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平成２６年度第５期第５回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２６年１２月１７日（水） 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：加藤課長補佐兼係長 

        清水区地域総務課：志田課長補佐兼係長、柴川主任主事 

        蒲原支所：石川蒲原支所長、磯部課長補佐 

 

５ 議 事    

 （１）第４回審議会での質問事項について対する回答 

    ①医師住宅について 

    ②ハイキングコースの整備について 

 （２）合併建設計画取りまとめ作業（都市基盤、行財政） 

 （３）その他 

 

６ 閉 会 
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地域総務課主任主事   皆さん、こんにちは。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。定刻になりましたので、第５期第５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。 

  本日は大石委員が欠席との連絡があり、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。 

  本日は過半数以上ということで、会議は成立することを御報告申し上げます。 

  それでは初めに、資料の確認をお願いいたします。 

  まず次第、それから事業推進状況説明資料で、こちらが都市基盤と行財政ということ

で４枚ほどのレジュメになっております。よろしいでしょうか。 

  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。師走の大変お忙しい中、御出席を

いただきまして、ありがとうございます。 

  本日、議題としますのは、分野的には都市基盤整備、それから行財政という２つのカ

テゴリについて御審議をしていただくことになります。 

  都市基盤整備につきましては、この審議会が発足当初から審議をしてきております生

活に密着した道路の関係、それに付随する施設等々についての事柄でございます。こ

の後、十分審議をしていただいて、整備をしてまいりたいと思ってるしだいでござい

ます。 

  よろしくお願いをいたします。 

地域総務課主任主事   ありがとうございました。 

  それでは議事に移らさせていただきます。 

望月会長、お願いします。 

会長   次第に従いまして進めさせていただきます。 

  議事に先だちまして、皆様にお願いをさせていただきます。議事録作成のため、発言

の際にはいつも通りマイクのスイッチを入れていただいて御発言をしていただきたい

と思います。 

  それでは、議事に入ります。 
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  まず、産業経済のところで御審議をさせていただきました、農業公園等の整備という

ことで、これは畑地帯総合開発事業というものに直結した、行政並びにＪＡ等が関連

している事業でございますけれども、建設計画には農業公園の整備という項目がござ

います。ある意味、多額の費用を投じて、これからも進めていくことになろうかと思

います。 

  畑地帯総合開発にかかわる農免道路の開通式が、１１月１３日に行われたということ

で、一般の人もこれからはその道路を利用することができるんじゃないかなと思って

おります。 

  附随しまして、農業公園の整備ということで着手をされたということを報告受けてお

りますので、この事業に、この審議会の中からもＪＡの関係でかかわっております米

倉委員から説明をしていただきたいと思うしだいです。よろしくお願いをいたします。 

米倉委員   米倉です。本来ですと１月予定の会議のときに産業経済分野で話をさせ

てもらうところでしたが、都合で前回にさせていただきました。 

１１月１３日に蒲原畑総総合整備事業の落成式と農免道路の開通式がありました。 

  出席者は県そして市、農業関係、元町長とか県議会の方など５４名の方に集まってい

ただきまして、この会議では連合自治会長の服部様にも御出席いただきました。 

  畑総は一応けじめをつけさせてもらいまして、農地整備課と農業政策課から説明をし

ていただきましたが、今、西地区の方は大分草も刈って、奥のほうも整備し始めてき

ております。現在、トイレの工事は日曜日も抜きでやられてるようでしたので、着々

と進んでると思います。 

  農免道路の一番面したところが、新規就農者のために貸し出すところですが、そこの

ところはまだ土を動かしておりませんので、これからおよそ５０センチ弱土を入れて

畑にしていくということになると思います。着々と工事は進んでるようですので、本

年度事業に完了していくのではないかと思います。 

  今年、農業公園等の整備ということで１億５２５万円予算がついておりますので、十

分な事業ができていくんではないかと思います。 

会長   ありがとうございました。 

  そういうことで、来年３月末には完成を見るということでございますので、できまし

たら関心を持っていただいて、歩いて行くもよし、車で行くもよし、出かけてみてい

ただきたいと思います。 
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  それでは、議事に入らせていただきます。 

