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平成２６年度第５期第６回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２７年１月２９日（木） 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、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５回審議会での質問事項について対する回答 

    ①神沢地区土地寄附に関するアンケート結果について 

    ②蒲原城跡公園の整備について 

    ③姪沢通線の整備計画について 

 （２）合併建設計画取りまとめ作業（産業、経済） 

 （３）その他 

６ 閉 会 
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地域総務課課長補佐   皆様こんにちは。ただ今から第５期第６回静岡市蒲原地域審

議会を始めさせていただきます。 

  初めに御報告をいたします。 

  本日は大石委員、志田委員の２名が欠席をされております。蒲原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が、本日は過半数を超えておりますので、会議

は成立することを御報告させていただきます。 

  それでは、資料の確認をお願いいたします。 

  本日配付させていただいた資料ですが、次第、それから事業推進状況説明資料。お手

元にございますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、議事に入ります前に、望月会長より御挨拶をいただきます。よろしくお願

いいたします。 

会長   それでは開会の前に、冒頭にあいさつをさせていただきます。松飾もとれま

して、来週には 2 月になってしまい時のたつのが早いのを実感しております。今年に入

りまして初めての審議会となりますので、ご挨拶だけします。新年あけましておめでとう

ございます。本年もよろしくお願いします。さて、蒲原地域審議会も 6 回目となり、余

すところあと 1 年というところになりまして、10 年目となりますと統括ということにな

っていきます。  

3 回からは分野別に審議していただいて、今回は最後の  

今日の議題というのはあまりないので、審議会が終わった後、今後の取りまとめ方をお話

ししたいと思いますので、懇談会を開かせていただきたいと思います。  

本日の 6 回目の審議、よろしくお願いします。  

地域総務課課長補佐   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、よろしくお願いいたしします。 

会長   それでは、議事に先だちまして、皆様にお願いをいたします。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き、氏名を述べた後、発言をお願

いをいたしたいと思います。 

  それでは、はじめに第５回審議会での質問事項がありましたので、それについて回答

をいただきたいと思います。 
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  事務局から報告をお願いいたします。 

地域総務課主任主事   地域総務課柴川です。よろしくお願いします。 

  前回御質問いただきました質問に対しまして一括回答させていただきます。資料は特

にございませんのでよろしくお願いします。 

  まず一つ目、神沢地区の土地の寄附に関するアンケートがあったかどうかという御質

問だったんですけれども、行政サイドでは実施されていないということであります。

恐らく地元の町内会等で実施したものではないかなと推測されます。これについては

以上です。 

米倉委員   米倉です。 

  やっぱり神沢地区の自治会の方でアンケートをとって、実際のところ区民の皆さんが

寄附して道路を拡幅しようっていう認識があるかどうかっていうところなんですね。 

地域総務課主任主事   そうだと思います。 

  続きまして、蒲原城跡公園です。城山の公園の整備を誰が担当しているかということ

だったんですけれども、担当課は文化財課になります。これは建設計画にもあります

けれども、公園までの参道と神社があるところで、シルバー人材センター、地元の自

治会で二箇所に分けて委託しています。これは年に４回、草刈等実施してくださいよ

ということで市の方から委託しているという状況です。 

吉川委員   吉川です。 

  ご覧いただいたと思いますけれども、あの状態では人は集まらないのは一目瞭然だと

思います。やはり人が集まって蒲原の町というのを活性化するためにはこういう文化

的なもの、自然、それから産業、それから市民生活のインフラ、総合的にずっとやっ

ていかないといけないっていうのはよくわかるんですが、その一部の文化的な問題、

自然というところから考えたときに、あんなに見晴らしのいいところないわけですよ。

ところが前に木が成長しちゃって全く視界がだめになって、由比とか駿河湾のいい眺

望が見えないわけですね。御存じだと思いますけども、蒲原城址の北条新左衛門は、

あそこから由比の方までずっと武田軍を追いかけて行ったわけですね。眺望がよくな

いので、あそこからそういう歴史的なことを説明するにもわからないわけですよ。以

上です。 

服部委員   服部です。この城山城址の件について先日、善福寺の自治会長と話をし

たんですが、善福寺区もやはり助成金をもらっているみたいですね。それで、あそこ
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の頂上は善福寺のお寺の持ち物でね。今のままでは、一般の道路に関してはかなり自

