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平成２６年度第５期第３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２６年１０月３日（金） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席委員  坂本委員、杉浦委員、志田委員、緑川委員、服部委員、米倉委員、 

        日野委員、望月委員、吉川委員 

４ その他出席者 

        区政課：加藤課長補佐 

        清水区地域総務課：海野参与兼課長、志田課長補佐、柴川主任主事 

        蒲原支所：石川蒲原支所長、磯部課長補佐 

        下水道計画課：鈴木課長、石倉主幹兼係長、山下主査、佐藤主査 

        廃棄物対策課：殿岡課長、佐藤係長 

 

５ 議 事    

 （１）蒲原地域の下水道計画について（説明） 

 （２）合併建設計画取りまとめ作業（健康・福祉、文化・学習） 

 （３）その他 
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地域総務課主任主事   本日はお忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。第５期第３回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  初めに、御報告です。 

  本日は、大石委員より欠席という連絡がありました。「地域審議会の設置に関する協

議書」第７条第３項に、「審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開く

ことができない」と規定されております。 

  本日は１名の欠席ということで、過半数を超えておりますので、会議は成立するとい

うことになります。 

  なお、この審議会は「地域審議会の設置に関する協議書」第７条第５項の規定に基づ

きまして、原則公開となっておりますので、御承知おきください。 

  それでは、初めに資料の確認をお願いいたします。 

  本日配付しました資料は、まず「次第」、それから、カラー印刷の「合併建設計画事

業一覧」。続いて「事業推進状況説明資料」、次に「静岡市蒲原地域審議会報告書構

成（案）」です。最後に、「下水道計画資料一式」ということになります。 

  資料のない方、いらっしゃるでしょうか。 

  それでは、議事に入る前に、望月会長より御挨拶いただきます。 

  会長、よろしくお願いいたします。 

会長   皆さん、どうも御苦労さまでございます。御多忙の中、御出席をいただきま

して厚く御礼申し上げます。限られた時間の中で慎重に審議していただいて、成果が

上がるように、皆さん御協力をお願いしたいと思います。 

  また、進め方につきましては、前回の審議会の終わりに懇談会を開かせていただきま

して、皆様のお手元にも議事録等をお送りさせていただいているかと思いますけれど

も、一読いただきたいと思います。 

  事務局にも、同じものを提出してございます。 

  その中をもう一度確認をさせていただきますと、まず進め方としましては、合併建設

計画登載事業７３項目あるかと思うんですけれども、その項目ごとに五つに分かれて

いるかと思います。 

  この中で、上から順番に、健康・福祉、文化・学習といくわけですけども、本日は、

まず健康・福祉というところから始めさせていただいて、時間があれば文化・学習の

ところまで確認をしていくということで、議事に入りたいと思います。 
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  第５期もこれで３回目になりますけれども、本日からがやっと取りまとめに入るわけ

でございます。最終的には、来年の２月か３月を目標に、この審議会を進めさせてい

ただきたいと思いますので、御協力のよろしくお願いを申し上げます。以上でござい

ます。 

地域総務課主任主事   それでは、早速議事に移りたいと思います。会長よろしくお

願いします。 

会長   次第にしたがいまして議事に入らせていただきます。 

  まず、議事に先立ちまして、皆様にお願いを申し上げます。 

  会議録作成のため、発言の際にはマイクのボタンを押していただいて、氏名を述べて

いただいてから、発言をお願いいたします。 

  それでは、議事に入らせていただきます。 

  お手元の次第にございます（１）「蒲原地域の下水道計画について」ということで、

これは４期までも、何回となく審議をさせていただきました。 

  皆さん御存じのように、過日住民アンケートもとらせていただいた。その結果を踏ま

えて、下水道計画課の皆様に来ていただいておりますので、御説明をしていただき、

理解を深めさせていただきたいと思います。 

  それでは、よろしくお願いをいたします。 

下水道計画課長   皆さんこんにちは。下水道計画課長の鈴木と申します。 

  蒲原由比地区におきます汚水処理方法につきましては、昨年９月２６日に開催されま

した第４期第１１回静岡市蒲原地域審議会におきまして、それまでの検討状況並びに

住民アンケートの実施について、御説明をさせていただきました。 

  そのとき、本年夏ごろまでには汚水処理方法についての方針を決定し、改めて審議会

へ報告させていただくというふうなことになっておりました。 

  本日は、市の方針を決定いたしましたので、その御報告に当たりまして、当課と廃棄

物対策課の２課でお伺いをしております。よろしくお願いいたします。 

  それでは、座って御説明させていただきます。 

  早速でございますが、お手元の資料に沿って、蒲原由比地区の市街化区域におきます

汚水処理の検討結果を御報告させていただきます。 

  Ａ３版両面印刷の蒲原由比地区における汚水処理方法についてと記載された資料をご

らんいただきたいと思います。 
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  蒲原由比地区の市街化区域については、これまで汚水処理の方針が定まっておりませ

んでした。そこで、今後公共下水道を整備していくのか、合併処理浄化槽の普及促進

を進めていくのかという選択肢の中で、これまで検討を進めてきたところでございま

す。 

  皆様御承知のことではございますが、旧蒲原町は平成１８年に、旧由比町は平成２０

年に静岡市と合併いたしましたが、その合併前に、合併建設計画、合併基本計画が策

定をされております。 

  この計画の中で、まちづくり計画の生活排水対策事業といたしまして、公共下水道、

農業集落排水、合併処理浄化槽等を効率的に組み合わせ、清潔で快適な市民生活を支

える環境を整備とうたわれております。 

  また、蒲原地域審議会の皆様からは、清潔で快適な生活環境を築くため、公共下水道

事業の早期実施を求める要望書が市長あてに平成２１年、平成２３年の２回提出をさ

れております。 

  それでは、その汚水処理の方針を決めるに当たって、国はどのように市町に指導して

いるかと申しますと、地域特性や環境面、経済性、地域住民の意向などを考慮して、

総合的に判断することとされております。 

  そこでまず、お手元の資料（１）地域特性でございます。蒲原由比地区の汚水処理施

設の現状は、合併処理浄化槽が約４割普及しております。④と⑤のところ、単独浄化

槽が約４９％、くみ取りなどが約１３％ございまして、この全体で約６割の御家庭の

生活排水を公共下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽のいずれかの方式にかえてい

かなければなりません。 

  市街化区域については、農業集落排水が適用できないため、公共下水道か合併処理浄

化槽の選択となりますが、仮に下水道を導入しようと意思決定した場合、その整備期

間は約３０年かかると想定をしておりますが、その整備期間内にも、家の建てかえな

どが進み、合併処理浄化槽の普及が促進されていくため、将来、下水道が整備された

場合、下水道への切りかえ時には、再度宅地内の工事が必要となり、住民の皆様にと

っては二重投資となってしまいます。 

  また、この地域の地形等を考慮した場合、道路の起伏や河川の横断、狭隘な道路が多

いことなどから、ポンプ場などが必要になることや、下水道管を深く埋設する必要が

あることなど、建設に対しても課題が多く、交通規制などによる市民生活への影響も
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大きいと言えます。 

  二つ目に、環境面でございます。右のページをごらんください。 

  環境への影響でございますが、公共下水道の場合、浄化センターからの放流水の水質

については、ＢＯＤ生物化学的酸素要求量は１５ｍｇ／ℓ以下と規定をされております。 

  合併処理浄化槽については、かつては、６０ｍｇ／ℓ以下や、３０ｍｇ／ℓ以下の構造

のものを認められておりましたが、平成１８年の浄化槽法の改正によりまして、放流

水の水質基準が２０ｍｇ／ℓ以下であることが定められ、実際に市に報告されておりま

す法定検査の結果も、平均値が１０．５ｍｇ／ℓとなっており、近年、合併処理浄化槽

の性能が一段と進歩し、その放流水質は下水道の放流水と同程度と言えます。 

  次に、三つ目の経済性でございます。事業費については、公共下水道とした場合、建

設費として約３５２億円かかるものと試算をしております。 

  合併処理浄化槽については、市街化区域内の単独合併を含めた浄化槽が約３，８００

基あることから、全てを合併浄化槽に切りかえた場合、約３９億円かかると試算をし

ております。 

  また、蒲原由比地区で新たに公共下水道を導入した場合の下水道事業経営の影響につ

いて、シミュレーションを行いました。 

  このシミュレーションでは、平成３６年から工事着手し、工事完了予定の平成５０年

までの１５年間で、約５５億円の損失が出る見込みとなっておりますが、それでは下

水道事業の経営が成り立たなくなってしまいますので、その損失を補うため、使用料

の値上げ等を行う必要があり、その場合、市民の皆様の理解が必要となってまいりま

す。 

  しかしながら、現在、本市の下水道使用料は、全国２０政令市の中で４番目に高い使

用料で、現在県内２２市の中でも、３番目に高い使用料となっており、値上げについ

ては、理解が得られにくい状況がございます。 

  続きまして、裏面をごらんいただきたいと思います。 

  四つ目の地域住民の意向でございます。昨年度、蒲原由比地区の市街化区域の住民を

対象に、１７カ所１８回の説明会を行った上でアンケート調査を実施いたしました。 

  その結果、対象となります約５，６００世帯のうち、７３％の世帯から回答をいただ

いております。 

  このアンケート結果につきましては、本年４月に５町内に回覧をさせていただいてお
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りますので、皆様にもごらんをいただいているかと思います。 