  議事１、第４回審議会での質問事項がありましたので、これについて回答をいただき

ます。 

地域総務課主任主事   前回、質問いただきました医師住宅の件ですけども、これは

静岡市の住宅政策課が現在所管しております。 

  今後の方針については、取り壊しの方向を考えており、更地になった用地については、

財政当局と協議していくということになるという話でした。現在のところ、いつ取り

壊すかという予定は見通しが立っていないという状況だということでした。 

会長   ありがとうございました。 

  この件について御質問等ございませんでしょうか。 

  次にまいります。ハイキングコースの整備についてですが、同じく事務局より説明を

お願いいたします。 

地域総務課主任主事   前回、それからその前の審議会でも吉川委員から取り上げて

いただきましたハイキングコースの途中にある東屋、それからベンチの整備について

ですけれども、これは蒲原町時代に全て設置されて、静岡市との合併でスポーツ振興

課に所管が移されまして、維持と補修の担当をしております。 

  現状は補修されていない箇所や整備されていない箇所があるということだったのです

けれども、スポーツ振興課に問い合わせたところ、ハイキングコースというのが静岡

市内７０カ所あります。御存じのとおり、静岡市というのは南アルプスまでが範囲と

なりまして、そちらのほうにもハイキングコースということで何カ所かあるらしいん

です。 

  当局としては、予算が年間数百万円ついておるんですが、現状、整備の順位として、

特に山間部にあるコースについては難所が多くて、命にかかわる、それから遭難の危

険がある箇所を優先的に整備しておるのが現状だということなんです。 

  つまりは、毎年台風時期になりますと、設置した木製の階段が根こそぎとられる。土

砂の崩れでコース自体がなくなってしまうところの整備に充てるものですから、１回

の整備費がかなり多額になってしまうということで、現状大丸山中心の東屋、ベンチ

に届くお金が回り切れてないというのが現状だという見解でした。 

 ただ、未整備だということは把握しておりまして、順次行っていく予定ではあるん

ですが、そのように大がかりな破損がありますと、やっぱりそこには命がかかわるも
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のですから、そちらを着手せざるを得ないというのが現状だそうです。 

  また、大丸山については県の東海自然歩道に指定されておるものですから、県の担当

とも協議して、補助金が出るようであればそちらも活用していけたらなということで

考えておるといったことでした。 

  ただ、東海自然歩道につきましても、大丸山だけではなく、市内には数カ所あるもの

ですから、やはり今すぐ大丸山に着手というのはまだ予定はないということでありま

した。以上です。 

会長   ありがとうございました。 

  ただいまの回答で何か御意見がございましたら、お受けしたいと思います。本件につ

いては吉川委員、それから志田委員のほうからも一部御意見あったかと思うんですけ

ども、いかがでしょうか。 

志田委員   志田です。今の説明でよくわかりました。順位をつけられると後回しな

んですよね。でも把握していただいているだけでも、こちらのほうでもありがたいと

思って待ってます。 

吉川委員   吉川です。どうもありがとうございます。 

  ここの整備、東屋とベンチの整備というだけでなし、これは一例として挙げたことで

あって、いろんなことを計画されると、企画段階でこのメンテナンスをどうするか、

これは建物にしても何にしてもそうですけども、あるいは人の配置にしてもそうです

が、いろんな維持管理のための費用というものや方法などを企画段階でちゃんと考え

てやっているのかというところに疑念があったわけです。 

  しつこいですが、企画するときにそういうところまで考えて、予算組だって何だって

しなきゃいけないんじゃないか。そこが不足してるんじゃないですかと、大変失礼な

発言だったんですが、今後やるときはそういうところまでやっていただくことが真っ

当なやり方じゃないかと思っております。 

会長   ほかにございますか。服部委員どうぞ。 

服部委員   今の説明で７０カ所、公園があるということですけども、数百万円とい

うことになると、これは１００万円と９００万円では随分違うんですがね、１カ所当

たり、例えば蒲原の何か、今、スポーツ振興課が担当するっていうことになったけど、

どのくらいの程度まで、年に整備をするってことは、どのくらいの予算が組まれるん

ですかね。 
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地域総務課主任主事   具体的に申しますと４００万円ほどということです。これは

公園ではなくて、ハイキングコースそのものの整備補修のために充てる予算なんです

けども、先ほど申し上げた南アルプスの難所の階段を設置、それを流されてしまうと、

１回にやはり百数十万円かかってしまうというのが現状らしいんですね。 

米倉委員   米倉です。 

  前回、このハイキング等の中で附随して、神沢の農道の奥が壊れてるということで、

台風１８号で寸断されてましたが、おかげさまで１２月２日に開通しておるよという

ことで連絡受けました。早い整備していただきまして、農家の方も利用されてるとい

うことでしたので、ここでお礼申し上げます。ありがとうございました。 

会長   どうも御苦労さまでございました。 

  吉川委員、それから志田委員、米倉委員からお話しいただきました。 

そのようなことでこれから次の議題に入っていきますけれども、要望等ございまし

たら、忌憚のないところをお話いただきたいと思います。   

それでは、本件については打ち切りということで、次に入らせていただきます。 

  本日の建設計画の取りまとめ作業に入らせていただきますけれども、本日は分野別で

申し上げますと、都市基盤及び行財政について御審議をいただきたいと思います。 

  初めに事務局より事業の進捗状況等について説明をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。 

地域総務課課長補佐   地域総務課の志田でございます。都市基盤についての事業進

捗状況について説明をさせていただきます。 

  お手元資料、Ａ４の横板があるかと思いますが、これに基づいて説明をさせていただ

きます。 

  合併の建設計画におきましては、都市基盤の分野について、市域全体の一体性の確立

と均衡ある発展を目指して、基盤整備、地域の歴史と伝統を生かし、市民が潤いを感

じることができる空間を創出する。 

  それから、市域の都市内交通の充実強化を図り、円滑な都市活動の向上を目指すため、

道路橋梁の整備を推進するとともに、交通基盤整備の可能性を調査するという施策を

展開するということになっておりました。 

  具体的には、歴史の回廊かんばら整備事業から、ＪＲ蒲原駅、新蒲原駅整備の調査研

究まで、４項目について具体的な事業の推進状況について説明をさせていただきます。
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資料の一番右側をごらんいただければよろしいかと思います。 

