゃ１年に１回が適切なのかというところも含

めて、１年に１回やっているからいいよと、だったら１年に１回は本当に適切

なのか。門を開け閉めするのは私も知っていますし、１年に１回やっていただ

いていることは知っています。動いているという現状も知っていますけれども、

ただ、そのときに、例えばモーターが焼けていたよ。雨水が入り込んで絶縁が

できてなくて、モーターが動かなくなってしまった。それはたった１週間でも

起こり得ることですよね。そういう考えから行くと、確かに稲葉委員が言うよ

うに、それはできているんだよと、できているから質問するべきじゃないよじ

ゃないですね。 

稲葉委員   違う、違う、そういうこと言ってない。 

宇佐美委員   だからそれは、みんなの情報としてね、こういう情報持ってい

るから皆さんにお教えしますよということだったと思いますけども、それを踏

まえた上で、実は今の質問、質問と言うか、そういうことについて要望したと

いうことで、それを踏まえた上での要望です。私からはそういう意味を持って

言ったつもりです。 

会長   今の宇佐美委員の考えは、皆さんわかったと思います。そういう上に

立って、常に議論して、どういう方向性、方向に行くかわかりませんけども、

それは皆さんで議論したいと思います。それぞれがそれぞれの考えで提案して

ますんで、ぜひそういうことでやりたいと思います。あと、ありますか。寺門

委員、簡単にやってください。 

 時間もありませんので。 

寺門委員   以前から庵原高校の跡地の問題が出ていますよね。審議会として

も提案はしているわけですよね。しかし、それが市から今度は静岡県へ伝達と
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いうかいっているのかどうなのか、その辺がよくわからない。県へ聞いてもわ

からないですよ、県議会議員に聞いても、いや出ていないよというような言い

方をするので、出ている・・・。 

会長   皆さんは知っているかどうかと。 

寺門委員   知っているかどうかということ。私の記憶違いかもしれないけど、

そのあと、県からこういうふうな話が来ているよという話が審議会のほうで出

なかったですよね、どうですか、その辺は。 

会長   稲葉委員、わかります。 

稲葉委員   今の位置は、蒲原の中では、こういうふうな方向で行きたいなと、

ある程度まとめて持って行くんですが、それをまだ県に出してありません。出

してないです。市も何も言っていません。今の状況は、県がどう動くか、県が

ある動きをしたときに静岡市としては蒲原の要望というのは知っているので、

そこで対応するというか、蒲原地区の要望については県に言ってくよというこ

とで、ただ、県には直接蒲原地域審議会にしても連合自治会にしても考え方を

まだぶつけてないです。これは清水区とも調整しながら持っていくタイミング

をいつにするかということで、まだ温めている。今はまだ早いということで、

ただ、あれは２５年ですか、ですから１年かそのくらい前になったらそれとな

く、こんなこと言っていいのかな、ささやきながら情報をリークさせて県のほ

うに少しジャブをやりながら、そして県としても今子供たちが在学していると

きに、ここをああするこうするなんてことは教育委員会もしないだろうし、閉

校になった後からでも十分間に合う話だから、いずれにしても県の動きを注意

深く見守っていこうと、タイミングよくこちらの要望を出していくというふう

な（不明）動かないでいるという状況です。 

  たまたま今度県議選があるでしょう。そうすると、またガラッと変わってしま

うから、個人的なあれでいくと、連合自治会としては、県議選が終わって落ちつ

いたところで風景見ながらしかるべきところに、ささやきながらこちらの要望を

リークさせていくのがいいのかなと考えています。 

会長   それでは、これで課題等についての内容は終わります。いろいろな問

題が出てきました。提案された方、委員のほうから内容も説明がありました。

新しい内容も出てきておりますので、次回の審議会までに十分考えをまとめて
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いただいて、また審議会として取り上げて要望していくかということを話し合

っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  (３)に行きます。その他に入ります。 

  前回の審議会の席上、委員から出されました質問等について事務局から報告を

お願いします。広瀬課長。 

総務・防災課長   総務・防災課広瀬です。まず第１点がまちなみ修景事業に

ついてということで、交付を受けた初年度から連続３年度に限り交付するもの

ですよという中で、新しい団体については今後検討するということで、旧蒲原

では当時まちなみの会という団体がございました。これについて３年度につい

て過ぎたものですから、交付をしませんということで、まちなみの会自身もこ

れを承知の上でございます。例えば蒲原地区内において、新たにそういう団体

があれば検討はしますということでございます。これがまず第１点です。 

  次に、蛭沢通線の件ですけど、この説明会が今年度中に予定されているが、ど

のような目的でどのような意図の説明になるのかということで、まだ日にち等は

決定ではないんですけど、今年度中と言ってもあと３月までわずかですけど、ま

ず内容が、蛭沢通線が区間を１と２と分けてございます。この区間２のところが

神沢白銀線から国１のバイパスの高架下、ここの間が区間２でございます。区間

１というのは線路を渡ってこちらから神沢白銀線ということで、まずその説明会

については、区間２の国１バイパスの高架下、ここについて協議をしてきた結果、

この部分については、廃止という考えを地元のほうへお示しするということで、

これについての説明会を行うということで、現在関係自治会役員に連絡をとって

いるという状況でございます。区間１については、今後も必要性の再検討を行っ

ていくということで、この部分については今後も検討していくということでござ

います。 

  それともう１点、合併５年が経過した後に投資的事業として静岡市が蒲原地域

にとって使っていただく金額を項目別に教えてほしいということですけど、きょ

う鈴木委員がいないわけですけど、これについては前回の審議会の中で項目別の

執行状況として金額等お示ししたということで、合併建設計画の登載事業につい

ては前回のときに報告したとおりで、それ以外に蒲原に投資した事業の金額を拾

えというと、莫大な作業になってしまうわけです。正直言ってその資料はないと
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いう中で、これについてどれだけの意味があるかというと、なかなかそういう意

味もないものですから、これについては拾うことも困難であることから、建設計

画以外に蒲原に投資されたものについてどれだけというのは、ちょっと回答でき

ないというのが状況です。以上です。 

会長   ただいま３点の質問に対する回答がありました。何か質問ありますか。

草谷委員どうぞ。 

草谷委員   草谷です。先ほどちょっと場が違うところで言いかけたですけれ

ども、蛭沢通線の新設事業ですけれども、区間１に関しては再検討ということ

ですけれども、地元の説明会でも区間１は、どういうふうにとらえているのか

ということを聞きたいということと、それと例えば我々の地所がちょうどかか

っているということで、もしそこに我々が何らかの必要性があって建物をした

場合に道路ができない状態になりますけれども、それに関してはどういうふう

になるのか教えていただきたいですけれども。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   地元説明会の内容については、この区間１については、説

明会の中では対象外ということで、再検討するということはお話は出るのかも

しれませんけど、今回説明会の主な目的は区間２についての廃止についての報

告というようなことを聞いております。 

  ２点目の建物を建てた場合、道路が造られなくなる。これについては私今ちょ

っと回答できないものですから、それだけの回答であるならば次回に報告させて

いただきたいんですけど、よろしいでしょうか。 

草谷委員   草谷です。これはもう立ち消えになったという解釈じゃなくて、

継続ということでとらえたほうがいいんですか、区間１に関しては。長年話は

しているんですけれども、いつまでたっても解決しないですよね。ですから去

年から言っているように、やるのかやらないのかをはっきりしてもらいたいと

いうことは再三市のほうへはお願いしていたんですけど、いまだもってそうい

うだらだらした状態が続いているものですから、これ自体どうするのか早く結

論を出していただきたいというのが私たちが望むところですけれども。 

総務・防災課長   審議会として早く結論を出していただきたいということ。 

会長   そういうことではなくて、草谷委員の要望として。自分のところの地
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域なので。 