  グラフでございますが、左の列が説明会に参加していただいた方の、右側の列が説明

会に参加できなかった方の回答となっております。 

  まず一つ目の、「汚水処理方法はどちらを望みますか」という問いでございます。右

のグラフ、説明会に参加できなかった方の回答は、公共下水道を望む方と合併処理浄

化槽を望む方がほぼ拮抗しているのに対し、左のグラフ、説明会に参加し、公共下水

道と合併処理浄化槽のメリット、デメリットや費用負担について説明を聞いた上での

回答では、約４割の方が公共下水道、約６割の方が合併処理浄化槽との結果となって

おります。 

  ２の下水道を選択した理由については、両者とも同じような割合となっておりますが、

環境面を理由にしている方が５割強、市で管理を行うことから、エコ時の手間がかか

らないといった理由が４割強となっております。 

  ３の合併浄化槽を選択した理由でございますが、これも両者同じような割合になって

おり、下水道は膨大な経費がかかる。ほかに使い道があると思うからが約４割、自宅

の建てかえなど、自分の都合に合わせることができるとの理由も約４割となっており

ます。 

  この結果を見ますと、説明を聞いていただいた方の約６割が合併処理浄化槽を望んで

いることや、説明会に参加できなかった方でも、下水道を望む方が半分にとどまって

いる状況を見ますと、公共下水道を望む割合が高いとはいえず、仮に公共下水道を導

入した場合、下水道が使えるようになっても、すぐに接続をしてもらえないなど、使

用料が確保できないことも懸念をされてまいります。 

  右ページをごらんください。 

  そのほか考慮すべき事項といたしまして、今後人口減少が予測され、下水道の使用料

収入の減少も想定される中、新たな公共下水道の整備には、多額の需用費が必要とな

ることから、喫緊の課題でございます、現有施設の地震、津波、老朽化対策事業等へ

の影響が懸念をされてまいります。 

  さらには、下水道法改正の動きがございます。その内容でございますが、今後、新た

に公共下水道を整備していく区域については、合併処理浄化槽を適正に維持管理して

いれば、公共下水道への接続を免除するというものでございます。 

  こうした場合、公共下水道の整備が完了しても、下水道に接続をしなくてもよいこと
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になってしまい、汚水量の予測ができず、浄化センターの処理能力など、下水道の適

正な事業計画を立てることができない状況となってまいります。 

  また、新たな国の動きといたしまして、農業集落排水を所管します農林水産省、公共

下水道を所管する国土交通省、合併処理浄化槽を所管する環境省の三つの省が合同で、

今後汚水処理を進めていくための統一したマニュアルを本年１月に公表いたしました。 

  現在、全国では、平成２４年度末で、人口の約８８％が汚水処理施設を利用できる状

態になっておりますが、いまだに約１万５，０００人がそれらの施設を利用できない

状況にあることや、今後、人口減少、高齢化が進み、使用料収入や税金収入などが減

少していく中で、古くなっていく施設の改築更新の増大を考えると、新たな汚水処理

施設整備への投資は、ますます厳しくなってまいると考えており、国は、今後１０年

程度をめどに、汚水処理整備を概ね完了させるという方針を打ち出しております。 

  最後に、繰り返しになりますが、これまでの検討結果をまとめますと、まず地域特性

といたしまして、仮に公共下水道を導入することとした場合、その整備完了までには、

約３０年を要し、その間には家の建てかえなどが進み、合併処理浄化槽の普及が促進

されていくこととなりますが、下水道への切りかえ時には、再度宅地内の工事が必要

となり、二重投資となってしまうことや、工事施工に当たり、狭隘な道路が多く、交

通規制などにより、市民生活への影響が大きい。環境面といたしましては、合併処理

浄化槽と公共下水道の放流水質は同程度である。経済性につきましては、公共下水道

の整備には多額の事業費がかかり、下水道事業の経営が成り立たなくなってしまうた

め、使用料の値上げなどを行う必要があるが、値上げについては、市民の皆様の理解

が必要である。 

  地域住民の意向といたしましては、アンケート調査の結果、公共下水道を望む割合が

高いとはいえず、下水道が使えるようになっても、すぐに接続をしてもらえないなど、

使用料が確保できないことが懸念をされます。 

  これらの検討結果を踏まえ、蒲原由比地区の市街化区域の汚水処理方法につきまして

は、市の最高意思決定機関でございます経営会議に諮り、合併処理浄化槽の普及を進

めていくということに決定をいたしました。 

  皆様からは、公共下水道事業の早期実施の御要望をいただいておりましたが、御要望

におこたえすることができず、大変申しわけありませんが、御理解をいただきたいと

思います。 
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  なお、今後の予定といたしましては、１０月１０日に開催されます蒲原地区並びに由

比地区の連合自治会の定例会において、自治会長の皆様に、今回と同様の説明を行わ

せていただくとともに、地域住民の皆様への説明会についても、１１月の上旬を目途

に、蒲原・由比、それぞれの地区で開催をしたいと考えております。 

  説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長   御苦労さまでございました。今、当局から下水道に関します結果につきまし

て報告をいただきました。 

  当局として、合併浄化槽の普及を図っていくという結論に達したとの報告をいただき

ました。検討結果につきましては、今、鈴木課長から説明がありましたように、地域

特性、環境面、経済性、地域住民の意向等々を勘案して決定をしたという説明をいた

だきましたけれども、この件につきまして、審議委員の皆様で御質問等々あれば、お

受けしたいと思いますけれども。よろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

  日野委員、どうぞ。 

日野委員   日野です。今の説明はとてもわかりやすくて、ああこれからは合併浄化

槽になっていくのだなということがわかりました。 

  ただ、この設置費に３９億円計上されているのですけれども、これは各家庭に補助金

として出すということですか。大体合併浄化槽って個人で設置しますよね。それで設

置費を３９億円とすることは、補助金を出すからということになるのでしょうか。 

  その辺を説明していただきたいのですが。 

下水道計画課主幹   この３９億円なんですけど、補助金ということではなくて、純

粋に合併浄化槽の設置費用が幾らかかるか。事業費として下水道と合併浄化槽を比べ

ているというような、そういう金額になります。 

日野委員   ではもう一つ。ということは、個人負担が３９億円と考えればいいとい

うことですか。市がこの設置費を何らかの形で出すということじゃないですよね。大

体、家を建てるときは、個人で設置しているので。 

会長   では先に事務局から説明をお願いします。 

廃棄物対策課課長   廃棄物対策課、殿岡と申します。 

  手前どもの課は、主に合併処理浄化槽を設置する際に、補助金を交付させていただい

ている課でございます。  
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  ただいまの全体の工事費が合併浄化槽の場合、約３９億円という数字がございますけ

ども、現在もそうですけども、皆様方が設置した場合に、単独処理浄化槽から合併浄

化槽に変えたり、あるいは新築の際に合併浄化槽を設置して、それぞれ補助金を出さ

せていただいております。このうち、市から皆様の設置の状況にあわせて補助金をさ

せていただくというものでございます。 

日野委員   そうしますと、今ここで条件が違うという理解でよろしゅうございます

か。 

下水道計画課主幹   それでは、浄化槽の現在の補助金ついての考え方の表を配らせ

ていただきます。 

  よろしいでしょうか。 

会長   それでは説明をしていただきます。 

下水道計画課主幹   現在の静岡市の合併処理浄化槽を設置した際の補助金、これに

ついて説明をさせていただきます。 

  今、お手元に配付させていただきましたのは、市全域で統一させていただいている金

額のものでございます。 

  例えば、この中段にある平成２６年度の補助の金額というところになりますけども、

仮にその５人槽の合併処理浄化槽を設置していただいた場合に、単独処理浄化槽から、

合併処理浄化槽に切りかえをしていただいた場合には、市としても補助を手厚くして

ございます。一般区域、蒲原地区はこれになりますけども、５人槽の場合が４１万５，

０００円、中段にくみ取り便槽から合併処理浄化槽という欄がございますけども、こ

れにつきましては、現在くみ取り便槽をお使いの方が合併処理浄化槽に切りかえた場

合の補助金が、真ん中の欄になります。５人槽ですと３３万２，０００円を補助させ

ていただいています。 

  一番右側の欄になります。こちらは、現在は昔と違いまして浄化槽を設置する際には

必ず合併処理浄化槽しかつけてはいけないということになっております。 

  そうしますと、本来新築をされて浄化槽をつける場合には、どなたの場合でも、合併

処理浄化槽はつくわけでございますけども、その際にも、金額は半分になりますけど

も、新築の際は例えば５人槽の場合は１６万６，０００円を補助させていただいてお

ります。 

  これにつきましては、旧蒲原町の時代に、たしか平成５年にこの補助制度をつくりま
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して、この補助制度でずっと今まで来ているわけでございます。 

  当然、旧静岡市、あるいは旧清水市の中にも、下水道がない所はたくさんございます。 

  そういうわけで、旧清水市においても同じような制度がございました。また当然、旧

静岡市においても、このような補助制度がございました。 

  そのときに、内容がほぼ同じだったんですね。そういうわけで、そこのところの補助

制度を統一させていただきまして、現在に至っているということでございます。よろ

しいでしょうか。 

日野委員   そうしますと、これからはどんどん合併浄化槽を推進していくという形

になりますよね。前には、年間で申請者が何人かにならないと補助が出ないというよ

うな、そういう話があったんですが、これからはその枠は外しますか。 

廃棄物対策課係長   正直言いまして、この合併浄化槽の補助制度の予算でございま

すけども、これにつきましては、市が単独で用意をしている部分もあれば、国から補

助を受けている部分もございます。 

  毎年、静岡市としましては、年間の計画、基数を立てまして、国に補助の要求をして、

内示が来るわけです。それに伴って静岡市の予算を組み込んで、今の補助制度が成り

立っているわけでございますけども、正直言いまして、今の補助要綱、静岡市のその

補助要綱、旧蒲原町の補助要綱でもそうだったのですけども、どうしてもこの補助金

を市が出す場合は、くどいようで申しわけないんですけども、予算の範囲内でという

ようなものが、どうしてもこれついて回ります。 

  皆様方が今おっしゃるように、これから推進していくのだから、住民の方から、市民

の方から設置の申請があれば、１００％その対応できるように予算立てをしてくださ

いという御要望はですね、これ当然のことだと思いますので、それを受けまして、当

然今現在も足りるような予算の組み立てをしまして、対応しているところでございま

す。 

  おかげさまで、ここ５年間につきましては、市民の方々から御要望をいただいた補助

については１００％対応させていただいているという状況でございます。 

  ですから、その辺、御理解をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

会長   日野委員、よろしゅうございますか。 

日野委員   はい、わかりました。 

会長   ほかにございませんか。杉浦委員。 
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杉浦委員   杉浦ですけども、素朴な質問なのですけど、これは蒲原の地域審議会で