  一番目の歴史の回廊かんばら整備事業ですが、これは旧蒲原地区の東木戸から西木戸

間の事業になります。この中で４点事業がありますが、歴史施設整備事業、それから

観光施設整備事業、町並み集計事業ということで実施をしております。なお、４番の

無電柱化事業については、現在では事業実施のめどが立っていないということで聞い

ております。 

  それから２番目の東名高速道路のインターチェンジ可能性調査ですが、これは御存じ

かと思いますが、富士川のスマートインターチェンジが供用開始されているというこ

とで、現実的に事業化については実現性は少ないようにございます。 

  ３番目は道路整備になります。主要幹線道路の整備と、生活道路の整備と２分野にわ

かれております。この辺については皆様方、関心非常に高いかと思いますので、少し

具体的に説明をさせていただきます。 

  まず、１番の蒲原日の出線道路改良事業は、国１のバイパスの蒲原東インターチェン

ジ付近から、蒲原中学校の校門付近までの工事延長２５８メートルの予定の事業でご

ざいます。平成２４年度までに１７５メートルについて拡幅が完了しておりますが、

残りの区間については地権者との調整が必要だということでございます。 

  次に、２の蛭沢通線道路新設事業でございます。この路線につきましては、清水警察

署蒲原分署の横から、県道富士由比線とＪＲを横断して、国１バイパスまでをつなげ

るという都市計画道路ということで計画をされていた路線でございます。 

  平成２２年の都市計画道路の見直し方針というもので、神沢白金線から国１バイパス

区間については事業実施をしないということで合意を得ているということでございま

す。 

  その中で、県道の富士由比線から神沢白金線の間については、市内他の都市計画道路

の整備状況を見ながら事業を実施していくということでございますが、何分事業費が

非常にかかるという問題があるということでございます。 

  ３の蒲原駅南北線道路新設事業でございますが、この路線は蒲原線東側の延長２３０

メートルの都市計画道路で、県道富士由比線の北側区間約７０メートルにわたって、

平成２３年の２月に開通をした路線でございます。 

  続きまして、４番の神沢白金線の整備事業でございます。この事業につきましては、

都市計画道路神沢白金線延長５，１９０メートルということで、神沢踏み切り付近か
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ら新蒲原を経由しまして、富士市の境までという非常に長い路線ですが、約３，２２

０メートルが改良済みで、進捗率は６２％だということでございます。 

  ただ、東側の区間については、やはり住居の移転問題がありますので、問題をクリア

していかなければならないということでございます。 

  ５番、主要幹線道路の整備事業ですが、市道富士見六千坪線です。延長１，６２５メ

ートルですが、これについては側溝整備等の道路改良整備を行っているということで

ございます。 

  ６番の東部地区区画整理事業でございますが、蒲原六番向道下地区の土地区画整理に

ついては事業完了ということでございますが、次のページに入りまして、蒲原の六千

坪地区についてはなかなか事業が進まないというところで、区画整理組合の準備会も

解散をしているという状況でございます。 

  ７番の県道３９６号線ですが、これは県道富士由比線の改修事業で歩道の拡幅、透水

性の舗装の施工をもって完了された事業になります。 

  ８番、富士由比バイパスの整備にかかる負担金ですが、ここについても市が負担金を

支出しておりましたが、今後該当するような事業がないということで、完了というこ

とでございます。 

  続きまして、生活道路の整備になります。 

  １番の建設不可能地区道路新設事業です。これにつきましては、神沢地区で道路に面

していないところで、家屋の新築が不可能な地区への道路整備でございます。道路、

市道を整備するに当たっては、幅員４メートルまでについて、用地の寄附をしていた

だくことによって事業が進捗するということでございますが、今後、そういったこと

を地元に提示をして同意を得られた場合には事業が実施をされていくということであ

ります。 

  ２番の柵馬道整備事業というのは、やはり神沢地区と堰沢地区でＪＲの東海道線をま

たぐ赤道のところに柵をされた場合の対応ということだったんですが、現状は柵がさ

れていないということでございます。 

  ３番の市道または県道の整備事業については、区画改良だとか、舗装の改良事業だと

かを順次実施をしているということでございます。 

  続きまして４番のＪＲ蒲原駅、新蒲原駅の調査研究でございますが、これにつきまし

ては平成２２年度に鉄道駅交通結節点施設整備計画というものを策定しまして、それ



 