分たちが費用を負担しないと整備ができないというようなことを言っているんですよ。

だからそこら辺ももうちょっと地元の自治会に助成してあげるとか、シルバーなんか

を活用して、吉川委員が言ったように、ちゃんと整備しないとそれこそ人がこないし、

ぜひその点は積極的にお願いしたいと思います。以上です。 

会長   今の服部委員、それから吉川委員から出た意見についての回答は、どのよう

にしますか。 

地域総務課主任主事   これは文化財課が担当になるんですが、我々から申し伝える

ことにするということでよろしいでしょうか。 

会長   そうですね。私がもう一点つけ加えさせていただきますと、登り口がもう一

箇所、南側にあるんです。そこにも蒲原、駿河国蒲原城址って書いてある。そこに由

来が書いてありまして、訪ねてくる方も春先、秋口にはいますが、ただしそこは二年

前の台風で全て上り参道が崩壊しちゃっていまして、今は登れない状況になっている

んですね。ですからそういったものも、登れないっていうことを、立て札立てなどを

たてていただいて、一度見ていただく機会があったらどうかなと思います。以上です。 

服部委員   関連することで、吉川委員も言われましたように、南側に木が茂ってい

て見えないですよね。前回ちょっと伐採したみたいですが、持ち主が何人かいて、そ

の話し合いもなかなか大変だということでした。自治会として費用を出し切れないか

ら、市が伐採費用を出してくれるということはできないのか。聞いておいてください。

以上です。 

地域総務課主任主事   そうですね、そこの敷地の地権者との話っていうことですよ

ね。そうしますと、文化財課の範疇ではできない可能性もありますので、関係ありそ

うな課に聞いてみます。 

服部委員   僕らの子供のころはずっと見えて、海が見えて物すごいきれいでよかっ

たなと思います。あんな木なんか全然なかったですからね。すごいきれいだったです

けどね。今はぼさぼさの状態ですので、ぜひお願いします。以上です。 

吉川委員   なかなか私有地の樹木を伐採するっていうのは、行政では難しい部分が

あると思いますので、やっぱり地元の方で眺望をよくするために何とかできないかっ

ていうような話もしていただくのも一つの方法かなと思います。 

地域総務課主任主事   最後に蛭沢通線への整備計画についてですが、これも都市計
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画道路の優先順位と含めて一括回答したいと思います。現在行っている山手線の区間