すよね。御説明いただいたのは、蒲原由比地区における汚水処理方法なんですけども、

これのアンケートは両方含まれているわけですね。蒲原独自のものはないわけですね。 

下水道計画課主幹   まず「汚水処理方法はどちらを望みますか」というものですけ

ども、今、説明会に参加の方につきましては、蒲原地区で４９％、浄化槽を望む方も

同じく４９％、説明会に参加できなかった方は、下水道を望む方が５１％、浄化槽の

方が４３％でございます。 

杉浦委員   ありがとうございます。そうしますと、こちらに載っている資料と差が

ございますよね。地域特性で、公共下水道よりは合併槽を望むほうが多いという先ほ

どの御説明がありましたが、その辺は整合性が取れないと思いますが。どういうふう

にお考えですか。 

下水道計画課主幹   この汚水処理の検討、下水を導入する場合なんですけど、この

地区につきましては、蒲原由比をそれぞれ分けてやるということができないもんです

から、蒲原由比一体として考えて、この地域をという形で考えています。 

  それでこういうような集計ということになっております。 

杉浦委員   そうしますと、今回の会議は、蒲原の審議会でございまして、由比を含

めた審議はなかなかできないと思うんですけども、それと、どうも合併槽のほうが有

利だよというような、導くような説明会もございましたしね。それを聞いた方が下水

道よりは合併槽のほうがいいのかなというような回答に変わった方もいると思うんで

すよ。 

  ちょっと誘導型のアンケートだったような気がするんですけども、その辺はいかがで

しょうか。 

下水道計画課主幹   いや、決してその誘導というような気持ちでは説明会を行って

おりません。単純にメリット、デメリット、それぞれありますので、その辺は説明を

したつもりではおります。 

服部委員   杉浦委員の質問の中で、関連して連合自治会でもこういう話が出まして

ね、やはり最初はどちらにしていいかわからなくて、ただ、費用の面でいくとね３９

億とか、３５２億ってなると、人口が減少していって、将来的にはどうなるだろうと

いうようなことになると、やっぱり下水道処理の方が負担が大きくなるんじゃないか

と。もしかしたらもっとひどくなる状況になるんじゃないかなというような意見も出
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まして、とりあえずこの合併処理浄化槽のほうが費用もかからないし、妥当な線じゃ

ないかなというような意見も、何回か話ししているうちにありましたですね。 

  だけど、今のこの表を見ると、５人槽で４１万５，０００円、一般区域、特定区域５

１万５，０００円。これに伴う工事費入れると、恐らく１００万近くなると思います

ね。 

  ですから、この合併処理の新築の場合、いずれにしてもかかりますので、今の新築の

場合１６万６，０００円となってますが、これの価格の１６万６，０００円が妥当か

どうか、もうちょっと上乗せしてくれないかなんていうような意見も連合自治会では

ありました。要は負担を軽くしてくれということですよね。そうすれば、その合併処

理でもいいんじゃないかというようなこと、そういう意見が多かったですね。以上で

す。 

会長   よろしゅうございますか。 

吉川委員。 

吉川委員   二つ質問があります。アンケート結果のところですが、合わせて４，０

００世帯ということですね。この４，０００世帯というのは、蒲原と由比で４，００

０世帯ですか。 

下水道計画課主幹   そうです。 

吉川委員  ありがとうございます。 

  それから２番目に、環境面のところですけども、公共下水道は１５ｍｇ／ℓで、合併

処理槽が２０ｍｇ／ℓになると思いますね。 

  現在、蒲原では合併処理槽は４０％ですか。３０年間下水をやった場合、単独処理槽

での値、合併処理槽で出てくる汚染値、これはトータルすると、３０年間でどのぐら

いになるのですか。 

  合併処理槽そのものがこういう数字ですと、公共下水道がこういう数字ですよという

ことなんですが、実際には、３０年間ぐらいかかるであろうと。下水道の場合ですね。

その間、トータルの排出量の汚染量というのはどのぐらいになるんでしょうか。その

比較はいかがでしょう。 

  ここに関連して、もう一つ、先ほどの説明で、合併処理浄化槽の規制値は２０ｍｇ／

ℓで、実際に検査をした結果が１０．５ｍｇ／ℓございますね。 

  しからば、公共下水道の結果は、これ書いてないですね。 
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  将来的に見てどっちがどうというのは、こういう規制値だけではね、将来は判断でき

ませんよね。 

  ですから、合併処理浄化槽のほうが下水道よりも数値はいいんだということが、我々

には先ほどの説明だと印象深く聞こえるんです。事実はやっぱり結果でやらないと、

事実はわからないですね。 

  その２点の質問です。 

下水道計画課課長   お待たせして申しわけございません。３０年間のトータルとい

うお話でございますけども、正直、今その数字というのはつかんでおりません。と 

同時に、３０年間で、当然合併浄化槽が進んでいく。それによって汚染の状態が当然 

緩和されていくという話になるもんですから、ちょっとそこの計算の仕方というのが

回答できないのですが。 

調べまして、事務局に報告してこちらの方に伝えてもらうような形をとります。そ

れから、下水道、浄化センターの数値が載っていないということですが、確かに載っ

てございません。 

実際に、今、浄化センターの放流水質というのがございまして、それは、測定値が

かなり変動しております。今、実際にうちのほうが測っておる測定値としては、１０．

２ミリから、０．５ミリというふうな、測定のときに大きく幅がございます。ですの

で、ただ、それにしても、合併処理よりはきれいだろうという判断にはなろうかと思

いますけども、ちょっとその数字がちょっとここ抜けておりますので、この御町内の

とこに説明するときには、こういった数字も載せさせていただきたいと思います。 

吉川委員   今の説明ですと、単純平均しては危ない数字ですから、その数字をどう

考えるか、というところの検討が全くなされていない。規制値で算出しているので、

今後もっと数値が厳しくなっていくと思うので、その辺はどう考えているのか。 

下水道計画課主幹   測定値について、ある程度の数値であれば、それがまた自然に

還ったときに淘汰されるとか、そういう浄化されていくという部分もありますので、

その辺も計算に入れられるかどうかというのが難しいもんですから、その辺ちょっと

いろいろ聞いたりして、出せるようであれば、また事務局に、さしていただきますの

で。 

吉川委員   お願いいたします。 

会長   事務局にといいますか、主管部門のほうにお願いしますけど、この次の審議
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会のときに、生活・環境というカテゴリーの中で、下水道の問題というのが出てくる

かと思いますので、そのときに、今の吉川委員の質問に対しての御回答を、そのとき

までに準備をしていただくとありがたいと思います。そんなことで本件については、

よろしくお願いいたします。 

  次、何かございますでしょうか。 

坂本委員   済みません。下水道のことをこんな長くやっていいのか、ちょっと心配

なんですけども、もう一つちょっとお聞きしたいところがありまして、２番の経済性

についてというところなんですが、このいわゆる公共事業費ということで３５２億円

という、個人的に合併処理槽をつくるのに３９億円という、この比較は非常にちょっ

と比較しにくい部分だと思うんですね。 

  それで、住民としてお聞きしたいところは、例えば、既にもう公共下水道を設備され

ている地域の人たちが、上下水道費として支払っているランニングコストというのが

ありますよね。それとあとは、もし合併処理槽、この合併処理のほうを使っている人

たちが、年間にどのぐらいその上下水道費プラス管理費というものがかかるのか。そ

の辺の維持費というか、その個人の支払う経費がどのぐらいの比較の差があるのかと

いうところを一番聞きたいんじゃないかと思っているんですね。 

  非常にこれちょっとわかりにくいというか、比較のしようがない数字であって、実際

その細かい所をお聞きしたいなという気持ちがありますが。 

下水道計画課主幹   済みません。その個人の負担なんですけど、実は去年ですね、

説明会を開かせていただきまして、そのときの配布資料とか、あとアンケート調査、

行ったときに、各戸に資料を配布させていただいたいんですけど、そのときに書いた

ものがありまして、一応、今ここで申しますと、維持管理に係る費用ですね。個人負

担としまして、下水道ですと、下水道使用料というのが毎月、２カ月に１回の請求に

なるんですけど、かかってきます。 

  これ、平均的な３人世帯のお宅で、月、水道を２５立米使うようなお宅、これ平均と

して出しているんですけど、このお宅で年間４万１，０００円、下水道使用料がかか

ります。 

  その他、実際に工事費、これ１回だけ請求するんですけど、下水道の場合は受益者負

担金というのをいただくことになっております。 

  これが例えば、仮に５０坪の土地の所有者、この方で、去年ですか、興津のほうの実
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績でいくと、５０坪の土地をお持ちの方で７万６，０００円。これ受益者負担金とい