 ―９― 

に基づいて順次推進をしていくというところですが、新蒲原駅のバリアフリー化につ

いては、平成２７年度から着手していくことになっており、具体的にはエレベーター

の設置等について実施をしていくということでございます。 

  なお、市道の東小学校駅前線、新蒲原駅ガード下の拡幅については、なかなかガード

の高さだとか、そういった問題がありまして、拡幅をしていくのは難しい状況である

ということで伺っております。 

  以上、都市基盤の分野について説明をさせていただきました。以上でございます。 

会長   御苦労さまでございます。 

  それでは、都市基盤整備について、皆さんの御意見等をお伺いしたいと思います。 

  この都市基盤整備ということにつきましては、その都度いろんな意味で議論を重ねて

きました。ある意味、生活していく上において直結する部分が多うございますので、

やはりその点については説明をしてもらった記憶をしております。 

  ある一部におきましては、蒲原駅の前の事業、それから静岡銀行のところが大和線に

抜けていくというようなこともありましたけれども、まだまだ整備が行き届かない状

況にあります。日の出町の道路についてはニチフリさんのところで頓挫しています。 

  主要幹線道路の整備、それから生活道路の整備とわけてございますけれども、この辺

について皆さんの御意見等をお伺いしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

服部委員   服部です。 

  今の生活道路の整備という中で、１番の建設不可能地区の部分で幅員４メートルまで

の用地について寄附してもらうことにより、整備することを地元へ提示しているとい

っていましたが、もちろん寄附してもらわないと建設できないでしょうけども、これ

は地権者とか地主さんに対してそういう必要な部分に要望をしていくわけでしょうけ

ど、今のところどのくらいこの寄附してもいいよという話が進んでいるか、ちょっと

お願いします。 

地域総務課課長補佐   これについては、清水道路整備課の事業でございます。担当

課に確認をしたところ、今の時点では提示をしているという状況で、地元から同意を

得られているということが今の時点では聞いていないということだそうです。 

服部委員   それで、地元の人たちの要望は確かに強いと思うんですが、平成２７年

度も引き続いて今の地主さんたちに要望していくっていうことですね。 

地域総務課課長補佐   いわゆる４メートルの道路に設置をしていないと、今後住宅
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が新築できないということになりますので、現状については、平成１９年と平成２０

年にわたって調査はしているようです。地元でそういう話をしたところで事業をスト

ップしてるというところが現状のようです。 

米倉委員   私も神沢で、元県道３９６号線の第３分団っていう消防分団があった前

に住んでおるんですが、この範囲は踏切から東側のほうでしたかね。 

地域総務課課長補佐   範囲につきましては、神沢踏み切りから八木沢川のところの

範囲、それから県道富士由比線からＪＲの間という範囲だということで聞いておりま

す。 

米倉委員   それで、地域住民に一度アンケートをとられてるんではないかなと思っ

たんですが、幅員４メートルの寄附ということについて、賛成かどうかということを

一度つけたような記憶があるんですが、行政がやったのか、それとも単体で自治会の

ほうで、神沢区のほうでやられたのか、ちょっとわかりませんが。 

  資料がもしあれば、また調べていただきたいと思います。 

地域総務課主任主事   わかりました。次回のときに、アンケートの結果がわかれば、

また御報告させていただきます。 

会長   それで米倉委員、よろしゅうございますか。 

  前に戻させていただいて、整理していきたいと思います。 

  こちらの歴史財産施設整備事業というのは推進中、それから観光施設整備事業、これ

らは進捗中ということで処理させていただいてよろしゅうございますか。 

  続きまして、町並みの景観事業というのは、あるとき平成何年だったかと思いますけ

ど、審議打ち切りということで記憶してるんですけれども、これも整備した事業とい

うことで処理してよろしゅうございますか。 

  吉川委員どうぞ。 

吉川委員   いつも同じことで済みません、蒲原城跡は推進中で整備してますとなっ

ていますが、これ何をして整備っておっしゃるんですか。看板は読めるか読めないか

わかんない状態で、半年くらい前に行ったときに、足踏み外すと腐っている。一番西

側には階段があって、そういうようなものもこれでちゃんと整備してるのか。その整

備をするっていう定義がどこにあるのか、皆目聞いとってわからんもんですよ。あの

状態でもしメンテをし、整備をしてるんだったらちょっと問題じゃないかなと思うん

ですが。 
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地域総務課課長補佐   蒲原城跡の整備についてのお話だと思うんですが、手元の資