は、御存じのとおり旧静岡銀行があったところまで県道まではこれから工事を始めよ

うかというふうな形なんですけれども、実は２月に清水道路整備課によって、住民の

説明会が行われる予定ということです。これはどのように工事をしていくかという説

明会だと思うんですが、その後県道までの工事を進めていくということです。それで

問題の県道からＪＲまでの区間については、これから用地買収等進めていくことにな

るわけです。これは、費用面の問題もありますので、なかなか進まないということで

す。優先順位については、市内には計画道路がたくさんあるもんですから、既に決定

しているところから着手するっていう形ですので、蛭沢通線についてはまだいつ具体

的に進めるというのは決まっていないというのが現状だということです。御存じのと

おり、そこからＪＲをまたいでバイパスまで本当は接続しようという構想が当時あっ

たんですけれども、バイパスへのアクセスについては平成２３年に現実的ではないと

いうことでやめるということになっております。このＪＲをまたぐ問題は、ＪＲの問

題がありまして、なかなかこれは現実着工するのは難しいらしいですね。聞いたとこ

ろによると、もしそこを一つ通すのであれば、どこかの踏切を閉めるという条件があ

ったりして、簡単にはいかないとのことです。これについては時代に勘案して今後進

めていければ進めていくということになろうかということです。以上ですけれども。 

会長   それでは今（１）に該当します質問等について一括の回答をしていただきま

した。この①②③についてまとめてまた再度御質問があれば、よろしゅうございます

か。 

杉浦委員   杉浦です。３番の蛭沢通線の整備計画についてなんですけれども、２月

に住民説明会をして決定するというお話でしたけれども、住民説明会って、これは地

権者じゃなくて住民っていうことですね。近隣の住民っていうことですか。 

地域総務課主任主事   そういう意味だと思います。済みません、はっきりした答え

もらわなかったんですけども、既にあそこはもう用地は確保してあるので工事を進め

る上での住民説明会だと思うんですよね。ですから近隣住民じゃないかなというふう

に私は聞いたんですが、済みません、具体的にどなたが行くっていうのはちょっと聞

かなかったものですから。 

杉浦委員   そうですか。住民説明会は以前にも何回も開いていただいて、どういう

道路かっていう概略の図面までは示していただいたんですよ。その後なかなか進まな
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いなと私は思っていたんですけれども、・・・的にはもうできているんですけどね。

その後、道路の着工が進んでいないのでどうなっているのかなと思っていました。２

月に説明会を開いて、その後恐らく４月ごろから開始っていう形になるんですかね。 

地域総務課主任主事   そうですね、はい。 

杉浦委員   それともう一点なんですけれども、くどいようですけども、県道から浜

通までですね、通称。そこのＪＲを高架にするのか下へいくのかわかりませんけれど

も、その道についてなかなかその費用対効果等でなかなか難しいというようなニュア

ンスだったんですけれども、例えばこれからもまた３月でしたっけ、津波避難訓練と

かございますね。そういった場合の災害時の避難道っていう形で、あわせて計画をお

願いできればと思いますけれども。その辺も可能かどうか、確認をいただきたいと思

います。以上です。 

会長   一点私の方から杉浦委員に御質問といいますか、お話を伺いたいと思うんで

すけど。自治会としての取り組みというのは何か明確にやられているわけですか。 

杉浦委員   ええ、小金の自治会としましては、ちょうどその今度の間もなくできる

であろう、静銀さんのあった場所の道路ですけども、それは前々から小金の自治会と

していろいろ御説明いただいて同意して、ぜひお願いしますという形で陳情っていい

ますかね、それは出してあります。 

地域総務課主任主事   自治会が陳情を出しているっていうことですよね、はい。は

い、そうですね、はい。そうしますと、じゃあ当局は自白しているということでよろ

しいですね。回答も終わっています。そうですね、確認いたしますけど、恐らく自治

会さんへの回答は得られそうということでよろしいですね。 

杉浦委員   ちょっと意味がわからないんだけど、自治会の回答って。 

地域総務課主任主事   自治会さんへの、市から何かその、市から自治会さんへ、ま

だこうなりますよとかその陳情はもう出してあって、その答えとかそんなのはない、

別にないですか。 

杉浦委員   現在の工事をしている区間についてはございまして、こういう形でする

というのを説明会も開いていただいて、住民の方に聞いていただいて進めていただく

ということになっています。その先については、今後検討していくという返事をいた

だいています。 

緑川委員   緑川ですけどちょっとよろしいですか、この件ついて。去年じゃなくて
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その前に、住民にも、それから自治会に対してもこういう形になりますという図面の