うことでいただいております。浄化槽の工事費と同じ形になると思うんですけど。 

坂本委員   １回だけの支出ですか。 

下水道計画課主幹   はい、そうです。１回だけです。 

  合併処理浄化槽ですけど、こちらにつきましては、浄化槽７人槽、これ基準にしてい

るんですけど、工事費として、大体市の補助金を反映、市の補助を差し引きますと、

５０万から８５万。それと維持管理の面でいきますと、浄化槽保守点検、三、四カ月

に１回で、１回約１，５００円。くみ取り清掃は、これは浄化槽法で年１回やってく

れというふうに決まっているんですけど、これが３万６，０００円。 

  水質検査、これも年１回行っていただくんですけど、これが６，０００円。あとブロ

ワー等の電気代、これが年間で約１万１，０００円。 

  あとブロワー更新費ということで、ブロワーのこれ１０年ぐらいが耐用年数なもんで

すから、１０で割りまして、年間に換算しますと４，２００円。 

  一応こういったような費用がかかるということで、アンケート調査のときですね、ア

ンケート用紙と一緒に各戸に配布をさせていただいております。 

坂本委員   ありがとうございます。 

会長   よろしいですかね。ほかにございますか。米倉委員。 

米倉委員   米倉です。先ほど杉浦さんが言いましたけど、若干私も公共下水よりも

合併槽のほうに誘導しているんじゃないかなと、いろいろな面でも、年数だとか、環

境、汚染のあれですね、数値、経済性、また負担、人口が減るとまた負担がかかるよ

ということで、なるべくそちらのほうにいっているような話ではないのかなと思いま

す。 

  でも、事務局というか、説明者がないというなら、ないんでしょうから、あれですけ

ど、あと１点、アンケートの４のその他意見要望というところで、③は現状のままで

よいということなんですけれど、１の合併処理浄化槽の補助金を手厚くしてほしい、

そして２番に水路や側溝などににおいがあるという、こういうことの意見、要望があ

ることに対しての答えはされてますか。また、そういう予定もありますかね。要望に

対する。 

廃棄物対策課課長   まず、①の合併処理浄化槽の補助金を手厚くしてほしいという

御意見でございますけども、補助金という性質からしてみると、これ以上補助金は要
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らないよという方は多分いらっしゃらないと思うんですけども、ただ、正直言いまし

て、大変言いにくい話なんですけども、今回、確かに合併するときに、公共下水道の

早期の促進ということで御要望いただいて、検討してきたわけでございますけども、

当該地区だけではなくて、当然この補助金制度というものは、市全域の中で同じよう

に補助をさせていただいていると。下水道を引かない、行かない所について等しく同

じように補助をさせていただいているという現状がございますので、今回、当該地区

を下水道、残念ながら厳しい状況の中でできないという御回答をさせていただくわけ

でございますけども、当然ほかの地区、例えば、当該地区の中でも、すぐ下水道を検

討しているところは、市街化区域、道をはさんで一方、・・何と言いますか、調整区

域といいますか、そちらのほうはそのまま浄化槽になりますので、そういったような

形で、何と言ったらいいんでしょうかね、市全体を通して補助金制度の見直しという

ものは、今後必要になることもあろうかと思います。 

  特に、先ほど説明させてもらいましたけども、国のほうからは、その汚水処理につい

て、もう１０年ぐらいを目途に、何とかしなさいというようなことでも来てますので、 

そういったようなものを、市として今後どうするかという、もう少し広いところでで

すね、そういう中でのいろいろなこういうような補助金のあり方だとか、そういった

ようなものは、もう一度議論がされるのではないのかなというふうには思います。 

  ただ、決してこれをですね、何もないがしろにするわけでもなんでもございません。

もうそういうきょう本日もいただきました新築のお宅を、もう少し手厚くできないか

というような、きょうも御意見がございましたので、これにつきまして、うちのほう

で、当然持ち帰って、そういう意見があったけども、何も考えないということでござ

いませんので、もうしばらく全体の市の中でこうしていくべきものなのかなというふ

うに、今現時点ではそういうふうに考えております。 

米倉委員   できないということですね。 

廃棄物対策課長  済みません、できないというふうに明確に今私が言うわけではござ

いませんけども、実際にその全体のそういう補助制度、市としての補助制度を考えて

いった場合に、蒲原地区、ここの地区だけを手厚くするということが、今現時点で、

私が即答できないということでございます。 

米倉委員   検討でもないですね。 

廃棄物対策課長   持ち帰らせていただきます。 
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米倉委員   はい、わかりました。では、２番のほうは。 

廃棄物対策課長   ２番についてはでございますけども、これにつきましては、蒲原

の自治会長様たちにアンケートの説明をさせていただいたときにも、具体的にお話が

ございました。ここの地区はこのように困るんだよってお話も伺っております。 

  そうした中で、実際にその水路を管理しておりますのは、清水の道路整備課、そこが

道路側溝の整備をしておるもんですから、一応そちらと御相談をしていただきたいと

いうお話をさせていただいて、私もその帰り、直接道路整備のほうに行きまして、そ

ういうお話があるもんですから、対応のほうをお願いしたいということで話は通して

ございます。 

米倉委員   わかりました。自治会長さんとかに話は行っているんですね。はい、わ

かりました。 

会長   よろしいですか。議論伯仲しておりますけれども、この問題については、登

載事業の中においては、生活排水対策事業ということで、番号でいうと、２９から３

１ということで、登載計画にも事業として組み入れてあるわけですけれども、現在、

事務局のほうから、行政のほうから、合併浄化槽でという促進を図っていくというこ

とで報告が出ております。 

  本日のスケジュールの中においても、これからまだあと何件かあるものですから、審

議をまだまだしたいところではございますけれども、そうかといいまして、この後、

冒頭でも申し上げましたように、生活・環境というカテゴリーもございますので、そ

のときに、もし、まだ御意見等あれば、そのときに出していただくということで、本

日については、この辺で一応打ち切りということでさせていただきたいと思いますけ

ども、皆さんの御意見いかがでしょうか。 

  よろしゅうございますか。 

  はい、ありがとうございます。御協力感謝いたします。 

  それでは、そういうことでございますので、またこの後ですね、いろんなことで御説

明を求めることが多々あるかと思いますし、そしてこの後、自治会、それから住民説

明会等々あろうかと思いますので、ぜひ審議会の中でも議論してまいった事項でござ

いますので、ぜひ住民の理解を得られるような会にしていただいて、理解を深めてい

ただきたいと思います。 

  以上でございます。どうも御苦労さまでございました。ありがとうございました。 
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  それでは、皆さんちょっとお待ちいただいて、事務局が入れかわりますので。 

（事務局・説明員交代） 

会長   事務局よろしいですか。それでは、次の議事に入らせていただきます。 

  （２）合併建設計画の取りまとめということで、冒頭申し上げましたように、私ども

の２回目の懇談会の際に取りまとめさせていただいた事項を事務局のほうに投げかけ

て、本日は合併計画の中におきます健康・福祉、時間があれば文化・学習まで進めて

まいりたいと思います。 

  それに従いまして、事務局のほうから、資料の提出もございますので、説明をお願い

したいと思います。 

地域総務課主任主事   地域総務課柴川ですけども、初めにですね、分野別の取りま

とめに入る前に、蒲原地域審議会、その最終的な報告書はこのような形にしたいとい

うような案をつくってまいりましたので、ごらんいただきたいんですけども、これは

今後またこのような形という意見があれば、その都度かえていくということでよろし

いかと思うんですが、今回はこの大きな項目で、一つつくってきました。 

  １番目が審議会の設置経緯ですね。これは法律に基づいて設置している経緯説明。 

  ２番は、もう１期から５期までの審議会の活動内容を、それを抜粋という形になると

思うんですが、載せるということです。 

  ３番が、これから審議委員の皆様にやっていただく、推進計画の進捗状況を、執行状

況に関する結果、それから今後のこの御意見をまとめていただくということになりま

す。 

  ４番目、最後は、これ１期から５期の委員さんの名簿を載せようかと、こんなふうに

考えております。 

  御意見のほう、よろしくお願いします。 

会長   ありがとうございました。これを５期の最終総括をする場面において、どの

ような取り組み方、報告の仕方をしたらよろしいかということで、事務局のほうから

の提案でございます。 

  今ここで審議していただいて、このとおりにいくということではなくて、またこの後

ですね、何かいい案件があればですね、出していただくということですが、一応１、

２、３、４ということで最終的に結論をつけて市長に回答するということで進めてい

きたいと思いますけれども、そういう事務局からの提案でございます。 
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  いかがでしょうか。 

委員一同   異議ありません。 

会長   ありがとうございます。 

  では、次にまいります。 

  建設計画の中におきます分野別の審議に入らせていただきますけども、まず事務局の

ほうから、健康・福祉、続いて文化・学習ということで説明をお願いいたします。 

地域総務課課長補佐   地域総務課の志田でございます。合併建設計画の分野別一覧

については、本日、項目を皆様のお手元に配付をさせていただいております。これに

基づく説明をしたいと思います。 

  それから、もう一つ、事業推進状況説明資料という資料もあるかと思います。これに

基づいて説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

  それでは、健康・福祉の分野について説明をさせていただきます。 

  合併の建設計画では、少子高齢化、核家族化の進行などの社会情勢の変化に伴い、多

様化するニーズに対応して、長寿社会において、だれもが心身ともに健康に暮らすこ

とができる社会環境の整備を推進するために、次の事項について推進をするというこ

とで計画に登載をされております。 

  一つ目が、未来を担う子供たちを、元気で健全に育てることができる基盤整備の推進。

障害のある人の自立を支え、社会参加を促進し、いきいきと活躍できる社会環境の整

備を推進。高齢者が健康でいきいきと活躍し、安心して生活することができる環境の

整備の推進ということで３項目にわたって展開するということになっております。 

  これに対しまして、市が実施する主要な事業ということで、５事業が建設計画の中に

掲げられております。 

  一つ目が、子育て支援の推進、二つ目が、知的障害者の自立支援、三つ目が健康福祉

センターの整備、四つ目が老人福祉センター・介護予防施設事業の充実、五つ目が特

別養護老人ホームの施設整備ということで、五つの事業について市が事業を実施して

いくということになっております。 

  合併建設計画の作成当時の事業概要については資料に書いてありますが、それに基づ

いて、平成１８年度から平成２５年度までの主な推進事業について、説明をさせてい

ただきます。 

  まず、子育て支援の推進ということで三つ事業がありますが、１保育所の整備事業に
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つきましては、蒲原地区にあります蒲原東部保育園と蒲原西部保育園の管理運営事業