料だと平成２５年度に１４万４，０００円、平成２６年度は予算額ですが１４万８，

０００円ということで少額な整備費用になっております。内容については把握してな

い部分がありますけども、これもどんな整備をしているのかというところをもう少し

担当課のほうと確認をしてみたいと思います。 

吉川委員   確認はしなくてよいのですが、現状を見たときにこれが整備されてると

いう状態かどうかっていうジャッジメントはどなたがするんですか。予算はわかりま

した。それじゃあトイレのところのドアが壊れてるから、こういうふうに整備してそ

れで完了です。そんな程度で終わるのか。観光施設として、誰が来てもわかるような

ところまでやるのを整備とおっしゃってるのか。確認されるのは結構なことなんです

が、生きたものになってるかどうかということですよ。そういうジャッジメントも含

めて調査していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長   それでは事務局のほうにお願いをしておきます。蒲原城跡に関係する部分に

ついて、次回で結構ですので、御回答をお願いしたいと思います。よろしゅうござい

ますか。 

緑川委員   緑川ですけれども、もう一つつけ加えて調べていただきたいのが、例え

ば五十嵐邸っていうのは五十嵐邸を管理するＮＰＯの団体だとかボランティアの団体

があって管理してるわけですね。この蒲原城跡っていうのは、蒲原地区においてどな

たがどうやって管理してる、あるいは管理を委託されてるのかというようなところま

でちょっと調べていただけないでしょうか。 

地域総務課課長補佐   その辺も含めて調べさせていただきます。 

会長   ほかにございませんか。よろしゅうございますか。 

  ３の町並み修景事業ですが、こちらについては平成１８年から平成２１年に助成金が

交付されたということで、その時点で完了となってますけども、４の無電柱化事業は、

今の時点においては進捗できるような状況ではないという回答でございますので、お

含みおきをいただきたいと思います。 

  歴史の回廊かんばら整備事業については、これで終わりにさせていただいて、東名高

速道路のインターチェンジ可能性調査、こちらにつきましても調査は終わって、可能

にはならないという結論でございますので、お含みおきをいただきたいと思います。 

  米倉委員どうぞ。 
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米倉委員   インターチェンジの件ですが、この間の台風１８号でも蒲原病院の先が

崩れてるじゃないですか。そういうのを考えると、本来だと由比蒲原地区で乗り上げ

ができるところが本当は欲しいところなのかなと思うんです。一番いいところでは、

蒲原ずっと高架なので、神沢から海岸に出ますよね。ただ、津波が怖いのでそれは推

進できないんですけど、本来だと神沢川から西に向かって海岸線に東名が走っており

ますから、神沢のバイパスの西口を入り口にして、左旋で神沢川を降下していけばよ

いかと思います。 

  または、西のほうは由比川のところから食べ物屋ありますけど、あそこからバイパス

をまたいで、そして上り口のほうに入れるのかなと思います。由比の地域ですので、

蒲原の地域審議会では検討する場ではないですけど、そういう手も本当はよかったの

かなと感じます。そうすれば、由比蒲原の人たちはあそこちょうど中間で、利用する

部分もあったかなと思ったんです。 

それと、縦の道がないんですね。蒲原が直通で行けるというところがないというの

がやっぱり弱みですよね。じゃないと農免道路も１１月１３日に開通したとおり、本

来でしたら昨年できたはずなんだけど、台風とのり面が崩れた関係で１年おくれてる

事情もありましたんで、やはり山も地震とか台風については弱いかなと思うもので、

なかなか蒲原でつなげるのも難しいとは思いますね。 

会長   それでは次に進めさせていただきます。 

  道路の整備でございますけれども、搭載計画でいきますと５７番というところから始

まろうかと思うんです。５７番の日の出線道路改良事業、こちらにつきましては冒頭

説明がありましたように、今の時点においては終わってしまうということじゃないか

と思います。 

  あと、蛭沢通線につきましては、まず静岡銀行のところまで山手線が抜けてきます。

その先、漁協からＪＲをまたいで中道、神沢白金線に出ていく間、この間がどのよう

になっていくか、私どものこの任期においては、まず不可能な状態じゃないかと思い

ます。これについては次の世代に引き渡していくというようなことで考えております。 

  蒲原駅の南北線は終わりを見てますし、神沢白金線につきましても、Ｓ字型をどうに

か真っすぐ抜けてくれないかというような要望もありますけれども、こちらについて

もそんなに早く解決のつく事業ではないかなというふうに考えております。 

  六千坪の地域の開発については、皆さんも御存じのように事業組合が解散をしてしま
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うということで、少し今までの思惑から逸脱してるところがあろうかと思います。最