説明がありまして、それで正式着工する前にいわゆるこうなりますよというのを説明

してくれということで、連合自治会の会議で説明する段取りをつけました。そうしま

したら、地元のどなたかから、地元にも説明しないのを自治会に説明するとは何事だ

っていうので、それきりさたやみになっちゃったんですよ。それで、県道に出るとこ

ろに信号をつけるのか、それから手前にある歩道橋をどうするのかという議論までい

っていたのに、それきりぴったり一年間とまってしまったという事情がございます。

ですから今回は本当に地元の地権者だけですか、それとも全部集めるんですか。今後

ちょっとよくわからないんですけどね。何かその辺で問題が解決したのか、多分私の

推測じゃ、そのこれから着工しますよという説明のときに、地権者なり誰かなりがク

レームをつけたんじゃないかなというふうに推測したんですけれどもね。ですから、

そういう事情がありますので、その辺もう少し担当課に確認していただいてください。

ですから、連合の方にはまだ説明はないわけですよね。 

服部委員   ないですね。 

緑川委員   この陳情書は連合の全自治会長、蒲原中の全自治会長のハンコつきで陳

情書が出ているんですよ。ですから当然両方に説明があってしかるべきだなと思って

います。以上です。 

地域総務課長   地域総務課長です。今、陳情内容を持ち帰りまして確認させていた

だいて、今後どういう対応をとるのかを担当課に確認させていただいて、次回合わせ

て回答させていただくという方向でお願いしたいと思います。 

杉浦委員   杉浦です。第１回目の陳情書は三年ほど前ですかね、そのある程度固ま

ってからの話ですよね。もともとは、市の道路三課から連絡をいただきまして、それ

で３．１１のあとの４月ぐらいだと思いますけれども、予算が確保できそうなので進

めたいのでいかがですかという問い合わせをいただきまして、それから進んでおりま

す。そのときに、できれば陳情書も先に出してくださいというような話でした。それ

を改めてですね、前から南北線については何度も陳情書が、恐らく連合の方でも出て

いると思いますし、小金自治会でも出ています。以上です。 

地域総務課長   確認いたします。 

会長   事務局に確認をさせていただきたい点がございます。 

  蛭沢通線というのは、県道の南側から今の漁業協同組合の土地があってＪＲがあって
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神沢白金線につながっていく、これを蛭沢通線と称する。そして、静岡銀行の跡地っ

ていうのは都市計画道路で山手線っていうんですかね。ですから、蛭沢通線っていう

カテゴリとは違うんですよ。今議論していただいたのは、山手線ですよね。するとそ

こで分けてお話をしないといけないんじゃないかなと思います。そこがもうすぐに整

備がされるという話ですけども。 

  もう一点、杉浦委員にお尋ねしますけれども、蛭沢通線の整備については自治会では

何か議論されたことはおありになるんですか。 

杉浦委員   蛭沢通線については、私どもの考え方ですと今度の都市計画道路と同じ

だっていうイメージを持っています。 

会長   そうですね。 

杉浦委員   前回いただいた資料の中にも、蛭沢通線の道路新設事業っていうような

形でのっていますので、蛭沢通線と都市計画道路は同一のものだっていう認識でおり

ました。 

会長   今後も建設計画が実行されるように申し送りなどをしてはどうかなと思いま

す。 

杉浦委員   はい、杉浦です。全く会長がおっしゃられたとおりです。審議会が終わ

りましても、継続的にお願いできるように文章で最後にまとめていただければと思い

ます。 

会長   ありがとうございます。他にございませんか。 

  それでは事この件についてはここで審議を終わらせていただきたいと思います。 

  続きまして（２）合併建設計画取りまとめ作業ということで、冒頭に私が申し上げま

したように第３回から第５回までの間に審議していただいて、第６回目、今日におい

ては都市計産業、経済の区分について今から審議をさせていただきたいと思います。 

  事務局より説明をお願いします。 

地域総務課主任主事   地域総務課柴川です。Ａ４の横の資料をご覧ください。 

  産業、経済の分野ですけれども、これが最後の審議分野となります。 

市場経済化の進行に伴う国際競争の激化、環境問題の深刻化、少子高齢化、規制緩

和、ＩＴ社会の到来など、産業、経済を取り巻く環境は厳しく変化しております。こ

のような状況の中で、首都圏と中京圏の中間に位置し、日本の中央部における東西交

通と南北交通の結節点という利点を活かして、産業の融合化、多様化、高度化、高付
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加価値化を推進するということを掲げました。地域資源を活かした産業の高度化、高