を行っております。それからその中に、両保育園の統合という課題がありましたが、

これについては、保育ニーズの高まりだとか、子育て環境の動き、幼保一体化の事業

の動向を見ながら今後検討していくということで結論づけられております。 

  二つ目の放課後児童対策でございますが、蒲原東小の児童クラブと蒲原西小の児童ク

ラブを運営して、児童の健全育成を図ってきております。 

  なお、蒲原東小児童クラブについては、静岡市の社会福祉協議会へ委託をして運営を

させております。 

  また、平成１９年度には、蒲原東小児童クラブの新しい施設が建設をされております。 

  蒲原西小の児童クラブにおきましては、ＮＰＯ法人の子育て支援どろんこへ委託をし

て、運営をしております。 

  三つ目、児童館等の運営でございますが、これについては、二つの児童館の運営を実

施をしております。  

  蒲原白銀児童館については、平成２０年度から静岡市の社会福祉協議会に指定管理者

制度として移行をして運営をしているところでございます。 

  それから、蒲原子育て支援センターにつきましては、平成２１年度の蒲原市民センタ

ーの完成に伴って設置をされたもので、ＮＰＯ法人子育て支援どろんこを指定管理者

として運営をしていただいております。 

  大項目の二つ目、知的障害者の自立支援に関する事業推進状況ですが、知的障害者グ

ループホーム「ひだまり」ですが、これにつきましては、社会福祉法人庵原福祉会が

事業運営をしており、市の財産、土地・建物を無償で貸し付けて事業を支援している

ところでございます。 

  三つ目の保健福祉センターの整備でございますが、市民の健康増進と地域福祉の拠点

となる蒲原保健福祉センターの総合的な維持管理事業を行っているというところが推

進状況でございます。  

  四つ目、老人福祉センター・介護予防施設事業の充実ですが、これにつきましても蒲

原老人福祉センターの維持管理事業を行っております。蒲原老人福祉センターにつき

ましては、平成１８年の９月から、社会福祉法人の静岡社会福祉協議会が指定管理者

として管理をしております。 

  その後、平成２５年４月から、ＮＰＯ法人のワーカーズコープが指定管理者として管
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理をしているというのが現状でございます。 

  五つ目ですが、特別養護老人ホームの施設整備に関しましては、旧庵原郡の時代に建

設をされた特別養護老人ホーム浜石の郷、それと特別養護老人ホームシャローム富士

川、この建設にかかる負担金を合併後も支出をしておりましたが、これにつきまして

は、平成２２年度をもって完了しているというところでございます。 

  以上、健康・福祉の分野についての事業の推進状況について説明をさせていただきま

した。よろしくお願いします。 

会長   はい、御苦労さまでございます。 

  ただいまの説明の中で、健康・福祉のカテゴリーの中で、推進中というのは、審議会

が終了した後も進めていただくというところで、今ここでやるやらないというのはお

かしいかと思いますけれども、審議の対象として取り上げるという事業ではないかな

と思っておりますし、今後も随時推進をしていただくということで、よりよい成果を

上げていただくということで進めていただきたいと思います。完了というところにつ

いては、これは事業が完了しているということで捉えていただきたいと思います。 

  それとちょっと聞き漏らしたかと思うんですけども、この予防施設事業の充実という

ところが未着手ということになっておりますけれども、この件について、今後どのよ

うな考え方か事務局から説明してください。 

 何かございますか。日野委員どうぞ。 

日野委員   前に、皆さんお話しして、これはもういいですよねということで、審議

会の審議終了というふうになっていると思います。 

  今はもう民間が事業をやっていますので、あえてこれももう作る必要もないし、審議

終了でよろしいのではないかと、私は思うのですが。 

会長   日野委員の御意見聞いて、審議委員の皆さん、何か御意見ございますか。 

異議なし 

会長   それでは、事務局から未着手事業の現状について説明をお願いします。 

地域総務課主任主事   未着手となっている１２番の介護予防拠点施設運営事業は、

高齢者福祉課が担当しております。担当課に問い合わせた現在の状況をお話しさせて

いただきます。 

  合併後の介護予防拠点として、老人福祉センターを活用してもらうことをまず前提と

して考えていました。  
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  用地の活用については有効利用を図っていきたいと考えているが、現在、高齢者保健

福祉計画、介護保険事業計画等に登載はされてないため、利用骨子はまだ未定という

ことになっております。 

  今後については、維持管理経費のかかっていることもあって、福祉に限らず市全体で

有効活用出来ることを視野に入れているという回答であります。 

  以上です。 

会長   吉川委員、どうぞ。 

吉川委員   先ほど会長がおっしゃったことはわかるんですが、だからこれは、推進

中というのは、このままでいいんじゃないかと私は受けとめたんですけども、例えば

ですね、この審議会のあり方というのは、誠に申しわけないですが、今後のために教

えていただきたいという意味合いで伺います。 

  例えば、健康・福祉、１のところの例えば、未来を担う子供たちを元気で健全に育て

ることができる基盤整備を推進する。元気で健全に育てることができるという、元気

で健全なという定義は何なんですかね。それを５年後に何人ぐらいしていこうと、目

標はどうなっているんですか。それをチェックしたら確かにその目標どおりになって

いるから、これは推進中でいいでしょうということは、この審議会では議論しないと

いうことなんでしょうか。そういう質問です。 

会長   事務局、どうぞ。 

地域総務課課長補佐    静岡市と蒲原町の合併建設計画については、今ここに、健

康・福祉の分野については、ここに書いてあるとおりで、個別的な数値目標について

は掲載しておりません。 

吉川委員   掲載していないということは、話の腰を折って申しわけないですが、目

標値は設定していないということですか。 

清水区地域総務課課長補佐   そういうことです。 

会長   よろしゅうございますか。今、吉川委員の御質問ですけども、決して現状で

満足しているということではなくて、ここに計画に記載されている事項について、ど

のような経過になっているかということの説明においては推進中だということで、じ

ゃ何ら議論はされなくていいのかというとそうではなく、疑問がるようであれば意見

として出していただくということについては何ら問題はないと思います。 

  具体的な数値というのは、なかなか算出が難しいんじゃないかと思うんですけども。 
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吉川委員   会長が最初におっしゃったことを受けとめれば、今私が疑問に思ってい

るけど、そういうことは議論しなくていいんですねということを最初おっしゃったん

です。ですから、そういうことでよろしいんですねという確認です。 

会長   これからの審議を尽くしていく項目はまだたくさんあるわけですけれども、

推進中だからもう審議しないとうことでは決してございません。ただ、ここでは一応

審議をある意味においては尽くしたということの回答になるのかなと思います。 

  皆さんいかがでしょう。 

吉川委員   審議会の性質がそういうものであれば、今後私は質問を一切しませんけ

ども、それのことを今質問したのですが。 

日野委員   吉川さんのおっしゃるように、これが内容的にきちっとやれているかど

うかというところまで私どもは判断できない中、その事業が継続されているからよい

というのはどうかと思います。その中で、もう少し深く突っ込んで審議して、市にお

話を聞いたほうがいいんじゃないかというような事例がありましたら、それを出して

いけばいいと思うのですが。 

会長   そうですね。この後問題があるとこがあれば、全て審議を尽くしたところで、

もう一度審議を尽くすという場面は、設けたほうがいいというふうに個人的には思っ

ています。 

  事務局どうぞ。 

地域総務課課長補佐   先ほど吉川委員の回答になるかどうかわかりませんが、例え

ば福祉サービスについては市の保健福祉計画に載ってくる。ただし蒲原地域だけを取

り上げたものは残念ながら載ってきません。全体として未来を担う子供を元気で健全

に育てる基盤整備というのは、その保健・福祉計画に載っているんじゃないかなと思

います。 

吉川委員   わかりました。理解できました。 

会長   ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。何回も私申し上げ

てきておりますけれども、健康福祉という中において、もう今後議論をしないという

わけじゃございません。一これにて審議を打ち切るということで、よろしゅうござい

ますか。 

  よろしいですか。 

  引き続き、２の文化・学習について、お願いをしたいと思います。 
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地域総務課課長補佐  文化・学習についてということで事業の推進状況について説明

をさせていただきます。 

  合併建設計画では、高齢化社会の実現や国際化、ＩＴ化の進展などにより高まってい

る生涯を通じての学習ニーズに対応するための環境整備を推進します。また、多様化

するスポーツ、レクリエーションに対応するための環境整備を推進するために、次の

４項目について、重点的に取り組んでいくということになっております。 

  一つ目ですが、幼児期から高齢期までの生涯を通じての多種多様な学習ニーズに対応

できる学習環境の整備。二つ目としまして、地域の歴史ある文化の継承、保全に努め

るとともに、市民が芸術文化に触れることの出来る環境の整備の推進。そして、地域

に根差した独自文化の創造を目指すということです。 

  三つ目としまして、次代を担う子供たちが、心身ともに健康で、確かな学力を育める

よう、教育環境の整備を推進する。 

  四つ目として、健やかな人生を築く生涯スポーツの推進を図るための環境の整備とい

う４項目について展開をするということになっております。 

  これに基づきまして、市が実施する主要な事業としましては、５項目が載っておりま

す。 

  一つ目が、文化センターの改築でございます。蒲原市民文化センターにつきましては、

住民生活の利便性の向上や地域コミュニティの推進、子育て支援の拠点施設として、

平成２１年度に建設をされております。 

  そして、蒲原生涯学習交流館、蒲原支所、蒲原子育て支援センターという複合施設と

して建設されたものでございます。 

  建設概要、建設費等については、ここに記載のとおりでございます。 

  二つ目、図書館機能の充実強化ということで蒲原図書館の維持管理運営と、図書の整

備充実について、事業を推進してきております。 

  三つ目、蒲原城址整備関連事業につきましては、蒲原城址の調査研究を行い、保存整

備を行うとともに、蒲原城址公園等の歴史財や自然ふれあい体験等とあわせてめぐる

ウオーキングコースの設置等、誰もが楽しめる区域を整備、維持管理するため、蒲原

城址の測量調査、草刈り業務、御殿山、狼煙場等の遊歩道の草刈り清掃、施設の修繕、

トイレ清掃、樹木管理事業等を行っているところでございます。 

  蒲原城址の調査研究につきましては、平成１８年度に発掘調査、文献調査、城の構造
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等の調査について調査を行いまして、報告書を作成したところでございます。 