初は工業用地ということでしましたけど、それもうまくいかず、今度は宅地に分譲し

てしましたけど、そちらもなかなかうまくいかない。そうすると、土地の利用がうま

くいかないと、道路もなかなか進捗していかないというのが実態じゃないかと思うん

ですけれども、ただ土地としては広大な土地があそこに残されるわけですので、そち

らについては今後も注意深く見守っていくということになろうかと思います。 

  ６３番、６４番につきましては、県道の改修事業、由比バイパスの負担金であり、こ

れは完了ということで、終わりを見ています。 

  主要幹線道路の整備については、皆さん何か御質問等々ございませんか。 

  よろしゅうございますか。 

  それでは、生活道路の整備について、御意見等を伺いたいと思います。 

  先ほど、６５番については米倉委員からありましたことで、次回なりに事務局から説

明をいただくということでよろしいでしょうか。 

  そうしますと、建設不可能地区、それから柵馬道整備事業、こちらについても終了な

いしその後の経過説明をいただくということで、皆さんよろしゅうございますでしょ

うか。 

 ありがとうございます。 

  続きまして、ＪＲ蒲原駅、それから新蒲原駅の整備の研究調査という分野でございま

すけれども、ＪＲ蒲原駅の橋上駅化についても何回となく協議をさせていただいてき

ました。駅のすぐ東側に車道ができた関係で、線路を渡ることなく駅に入ってこれる

というような代替え的な方法もとられたということで、この橋上の駅舎化というのが

難しい状況にあるように見てとれます。 

  反して、新蒲原駅の件につきましては、これも説明がございましたように、平成２７

年にバリアフリー化の事業に着手をするということで、整備が着々と進められてるん

じゃないかなというふうに捉えております。 

  あともう一点は、市道の東小学校駅前線、新蒲原駅のガードでございますが、これも

審議会が発足した当初から何回も議論を重ねてまいりました。 

  ですけれども、いろんなことで何ら解決にいたっていない。その間、諏訪町というと

ころに踏み切りが一つありますけれども、あれをもう少し整備をして、そして車はそ

ちらのほうを通らせることによって、ガードを通る人とか、新蒲原駅というのはホー
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ムが高いところにございますので、そのまま北側に抜けさせて、人だけがそちらから

入ってくるというような案も出ましたけれども、そちらについても何ら解決にいたら

ずに今にいたってるというところでございます。 

  こちらについては懸案事項でもございますので、またいつの日かこのことについて審

議していただくように、次世代に申し送っていくという、そんなことで考えてみたら

いかがかなというふうに思っております。 

  都市基盤につきましては、今御説明させていただきましたけれども、何かほかに皆さ

んの御意見等々ございましたら、ぜひここで御提案をしていただけたらと思います。

以上でございます。 

杉浦委員   杉浦です。今、会長から御質問いただきました。 

  いずれにしても神沢白金線から浜通りに抜ける道の件ですけども、小金地区ですと、

あそこに踏み切りが１カ所あるだけなんですよね。それも幅が広くなく、それで都市

計画道路につきまして、静岡銀行があったところまで飛びまして、一応計画にはその

神沢白金線まで抜ける計画にはなってるようですけども、その辺の可能性、あるいは

実行状況っていいますかね、御説明をお願いしたいと思います。 

地域総務課課長補佐   蛭沢通線ですが、重要路線だということは認識をしてるとい

うことではございます。平成２０年度の第４回の審議会で、当時の街路課から回答を

してる部分ですが、やはり優先路線としての位置づけはできているんですけども、Ｊ

Ｒとの立体交差があるということ、そして事業費がかさむというところで、現実的に

はなかなか難しいですが、ほかの整備状況を見ながら検討をしていくということでご

ざいます。 

杉浦委員   ありがとうございます。検討していくということは、前向きに検討する

ということですかね。可能性があるのかどうかどうかお聞きしたいんですけども。 

地域総務課課長補佐   都市計画として認定を受けてるものですから、可能性がなき

にしもあらずというところなんでしょうが、やはり市全体の優先順位、プライオリテ

ィを考えていくというところですから、いつごろという実現性については具体的には

今の時点でお答えできないということでございます。 

杉浦委員   そうしますと、時期はちょっと明確にできないけれども、可能性的には

高いというふうに判断していいんですか。 

地域総務課課長補佐   今の時点では、可能性高いというところは私のほうからお答
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えできないというところで、御了承いただきたいと思います。 