草谷委員   要望です。この地域審議会の中でも、これが必要なのか必要じゃ

ないのかという議論はいつもするんですけど、なかなかそこも煮詰まらない状

態でいたものですから、早く決定していただきたいなというのが自分の要望で

す。 

会長   ちょっといいですか。地域審議会も、この要望を市長に出したという

のは知っていますよね。市長のほうからも費用対効果、あるいは担当者も費用

対効果ということで非常に難しいだろうという話はしているんですけど、地域

審議会としては、これは通してほしいと、防災上の問題とかいろいろありまし

て、そういう要望を出していまして、地域審議会のほうとしては、この問題に

ついてはいいですよという話はしていません。そういう中で今回の説明も第２

のほうは廃止するけども、第１のほうはまだ生きているという説明をもらって

います、考え方は。ただ、地域の人たちの考え方もやっぱり十分聞いていきた

いから、そこらについてもいずれそういう機会があるじゃないかなという気が

するんです。だから草谷委員は早く結論を出してくれと、そうしないと建物を

建てる。ただ、都市計画道路に建物を建てることができるでしょうか。だから

法律的な問題もあるんですよ。蒲原町時代議員をやっているときに私も都市計

画道路委員に入っていました。例えば２階建て以上改築できないとか、いろい

ろ都市計画道路に対する法律的な規制もありますので、そういうものも一度勉

強するためなら、担当者に来ていただいて説明していただくことも必要ですけ

ど。だからその絵をかいてあるところにやたら建てるわけにいかないでしょ。

そこのところどうでしょう、ちょっと説明してください。 

支所長   都市計画道路上に建築物を建てる場合、一定の制限はあると思いま

すが、私も担当ではございませんので、その辺の詳しいところはわかりません。

これは地権者として所管課、都市計画課になると思いますが、そこにお問い合

わせいただければ詳しく教えていただけると思いますので、それに基づきまし

て事業所の計画ですか、そういったのも組み立てていけばいいんではないかな

と思います。 

会長   いいですか。今の質問に対する回答、質問ありますか。片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。ちょっとあいまいになって申しわけないですけれども、
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このまちなみ修景事業というのは、建設計画の中で確認できないんですけれど

も、１０年間行うとかいう形で建設計画に載っているということはないんです

か。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   私もちょっと資料等確認しないとなんですけど、その１０

年間というのは、まちなみ修景事業という中で、ここで言う補助金の種類のも

のではなくて、五十嵐邸とか、あと御殿山の周辺整備とか東海道の整備、これ

らを含めた中のものが合併建設計画へ載っているものであって、ここでいうま

ちなみの会が３年間補助金を受けたものというのは別のものということですけ

ど。 

片瀬委員   片瀬です。中途半端で申しわけない言い方ですけれども、建設計

画の中で１０年間まちなみの会の活動費が確保できているというようなとらえ

方は、それはおかしいということですか。 

総務・防災課長   広瀬です。おかしいと言うか、それはちょっと違うんじゃ

ないかなと、まちなみの会が１０年間補助金をいただけるものではないという

ことだと思います。 

片瀬委員   わかりました。 

会長   そのほかありますか。 

  ないようですので、次に移ります。広瀬課長。 

総務・防災課長   広瀬です。宿題がもう１件ちょっと報告できなかったです

けど、公共下水道事業についてのアンケート調査について、その後どうなのと

いうことですけど、アンケート結果は現在下水道計画課で取りまとめ、ことし

２月の中旬ごろ回覧板でアンケート結果を報告できるということでございます。 

会長   いいですか。公共下水道事業については、地域審議会のほうでも強い

要望を出しています。その中で蒲原地区の皆さんがどういう回答を出したかと

いうのは、地域審議会としても非常に注目するところですので早目に知らせて

ほしいなと思っているんですけど、なかなか集計が思うようにいかなくて、２

月の中旬に回覧板で蒲原地域の市民の皆さんに伝えるというような今の内容で

す。いいですか。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   公共下水道のアンケートをやって、それを集計してその結果をそ
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のままこういう結果でしたというだけで出すのは、やぶさかじゃないですけど、