  一枚めくっていただいて、教育施設の整備でございます。教育施設の整備につきまし

ては、蒲原東小学校、西小学校、中学校の管理事業としまして、西小学校と中学校の

西校舎の耐震補強工事を実施しております。 

  それとともに、両小学校、中学校のＬＡＮの工事を実施してきております。 

  それから、東小学校と西小学校の統合につきましては、有識者による審議会を設置し

まして、平成２３年度、４年度の２カ年で検討を行っておりますが、その結果としま

しては、通学距離の問題等を考えまして、統合については将来に向けて推移を見守る

と、現状を維持するというところで結論づけられております。 

  給食施設につきましては、蒲原地区の小中学校については、自校単独調理方式を行っ

ておりまして、この施設についても、早急に解消する必要がないというところで、こ

のまま単独調理方式を続けていくということでございます。 

  最後に遊歩道の整備でございますが、遊歩道の整備につきましては、旧蒲原町の森林

整備計画内の間伐が必要な森林につきまして、間伐を実施をしまして、森林が育成と

土砂の流出防止を図り、巡視員による定期的な巡視を行っているということでござい

ます。 

  なお、大丸山と大平山のハイキングコースにつきましては、草刈り、清掃、簡易補修

などを毎年実施しているところでございます。 

  以上、文化・学習のこれまでの事業の推進状況でございます。よろしくお願いします。 

会長   御苦労さまでございます。 

  この事業名の中の大項目であります、文化センターの改築ということは一連の事業が

終了しておりますので、これは完了という部分に入ろうかと思います。 

  そのほか、推進中というものが、この文化・学習の中に多いわけですけども、推進中

という中においても、いろいろと捉え方の差というのは、もう少し頻度を多くさせて

とか、議論したほうがいいんじゃないかというような意見はですね、多々あろうかと

思いますけど。 

日野委員   申し上げたいんですけれども、確かに維持管理事業をやってますと言わ

れても、施設での設備的にもかなり傷んでいるところがあります。 

  それもやってますと言われたらそれで通ちゃうんだっていうふうに今思って、先ほど

吉川さんがおっしゃったことが、確かにそういうことってあるんだなって感じました。 
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  それから、この学校給食施設統合事業が内部検討中で、審議会にて審議完了済みとな

っていますけれども、これは給食施設が今はまだいいけれども、壊れてきたときには、

予防するという案がどう行政のほうにありまして、もしあれでしたら、審議会として

は、今後も単独方式を守ってもらいたい的な、そういうことをきちっと宣言していか

ないと、まずいかなというふうには思います。 

会長   今、学校給食の統合についてというのは、既にもう議論したかと思います。 

  日野委員のおっしゃるとおりでして、利用している父兄については、またその単独の

給食を行っている学校ってそうないやにそのときに言ったんだと思うんですけども、

それが甘受というんですか、受けておこうにすると、それが非常にいいということで、

その次には報告があったかと思うんですけれども、今、日野委員、これ皆さんにもに

もお願いしてあるんですけど、日野委員が今おっしゃられたようなこと、今後も継続

して単独の給食を子供たちが甘受といいますか、そういうことを頭において明言して

おいたほうがいいという意見を聞かせていただきたいと思います。 

 坂本委員。 

坂本委員   坂本です。この東西小学校統合とか、学校給食施設の統合ですよね。合

併の建設計画っていうのは、そもそもその合併するときに、こういう事業をやります

よっていうお約束の報告なんですけども、実際この件は、住民にとっては望んでいる

ことかどうかというとそうではない項目のような気がするんですね。 

  それぞれ子供さんも近い所に学校があればいいわけですし、学校給食もそれぞれの自

校給食でやっているというところで、おとなしい形で今あるわけで、これについては

今後どうしましょうということを、この審議会でどういうふうにしてほしいという目

標みたいなものが今のところないような気がするんですよ。 

  それで、例えば、老朽化してきて、それをまた変えていくというようなことはそれは

もう維持管理の話で、ただその統合事業という名前がついている以上、その統合する

ということの事業なわけで、この２項目については、それほど住民の希望することで

はないような気がするので、これはこのままでいいような気がするんですが、どうで

しょうか。 

会長   ありがとうございました。ということは、坂本委員、審議終了ということで

統合はしないということ。要は、上にも、健康福祉の方の中で、東西の保育園の取り

組みをやったと思うんですけども。 
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坂本委員   そうですね。統合ということについては、今のところ、それを変更して

いくという希望もありませんけどもということで、先ほど会長がおっしゃったように、

その東西の保育園の件と同じでいいと思います。 

会長   ほかに御意見ございませんでしょうか。 

服部委員   蒲原東西小学校統合事業で、内部検討中、審議会にて審議完了済みとな

ってますけど、これはもう当然ね、統合・・したらいけないことであって、私が今委

員になっている学区審議会でもね、この話が時々出るんですけども、もうとんでもな

いという話をするわけです。 

  統合なんてね。もう１００人になっても、西小学校１００人になってもしないわけ。

そういうような格好でいっているんですが、このそういう、もう１校類似した審議会

があって、そこと連携してその審査をいろいろやっているらしいですけどね、だから

１００人近い規模になると、なかなか難しくなってくるんですが、今のところはね、

まだ大丈夫だとは思うんですね。 

  一つは僕がこの合併審議会をおりちゃうと、蒲原の審議会、油井の審議会に委員がい

なくなっちゃうから、僕よりもっと若い人をぜひね、入ってもらいたい。審議会。僕

もいつまでもやってられないから、抜けたいんだけど、誰か審議会に入ってくれる、

学区審議会にそういう人をお願いしたいと思うんです。 

  そういう感じで、当然小学校なんか、統合なんていうのはとんでもないことでね、そ

れは皆さんも十分頭に入れておいていただきたいと思います。 

会長   ありがとうございます。 

日野委員   何を私が気にしているかと言うと、これが内部検討中という言葉になっ

ているので、とても心配なんですよ。結局。 

  それは、結局は統合事業が今後再熱することということがあり得るわけですよね。こ

の統合計画、統合事業というのが、ここに載っている限り。 

  だから、否定的な言葉でこれはしないというふうにはっきり。内部検討中という言葉

にとってもひっかかるんですけど。どんなものでしょうかね。 

会長   ありがとうございます。杉浦委員、どうぞ。 

杉浦委員   今、日野委員がおっしゃった内部検討という表現ですと、今後変わる可

能性がある。ですから、これは完了でいいんじゃないでしょうか。そう思います。 

会長    ただ、私、一つ気になるのが、審議完了、審議完了というのは、どっちに
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完了するのか。合併を、統合事業はやらないということの捉え方でいいのか。 

そうしますと、くどいようですけれども、計画書の中にあった東西の保育園の統合

ということも・・ 

日野委員   だから、これは未着手で審議終了なんです。だからオーケーなんだけど、

こちらは内部検討中で審議終了だから、結局とても違うと思います。上と下は。だか

ら、いつまでも検討されてしまいます。 

会長   このことについて、少し議論してもよろしいかと思いますので、何か御意見

ございませんか。 

  はい、お願いします。  

緑川委員   緑川です。合併前後の蒲原町の状況ですと、学級が減ってくりゃ、統合

したほうが教育効果があるとか何とかという議論がありましてね、これ統合する方向

だし、給食についてだって、センターで作ったほうがが安くなるんで、いわゆる保護

者の負担が軽くなるんで、あの設備がだめになって更新するときには統合しようじゃ

ないかというようなのが一般的な状況だったんです。 

  ですけれども、この数年たってみますと、いやそうじゃないんじゃないの、もっと子

供を大事にしないとだめなんじゃないのという流れが出てますんでね、先ほど服部委

員が言いましたように、統合なんて絶対反対だと、それから給食だってみんながいい

いいって言っているのに、蒲原の給食最高だって、どなたでも言ってくれる。学校関

係者だったらみんな言ってくれるんですよ。 

  それをわざわざ設備がなくなったら、センター方式にしようなんていうのはあり得な

い話だということで、これは日野委員のおっしゃるように、逆にはっきりと審議会と

しては統合しない方向ですよ。 

  だから給食は、今までの方式を未来永劫続けてくださいというような結果報告をして

もいいんじゃないでしょうかね。私はそう思います。 

会長   ありがとうございます。 

  統合事業については、審議会での結論としては反対ということで今進んでますけれど

も、これが審議会の終わった後に、あと何年かした後には、このお約束というのもで

すね、どうなることか、私はわからないような気がしないでもないんですけれども、

ただし、今の時点において審議会がまだここに設置がされている中においての結論と

しては、統合はしないという結論ということでよろしいでしょうかね。 
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  その先は、責任は持てないといったらおかしいんですけど、自治会に任せるか、どち