会長   日野委員、どうぞ。 

日野委員   日野です。前よりも今のほうがより具体的にあれは実現可能になってい

るような気がします。地震のときにかなり積極的に具体化されたような気がするんで

すよね。その前のほうが余りはっきりした計画ではなかったんですが、あの地震のと

きに、結局向こう側の方たちが逃げる場所として、あの道路というのが非常に重要だ

っていう認識のもとにかなり具体的な案となってきてたように思います。 

会長   今の日野委員の御意見について、ちょっと補足させていただきます。私も全

く日野委員と同感でございまして、これは地域からで要望が強く出されたっていうよ

うに記憶してるんですけど、それはないですかね。 

杉浦委員   当然、地域から要望は出しております。立ち消えになりそうになったと

き、ちょうど３．１１の地震がありまして、現在の静岡銀行跡地、あそこの道路が急

遽、国の補助金が出るようになったんでやりますと、位置づけとしては緊急避難路の

確保と、それで都市計画道路の道路上にそれを建設したいというお話をいただきまし

て、ちょうど私が小金の自治会長やってるときにそういうお話いただきまして、それ

は大いに進めていただいて、そこを進めていただくことによって、その延長もできる

んではないかと、こう期待しているところでございます。住民の方たちにもそういう

説明をして了解をいただいてきました。ですから、その後の可能性について、ある程

度お聞かせいただければと思って、先ほどの御質問をいたしました。以上です。 

会長   ありがとうございました。 

  事務局のほうについては、今、杉浦委員のほうから出ましたことについて、次回でも

結構ですので御答弁のほうお願いをしたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

  吉川委員。 

吉川委員   今、お話、御説明いただいた中で、キーはプライオリティの問題という

のがキーポイントですよね。プライオリティの順番を決めていくのはいつなんですか。 

地域総務課課長補佐   詳しい内容は把握しておりませんが、都市計画道路を順次整

備をしていく中で、見直し方針というのを段階的にやってるようです。その中で優先

順位をつけて施行していくということです。 

吉川委員   ですからそれはいつ決まるんですかっていう話です。手順はわかりまし

たが。 
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地域総務課課長補佐   例えば蛭沢通線については、平成２２年の見直しの中で都市

計画道路の変更をしているということでございますが、それを定期的にやっているの

かどうかというところについては把握をしてないものですからお願いをしたいと思い

ます。 

吉川委員   そうしますと、プライオリティの決まりによって今のところの順位がど

れくらいになるかっていうイメージが具体化するっていうことの説明なんで、言葉を

変えれば。やっぱり今の御説明では、プライオリティを決めるなんていうことは実際

ないんじゃないかっていう感じにしか受けとめられませんよ。何月何日までにここの

都市計画整備などいろんなプライオリティは、こういう順番で決めていくんだってい

うのがいつ決まるのかっていうのは、やっぱり明確にしておく必要があるんじゃない

ですかね。それから議論していかないと、ただ議論だけで定性的な話ばかりで、なか

なか次に進まない、あるいはこれは本当に中断するんだっていう結論も出ない。宙ぶ

らりんのままでこれは終わってしまうんじゃないでしょうか。 

  要するに、何月何日にちゃんとした計画、全体の中の全体図がこういう計画でやって

いくっていうのが決まるんだっていう日にちを明示いただくということに対してはい

かがでしょうか。 

杉浦委員   今の吉川委員の御意見について、全く同感でございまして、方向性です

よね。ビジョンといいますか、ある程度の計画性を示していただいて、じゃあいつご

ろまでにこういう計画で進めていきたいというビジョンを教えていただきたいと思い

ます。 

地域総務課課長補佐   具体的なそういったビジョンについてはわかりかねる部分が

ありまして、担当課のほうになるかと思います。そこら辺は一度戻って、担当課のほ

うと話をさせていただく中で、どういうビジョンを持っているのかということについ

て、再度御説明する機会があれば、その中で説明をさせていただけるようにちょっと

話をしていきたいと思います。 

杉浦委員   よろしくお願いします。 

日野委員   日野です。 

  結局、それをはっきりさせることがこの地域審議会の合併建設計画の我々が作成する

ものになるんじゃないのかなと思うんです。ただいつまでも検討します、順番でやり

ますっていうことでは、我々地域審議会として宿題が出せないわけですよね。全てが
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そういう状態では。 

  ですから、やはりその辺を地域審議会として明確なお答えをいただいて、そして私た

ちが合併建設計画で要望したことがここまで進んでいると、はっきりした答えが出せ

るようにしていただきたいなと思います。 

地域総務課課長補佐   今、日野委員からのお話があった、現状については今、資料

に載っているとおりですが、今後の整備状況をというところですね。 

会長   それでは本件については持ち帰っていただいて、またしかるべきときに御回

答をいただくということでよろしゅうございますか。 

吉川委員   はい。よろしくお願いいたします。 

会長   杉浦委員もよろしゅうございますか。 

杉浦委員   はい、結構です。 

会長   都市基盤の審議をここで打ち切りとさせていただきたいですけど、よろしゅ

うございますか。 

  それでは続きまして、行財政の審議に移らさせていただきます。事務局からお願いし

ます。 

地域総務課課長補佐   行財政の分野についての事業の推進状況でございます。 

  行財政の分野につきましては、合併の建設計画の中で、協働によるまちづくり、住み

よい地域社会を形成することができる環境整備を推進するために、人、物、金、情報

のグローバル化に進展に対応できる人づくり、組織づくり、地域づくりを推進する。 

  ＩＴ化に対応した行政事務の効率化を図り、市民サービスの向上に努めるという施策

を展開するということになっておりました。 

  その中で市が実施する主要な事業として３点掲げられております。 

  １点目は国際化の推進ということです。国際化の推進につきましては、姉妹都市、シ

ェルビービルとの交流を、かんばら国際交流会が行っておりますので、その活動に対

して補助金を交付して活動支援をしているということでございます。 

  戸籍の電算化という事業につきましては、これについては既に旧蒲原町の時代に、平

成１７年の３月から戸籍のコンピュータ化を実施をしておりまして、合併前に完了を

しているという事業でございます。 

  地積の調査事業でございますが、旧蒲原町については平成１５年から地籍調査を継続

して実施をしてきております。静岡市と合併した以降も継続をしておりまして、市域
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全体における地籍調査の進捗率、非常に低いわけですが、約２％に対しまして、現在