こういう結果だったから、こういうふうな方針で市はいきますとかじゃないで

すよね。（「そこまでやらないでしょう。」と会長が言う。）結果だけを客観

的に出すならいいです。こうだからこうという、そこ気をつけないと本当の正

しい形での方針というか、先々見たとき何か問題になってしまうかなという心

配があったものですから、回覧板でのアンケートはその辺注意しながら出して

いただきたいなという要望です。 

会長   そのほかありますか。 

  それでは、このことについて質問がないようですので、この件についてはこれ

で終わりたいと思います。 

  次に委員の皆さんから本日の協議項目以外で何かご意見、ご質問はあります

か。その前に予定の４時を若干過ぎていますけど、もう少し審議会を続けます

ので、よろしくお願いします。 

寺門委員   これ議事録の残してもらいたいですが、以前、タウンミーティン

グで山居沢の問題を質問しました。２級河川の山居沢です。これが台風のとき

に高波で堀川の山居沢を上ってきて新蒲原まで逆流してしまうです。そういう

ことで何とかならないかという質問をしましたところ、静岡市の職員がすぐ対

応してくれたんです。現場も見に来てくれました。高波が来ると堀川橋の橋げ

たへ当たって冠水してしまうですね。ホテイフーズコーポレーションの本社の

駐車場が全部埋まってしまったと、その駐車場の前の道路がボコボコになって

しまったんです。それは修復するということで対応してくれていますが、実際、

職員が来たけど高波を見ていないものですから、台風のときに一度その高波の

現状を見てもらって、潮がどういうふうに上ってくるかということ、新蒲原ま

で逆流してしまうので新蒲原のところであふれてしまうんです、一番初め。そ

れで、だんだん下のほうがあふれてくるというような現状になりますから、台

風とゲリラ豪雨が一緒になった場合に床下浸水が出る可能性が２０軒ぐらいあ

るんですよ。ですから、この意見を議事録に残してもらって、市は対応、皆さ

んは対応しなくていいですから、議事録に残してもらうことが目的ですから、

昨年は台風も来なかったものですから幸い、ありがたかったんですけど、こと

しもし来た場合に必ず見に来てくれよと、現状を確認するというお話になって
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いますから、このまた４月で異動になった場合、その担当者がかわってしまっ

た場合、果たしてそれが伝達されているかどうか心配になるものですから、ぜ

ひ現状を見ていただいて、ああこれじゃ危険だなというのが必ずわかります。

写真も撮って送ってあるんですけど、なかなか通じないもので現場を１回見て

もらうということ、堀川の地域の皆さんの１つの要望ですから、ぜひ安全対策

として、安心な生活が送れるということをひとつお願いしたいなということ、

私の要望でございます。 

会長   そのほかありますか。 

  １つお願いがあるんですけれども、地域審議会のメンバーも２０人から１５人

になりました。１５人で、きょう３人欠席しているわけですけども、少ない人数

の中で十分な議論をするということで、３人欠席というと何となく少ないなとい

う気がするんですよ。それは委員の方、仕事の関係とかいろいろ事情があって出

席できないのも仕方ないことですけど、できるだけ都合つけて審議会に出席して

いただきたいということを要望しております。 

  それでは、委員のほうからのご意見、ご質問はないということですので、４の

その他に入ります。 

  事務局から報告等ありますか。 

蒲原支所参事   先ほど会議の中でも次回の審議会の日程が３月３日予定して

いるということでお話が出ておりましたけれども、３月の３日木曜日の午後を

予定したいと思いますけれども、皆様のご都合のほうを確認したいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

会長   いいですか。３月３日木曜日。 

草谷委員   ちょっと都合が悪いですけれども。 

会長   いつがいいでしょうか。 

草谷委員   ３日３日を除いていただければありがたいんですけど。 

会長   皆さんのご都合は。市議会のほうの関係もありますので、そのほか３

月の上旬で都合の悪い日ありますか。 

 なかなかいろいろな用事があって出られないときが多いものですから、あまり木

曜日にこだわらなくてもいいですから。１５人ですので、できるだけ大勢の皆さ

んに出てもらいたいということで、どちらにしても・・・。 
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望月委員   どちらにしてもだれかが欠ける。これで木曜日を外せば折原先生

は必ずいないということになるわけですから、草谷さんには申しわけないけど、

３日に決めたらどうですか。 

草谷委員   いいですよ。 

望月委員   どうでしょう、私、勝手に言っていますけど。 

会長   それじゃ３月３日にやりますので、草谷さんに申しわけないんですけ

ど、また議事録を十分読んでいていただきたいと思います。 

蒲原支所参事   それでは確認させていただきます。３月３日の木曜日、時間

は同じ午後２時からということ、また改めて通知のほうは出させていただきま

すけれども、予定のほう押さえておいていただきたいと思います。 

会長   ３日ということで、あと１カ月ぐらいあるわけですけども、まだ２３

年度の予算が出ません。多分４月以降にならないと２３年度の予算が出てきま

せん。その後の審議会では、蒲原町地区の予算がどうついたかという話もまた

出てくると思いますけども、３日につきましては、今皆さんから提案された内

容についての話し合いをするということと、それから非常に蒲原地区にとって

は大きな問題であります公共下水道についてのアンケートも出てきますので、

その辺についても皆さんとまた話をしていきたいと思いますので、ぜひよろし

くお願いします。 

  事務局のほうからの報告は以上ですか。以上ですね。 

  そのほか何かありますか。 

  １０分予定より過ぎました。特にないようですので、これで本日の議事はすべ

て終了とします。 

  なお、本日の会議録の署名委員は、名簿順に草谷委員にお願いします。 

  以上をもちまして第３期第６回蒲原地区審議会を閉会させていただきます。長

時間ご苦労さまでした。 

                （午後４時１０分 閉会） 

           会  長 

           署名委員 

 