らかだね。 

服部委員   これに関連した審議会に、清水や静岡へ、蒲原の人が行ってもらって、

公募委員でもいい、専門委員でもいいから、行ってもらってやっていくと、がんがん

がんがん攻められても防ぐことができるということもあるんですけどね。 

日野委員   そうすると、やはり統合の声はあるんですね。 

服部委員   あります。審議会。学区審議会。 

日野委員   学区審議会にはあるということなんですね。 

服部委員   いつもやっているのは、どこどこ小学校とどこどこ小学校が統合とか、

ここの地域の生徒はこっちに行ってとか、そんなことばっかりやってます。だから、

人が少なくなってくると、統合するよ、いいですかって、審議会の委員の皆さん、ど

うでしょうと。一人一人の意見を聞いて。西小学校、東小学校もやっぱりそのもうす

ぐ対象になって来る可能性があるから、僕もずっとやってられないから、誰か入って

もらって、防いでもらって。 

会長   志田委員。    

志田委員   志田です。お母さん方からよく聞かれるんですけど、いずれは東と西小

学校は統合されるんじゃないかという、親御さんとしてはずっと不安があるんですね。 

  ただ、東小学校だと津波が心配だ。西小学校だと東の日の出町から学校に来るのは大

変だろうとかって、皆さん心配はされていると思うんですよ。 

  ここの合併審議会でこういう結論を出した、こういう要望を出したということだけで

も一筆書いてあると、それ以降どうなっていくかは、その新しい若いお父さんやお母

さんたちに委員さんになっていただいて検討していただくという形でも、この中で曖

昧にしていくよりは、ここでは絶対統合はしないよ、東は東、西は西、それぞれの学

区内で子供たちを育んでいきましょうみたいな形をとっていく姿勢だけは残しておい

たほうがいいかなと思います。  

会長   ありがとうございます。 

  事務局にお伺いしたいわけですけれども、今、私どもの議論の中においては、この統

合という事業については、審議は打ち切ります。内部検討がこれ消えるわけですね。

その中においては、統合しないという結論、統合はしないでくださいという結論に達

しましたというのは、この文面の中に出てくるんですかね。 
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地域総務課課長補佐   今の御意見ですが、私が今説明をさせていただいたのは、あ

くまでも事業の進捗、推進状況を説明をさせていただいたのであって、これ以降、例

えば統合の問題について、否定的な御意見だよということで審議会のほうでまとまれ

ば、この中の進捗状況のところへ載せるのか、新たに要望の項目をつくって報告書と

して提出するということは可能だとは思われます。 

会長   そうしますと、冒頭報告書の構成という御説明ありましたけれども、その中

において、審議会の活動内容等々について、その中でこの事業についての結論を審議

会としては決定しましたというようなことで書いていただくということは可能だとい

うことですか。 

地域総務課主任主事   あるいは、３番と４番の間に新たに設けて、記載していくと

いうことは可能だと思います。 

会長   ありがとうございます。 

  日野委員、どうぞ。 

日野委員   私は、この事業推進状況というところに、否定という言葉を入れちゃえ

ばいいんだと思うんですよ。否定という言葉を入れて、審議会にて審議完了済みにし

ておけば、とっても明らかだと思うんですが。 

  そうすれば、内部検討中がどうもひっかかるんですよね。 

会長   日野委員ありがとうございます。 

  ここだけじゃなくて、この後にも、内部検討中というのが多々出てまいります。その

ときそのときにこの議論はですね、当然またしないといけないんじゃないかなという

ふうに思いますけれども、そこの内部検討中というのは、どこかで結論をつけなきゃ

いけないんじゃないかなと私も思っておりますけど、皆さんの御意見はいかがですか。 

 杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。やはり内部検討中、どっちつかずで終わるということはよく

ないと思いますので、報告書の中の項目を一つふやしていただいて、そこで一括して、

内部検討中のところを、この地域審議会の方向性といいますか、方針といますか、決

定事項という形で記載されたらいかがかと思います。 

会長   坂本委員、どうぞ。 

坂本委員   坂本です。前回いただいたこの合併建設計画のこの表ありましたね、ち

ょっとすごい見にくいやつ。これね、これのね、東西小学校の統合事業のところは、
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未着手で（整理済）になってますよ。それでその下に、学校給食施設統合事業につい

ては、内部検討中（整理済）になっているんですね。 

  だから、一回これはもう整理されてしまった事業になってますか。 

会長   色分けでいいますと、そういうことになりますね。 

坂本委員   そうですよね。 

地域総務課主任主事   審議会では既に整理されたという事業であります。 

  内部検討中というのは、行政のほうの事業検討中の内部検討中ですので、あくまで行

政の側の事業の状況になります。 

坂本委員   わかりました。でも、ここに行政の意向が載ってきてはまずいじゃない

ですか。それが、いわゆる合併審議の委員会だから、その後行政の意向じゃなくて、

審議会でどうなったというところを載せてもらいたいと思いますけれど。 

地域総務課主任主事   おっしゃるとおりで、これはこの審議する上のこの資料であ

りまして、参考資料です。これは載せるというのはないんですね。 

  今現状、この担当課がこういうふうな状況で進めてますよということで、参考です。 

会長   よろしゅうございますか。 

  それで、もう１点ですね、私ちょっと事務局にお伺いをしたいんですが、質問させて

いただきたいんですが、推進中というのがございますね。冒頭で私ちょっと失念があ

ったかと思いますけれども、推進中という中において、当然ながら、この市民として

今推進されている中で満足をしているかどうかというのは、捉え方によっては多々あ

ろうかと思うんですけども、この要は志田さんが御説明していてくれたこの項目です

ね、これはやはり合併協議会の中において示されてきた詳細というか、項目じゃない

かと思うんですけれども、やはり公園の整備ですね、それから私もちょっとこの間、

ののしばにちょっと行ってきましたけども、御殿山を下ってくるときにおいては、じ

ゃ草刈りというのがやられている所もありますけど、やってない所もある。そういう

ことについては、審議進捗中だけれども、このことについては、よりよい進め方とい

うんですか、そういうものを要望するということは可能なんですか。 

地域総務課課長補佐   当然ですね、この審議会の委員さんの中からそういった意見

がまとまれば、その報告書の中で、さらにそのコースの草刈りだとか整備を進めてい

っていただきたいというような意見も、その報告書の中に載せるということは可能だ

と思います。 
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緑川委員   先ほど吉川委員がおっしゃったように、目標がないんですよ。整備たっ

て、目標がない。じゃ、月に１回やってくれとかね、あるいはこんな状態にしてくれ

っていう目標がないもんですからね、もうそういう個々の問題は審議会では取り上げ

ないで、これは蒲原の方が満足しているのかどうかというのは、自治会にお任せ、自

治会のほうから市長さんに要望書を出していただくというのはいかがですか。 

服部委員   そうですね。それで、自治会としては、やはり八幡町天王町あたりの自

治会で予算をいただいて、いろいろ整備をしているようですけど、その金額が非常に

少ないもんですからね、たまに僕も行ったことあるんですけど、物すごい荒れている

んですね。だから、もうちょっと予算が取れればね、きれいにして、遊歩道とかどう

のこうのなんて問題じゃなくて、もうぐちゃぐちゃでね、汚くなってきているもんで

すから、そこら辺、予算をくれれば、自治会としてもね、そういう携わってくれてい

る方が、もっともっと力を入れてやることもできるし、それと樹木のだめになった部

分は、樹木医なんかを呼んで、僕の友達も樹木医富士川にいますからね、その人はた

だでやってくれるかもしれないから、呼んで、いろいろ腐った木なんかも、枯れそう

な木なんかも生き返らせるような方策をとるとか、そういった格好でやっていけばい

いと思うんですけど、どっちにしても予算ですね。予算面がないとだめなんですね。

ボランティア全体ではいかないですから。 

  以上です。 

会長   ありがとうございます。吉川委員。 

吉川委員   この会のあり方、冒頭伺ったわけですが、会長のおっしゃるような会の

ことではね、これはうまくいかないと思いますよ。 

  途中でね、言い直しましたけどね、ですから、今服部さんおっしゃったように、緑川

さんおっしゃったように、一例挙げると蒲原城址でも、あそこの御殿山ですかでもよ

ろしいんですが、遊具なんかひどいでしょ。それでお子さんたちが喜んで行く。春に

なったら花見に行く。上に行ったら富士山が絶景であるのに木で見えない。こっちの

蒲原城址に行ったら、あそこのもう樹木が当時整備した当時から比べれば相当高くな

っているわけですよ。駿河湾が一望できたのが、今はできてない。草は刈ってます、

整備してます。確かにやってます。年に何回やっているかしれませんが、ほとんどは

老人が登れるような整備はしてません。期間が短いということですかね、その登る時

間が。そういうことで、この目標が達成できているんですかってやつはね、僕はやっ
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ぱりチェックする必要があると思ったんですが、そういうことです。 

  ですから、そういうことを一つずつ言うと、お子さんの子育ての問題にしても何にし

ても、中間チェックという能力が不足していると思うんですよ。 

  これでいいのか悪いのか。定義もはっきりしてない。これは目標もはっきりしてない。

そこへこうやって次回こういうことが、こういう会が生じたときに、今の会を反省し

て、こういう会にしようって何らかのやつがないと、この１０年間無駄じゃないです

か。その最大のウイークポイントは僕はチェック機能が不足しているということだと

思ってます。 

会長   ありがとうございます。 

  先ほど私も申し上げましたように、失念という言葉を使わせていただきましたけれど

も、進捗中ということは、その一つの事業が進捗をしているて、何ら私、反論するわ

けじゃないですけど、進捗はしているよ。ただし、今吉川委員が言われたように、中

のチェック機能というんですかね、それを果たしているか否かと言ったら、果たして

できてないというのがあろうかといいますけれども、このカテゴリーごとの中におい

ては、進捗、行政としては進捗してますよ。その進捗状況を一つ一つチェックしてい

くというのが、審議会として今後やっていけるかどうか、ここらからも進捗中という

の多々出てきますからね。 

  その中においても、やはり未着手て何で未着手なのかという、これは精査してないと

いけないかと思うんですよ。 

  ですから、その進捗中という中においては、今後の進め方も含めて、どういうように

扱っていくということ、ちょっと皆さんの意見を出していただけませんでしょうか。 

坂本委員   坂本です。今、吉川委員さんのおっしゃったことは本当に大切なことで、

それこそが目標のところだと思いますが、いかんせん、この委員会自体がもう数回し

かないわけですよね。 

  それでその一つずつについて、これがどの程度までどうなっているかというところを、

今後この委員会で話し合っていくというのは非常にちょっとこう難しい。時間的にね、

キャパが難しいかなというような気がするんですね。 

  それで、とりあえず、私たちのこの委員会は、この７３項目のこの事業が、実際にや

ろうと、当局はしてくださっているかどうかというところのその大まかなところのチ

ェックに待ってするということにして、細かいところについては、もうそれこそ自治
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会の目で見て、それで上にやはり上申していくという形しかないかなと思うんですが、