蒲原地区の進捗率につきましては約１５％が進んでいるという状況ではございます。

地籍調査については、費用をかけてもなかなか進捗率が上がっていかないというのが

現状だということでございます。以上でございます。 

会長   国際化の推進ということで、前回４期までは国際交流の会の市川さんが委員

として出られてたわけですけれども、非常にそのときに危惧されてたのが年々補助金

が削られていくということで、蒲原地区については、今をもってシェルビービルのほ

うに子供たちの訪問を、また逆に蒲原のほうでお受けするというような事業をおるよ

うに聞いておりますけれども、事業費については今まで４２万円って私の資料にある

んですけど、今、お幾らくらいになってるんでしょうか。 

地域総務課課長補佐   本年度予算では４６万円ということでございます。 

会長   ありがとうございました。 

  １点だけ御質問させていただきたいと思います。 

  それは今後のこの蒲原支所のことでございます。審議会も来年で１０年、蒲原町も当

然静岡市に移行して１０年がたつわけでございます。 

  今後、支所の機能が縮小され、住民サービスが低下するのではないかということです

が、いかがでしょうか。 

蒲原支所長   蒲原支所長の石川です。 

  今、静岡市において支所的な機能を持っているところが長田支所、井川支所、それと

蒲原支所の３つの支所があるんですけれども、それぞれその地域に見合った行政サー

ビスを提供しています。蒲原町が合併をするときに、旧蒲原町、静岡市で合併協定書

というのを結んであります。その中に、蒲原町の区域内に区の組織である出張所を設

置するっていうことでうたわれてますので、蒲原支所は存続はするだろうと思います。 

  ただし、その機能がもっと拡大していくのか、縮小されていくのかというのは、今の

段階ではわからないのが現状です。これらを所管するところが行政管理課で、そこが

所管をしてくるような話なんですけれども、今現在において、蒲原支所の機能を増や

す減らすというような議論にはなっていません。 

  ただ、そうなった場合においても、支所にいろいろ意見を求められます。私のほうと

しても、長田支所、井川支所の動向等を見た中で最終的に決定するような形になろう

かと思いますが、蒲原支所の支所機能を今の現状のままで維持していくような努力は
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していきたいと思います。 

今の段階で明確な答えができなくて大変申しわけないんですけれども、よろしくお

願いします。 

会長   ありがとうございます。 

  今、石川支所長からの報告の中で、長田地区って出ました。場所的には安倍川の西側

でして、焼津市と隣接してるところでして、場所的に言いますと西の玄関ということ

になろうかと思うんです。以前より必ず引き合いに出て、長田地区よりも蒲原地区の

ほうが優遇されてますよということを何回か聞かれたわけです。じゃあ、優遇されて

りゃそれでいいのかということもあります。 

  井川支所と比べるのは山間地ですので難しいとは思いますが、東の玄関という位置づ

けを明確に審議会も持っているわけですので、ぜひその辺を長田地区がこうだから、

蒲原地区もこうだっていうことの対象にならないようにお願いをしたいと思います。 

  皆さん、いかがでしょうか。 

蒲原支所長   ちょっとよろしいですか。 

  当然、今、蒲原地区で行ってる行政サービスっていうのがずっと継続してやっていき

たいっていう部分があるんですけれども、職員の話になってきますと、長田支所はこ

の蒲原由比地域の倍以上、２、３倍の人口があるわけですね。その中で、正規の職員

３人しかいないんですよ。あとは非常勤職員で対応してるという状況です。 

  うちのところ、正規の職員が２６人ですか。その辺の差が出てきた中で、職員の定員

管理計画っていうのがあるんですけれども、それらの中で、今、職員どんどんどんど

ん減らされています。 

  そういった状況の中で、この業務は維持をしていきたい、ただ人は減らしますよって

いうような状況になったときに、何らかの対応はとっていかなければならないという

ことは考えられますけれども、今の段階では現状の行政サービスを維持していくとい

うようなことの中で努力はしていきたいと思いますので、また皆さんのそのときは協

力をお願いするような形になろうかと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

会長   ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

  当然ながら審議会は平成２８年で終わってしまいます。その後は自治会のほうに委ね

るというようなことになろうかと思いますけれども、その辺について、ぜひこの支所
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のサービスができる限り低下しないように願っていきたいと思います。 

  それでは、ほかに行財政について御質問等ございますでしょうか。 

  よろしゅうございますか。 

  なお、本日の会議録署名は米倉委員にお願いをいたしたいと思います。 

それでは以上をもちまして、平成２６年度第５期第５回静岡市蒲原地域審議会は、

これで閉会といたします。 

  どうも皆さん、御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

 

 

（午後 ３時２７分 閉会） 
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