いかがですか。 

会長   坂本委員、ありがとうございます。 

  今の坂本委員の御意見について、皆さんどのようにお考えか。ちょっとお聞かせいた

だけますか。 

  私、冒頭申しました、何回も申し上げましたように、必要あるものについては、横に

おいて、また審議するというのはね、できるかと思うんですけど、一つ一つをチェッ

クして時間をかけていくというのは、ちょっと時間的にはね。 

  だから、本当、何回も申し上げますように、推進中だからいいということでありませ

んので、ぜひぜひその辺は御理解をいただきたいと思います。 

米倉委員   それでも推進中ということなので、それで今回推進中の状況を越えて説

明してもらってですね、じゃ、そうですね、推進中の状況ね。 

会長   状況の説明というよりは、これ事務局のほうにお尋ねしたいですけど、これ

は先ほどから申し上げた、志田さん御説明るる御説明してくださった事業については、

これは合併協議会の中において一番その合併の道筋だったか何か、私ちょっと基本方

針みたいなものが示されたのが、平成１８年にこの合併についてという冊子があった

んですけど、その中に登載というか、されている項目というんですか、何というんで

すか、推進の状況と書いてありますけども、これは進路じゃないですよね、考え方で

すよね。 

地域総務課課長補佐   私が説明したのは、いわゆる合併の建設計画の分野別の一覧

ですね。この資料に基づいて、例えばそれぞれの大項目、健康・福祉で言えば五つの

項目があるんですが、それの今まで８年間の事業の実施状況というところで、それは

推進中のものもあれば完了したものもある。未着手のものもあるという状況を、今回

ここで一覧にしてお示しをさせていただいたというところです。 

会長   そうすると、進路ということでも捉えていいわけですね。進んでいるという

こと。 

地域総務課課長補佐   そうですね、進路ということで考えていただいて結構です。 

米倉委員   じゃ、委員長、そうですね。推進、状況ですよね、状況の報告ですもん

ね、あくまでもね、これは。お題目ではないですもんね。 

会長   そこで今推進中の中の一部、確認ができたかと思うんですけども。 
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吉川委員   今回あと２年、会議の進め方のとこで、いろいろな方の意見が出て、そ

もそもこの会議の回数少ないんじゃないかと。７３項目やるにはね。いうような意見

もあったり、いろいろ出たわけですよ。しかし、これでもういこうということに決ま

っちゃったわけですよね。 

  そうなると、もう仕方ないですよ。今坂本委員の言った方法しかもうとれないでしょ

う。物理的に。時間的に。 

  ですから、今後こういうことをちゃんと書いてある訂正的な文書が定量的にちゃんと

なるようにするには、審議委員会として、どういう提言をしてこの会を閉会するかい

うことが大切だと思いますね。 

会長   ありがとうございます。回数と人員では、委員の数。それから回数について

は、委員の数については１０名ということで決定されています。あと回数については、

これは私の見解ですけども、６回、原則６回というように捉えて、原則６回×２年で１

２回というふうに捉えているんですけど、事務局、この点いかがですか。 

地域総務課主任主事   おっしゃるとおりです。 

会長   原則って付けてよろしいですか。 

地域総務課主任主事   今年度は６回です。来年度６回という予定になっています。 

会長   ６回で終わりですよ、７回ありませんよということですよね。 

  ですけど、私の捉え方としては、原則６回。原則ですね。ということは、７回、８回

があるとは、８回、９回があるとは言いませんけれども、必要に応じては７回という

のも、ことしは６回かもしれませんよ。だけど、来年は７回ということも状況によっ

てはあるということで理解してよろしいですか。 

  これちょっと石川所長にもちょっと、このときにいらしたと思いますので、お聞きし

たいと思うんですが。 

石川蒲原支所長   ６回程度。当然、プラスマイナスになってよろしいんでないです

か。 

服部委員   いいですか。僕が知り得ている範囲だとね、七つの審議会やってきたん

ですけど、５回程度、４回程度てなっていると、大体それよりも１回ぐらい少ないで

す。静岡も清水も。それでうまくまとめていくというのが審議会のやっぱりあり方だ

というようなことを思っている人もいるみたいね。 

  だから、大体４回程度ってなると３回とか、５回程度となると４回、場合によっては
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３回なんてのもありますね。 

会長   だから、私が申し上げているのは、今回、この５期の審議会の定数、委員の

定数、それから回数については、全てがマイナスなんです。１５人が１０人になって、

そして８回が６回になってということは、これ事務局のほうと皆さん一人一人御意見

を伺ったと思うんですよね。人員についてはどうですか。皆さんが１０名で結構です。

６回程度で結構ですということで決定したと思うんですけど。 

地域総務課課長   地域総務課 海野でございます。蒲原地域審議会として、議論が

何回で終わるかというような部分の中で、例えばそれが６回で終わるのか５回で終わ

るのか、はたまた７回８回となっていくのか。これは議論の中を見ながらですね、回

数は余りとらわれなくてもよろしいかとは思っております。 

  ただ、６回程度で、１年の間に６回、来年も６回という予定の中でまとめていただけ

ればというような気持ちでおります。 

  ですから、回数をここですよ、ここですよというのは、私どものほうでは今のところ

は考えておりません。 

会長   ありがとうございました。 

  私、ちょっとまとめさせていただきますと、その今の中において、その６回というの

がね、私は少ないやに捉えているところも個人としてはあるものですから、こんなこ

と申し上げるとあれですけども、４回目のときに、こんなに長く議論することって、

残られた方はわかるかと思うんですけど、３０分で終わったときもありますよね。 

  ということは、非常にこの審議会が議論伯仲といいますか、真摯に進まれているなと

いう理解でおります。だから４回目を否定しているわけじゃないんです。４回目３０

分か１時間でね、終わることが多々ありましたので、それで懇談会をやったらどうで

すかという提言をさせていただいて、懇談会を開いたという経緯もあるわけですので、

今、海野課長からもあったように、回数には限定しませんよということ、これ議論が

進んでいって、それが６回が５回になれば、これはこれでまたいいこと、結論ついて

いいことだと思いますけれども、それがまだ審議が長引く、またしたほうがいいとい

うことであれば、最後の５期ですので、それはそれとして、皆さんの意見として、６

回をもう１回開いていただけませんかという提言をするということも、それは皆さん

でこの後決めていったらいいかなと思いますけど。 

  よろしゅうございますか。 
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会長   ありがとうございます。 

米倉委員。 

米倉委員   米倉です。大丸山、大平山ハイキングコース整備事業ということで、草

刈り清掃とありますけど、草刈り清掃の場所ってどの程度やられているんですかね。

場所はどこか。整備の場所は大体どのルート辺なんでしょうかね。 

地域総務課課長補佐   済みません。詳しい所、ここの箇所というところは、私たち

のほうでまだ資料を持っておりません。年間の金額にして約２００万弱ぐらいの草刈

り清掃、簡易補修、そういったものでやっているということで伺っております。 

米倉委員   それでですね、この大丸山へ行くには、昔は堰沢農道一本だったんです

ね。それで私たち県営のはたち台総合整備事業、蒲原の地区の事業をやりまして、一

度農免道路戸いうのが神沢のところで頓挫してます。それがはたそう事業によって、

農免道路、また復活いたしまして、現在、この１１月１３日ですか、私たち土地改良

区とあと県、市とか、皆様にも招待状を出しまして、開通式及びこのはたそう事業の

落成式をやる運びになっております。 

  そういう中で、堰沢農道だけではなくなったので、今度は神沢もあり、それで中農道

ですね。それが今度善福寺からも大丸山のほうへ行けますので、そのときに、現在こ

のここにもあります。済みませんね、遠くてあれですけど、ここにある堰沢農道がこ

こにつきまして、ここから中鉱区というところに上がっていくんですが、この間の道

しるべというものが市のほうからないじゃないかな。 

  大丸山、大平山のハイキングコースを草刈りしましたけど、そこまでの道順、そうい

うものの道しるべがなかなかないような感じがあって、実はここの中の地区の方が個

人で大丸山あっちとか、そういう形でなされていたので、もう少しここで大丸山、大

平山というんでしたら、蒲原から登れる道と、その道順は特に申しわけないですけど、

はたそう地区でやられて、昔のせりざわ農道からの一本がこの途中から抜けるような

形になってますので、その道順とかも、ちゃんと示されたほうがいいんじゃないかな

と思います。 

地域総務課課長   地域総務課です。済みません。ハイキングコースの整備につきま

しては、今スポーツ振興課でやっておる部分もございまして、それから中山間地の部

分もあろうかと思います。 

  そういった御要望等は、またまとめていただいて、自治会等でまた要望していただく
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であるとか、そういった部分もあろうかと思います。そちらのほうがまた早いのかな

というような部分もございますので、ハイキングコースの整備の中で、この私どもの

今２００万、先ほど申し上げました２００万の部分に関しては、私どものところでも

う一度調査して、次回のときに回答させていただきたいと思っておりますが、新たな

整備につきましては、そちらのほうがよろしいかなというような感じがいたします。 

米倉委員   では、次回説明していただきたいと思います。 

会長   大変長い時間御苦労さまでございました。ありがとうございました。ではこ

れで第３回を終了とさせていただきます。議事録署名は志田さんということで、お願

いをいたします。 

  どうもありがとうございました。 

   

（午後  時 分 閉会） 
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