付加価値化を図るため、将来を担う人材の育成を支援します。国際競争の激化、食に

対する関心の高まり等に伴う消費者ニーズの多様化等に対応するため、農業生産基盤

の整備を進めて競争力のある農業の育成を推進します。多様化する余暇の活用方法に

対応し、都市と農村の交流を促進する環境整備を推進しますということで、これを掲

げました。 

  市が実施する主要な事業としまして、まず商工業活性化支援ということで地場産品の

ＰＲ、各種研修活動等を支援し、商工業の活性化を推進しました。一つは、毎年開催

している蒲原産業フェアへの補助金を交付。それから、大型店対策ですね、中小商店

の支援をする事業です。停滞ぎみにある小売商業の振興を図るため、蒲原商工会の商

業者グループ、蒲原あきんど会をはじめとする商業者の活動や研修事業に対して補助

金を交付しております。 

  次の海洋深層水については、ニーズの減少により、他の事業への転嫁を図るため、市

の予算としてもゼロになっております。 

  続いて土地改良事業です。これについては農業生産基盤を面的に整備していくため、

神沢農道整備の事業を実施することになっておりました。畑総事業と市街地を結ぶ南

北線の整備を検討しておりましたが、用地や建設費、土の処分等課題点や地形の状況

によって現実的に難しいという判断で、今後は既存の農道の改良について地元と協議、

調整を図りながら検討していきましょうということにしております。 

  続いては林道整備事業です。蒲原地区には善福寺線と影山線という二つの林道が存在

しております。このうち、善福寺線について平成１８年度に舗装工事を行っています。

この九年間に行ったのはこの工事一つのみとなっております。 

  最後に農業公園の整備ですけども、これは前回まで特に議論された、それから当局か

らも説明を受けたところでございますが、環境保全ふるさとづくり事業ということで、

蒲原畑総区域内農業公園の整備をしております。今年度より農業公園の整備事業、工

事を着手しました。来年度、２７年度に供用開始予定というふうなことで現在進めて

おります。 

  以上、産業、経済分野について説明を終わらせていただきます。 

会長   ただ今事務局から、産業、経済分野の事業推進状況について説明をいただき

ましたけれども、この分野について皆様から何か御意見等ございましたらお受けした
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いと思います。よろしくお願いをいたします。 

杉浦委員   杉浦です。まず、一番目の商工業活性化支援事業の中で、現在産業フェ

ア行っており、現在、補助金をいただいておりますが、今後はこの補助金はどうなる

んでしょうか。 

地域総務課課長補佐   地域総務課 志田です。補助金額としては６８４万円という

ことで、毎年補助をさせていただいております。来年度予算につきましてまだ確定が

されておりませんので、この場でお幾らですというようなお話はできませんが、補助

金としては継続の予定だと伺ってはおります。 

杉浦委員   はい、杉浦です。来年度はそういう形で考えてくださるということです

が、それ以降この審議会が終わった以降も継続的にお願いできるのかどうかも確認を

お願いします。 

地域総務課課長補佐   経済局の方に確認させていただきます。  

杉浦委員   はい、杉浦です。もう一点、二番目の大型店の対策事業として、商工会

を通じましてあきんど会っていう団体もございまして、こちらの方に補助金をいただ

いて蒲原共通商品券という事業をしておりますが、こちらの方の補助金についても一

番の産業フェアの補助金と同様に考えていいんでしょうか。  

地域総務課課長補佐   地域総務課 志田です。産業フェアのお答えと一緒になろう

かと思います。現在の６４万強の補助金について、経済局の方と話をさせていただき

ましてしかるべきにお答えをさせていただきたいと思っております。  

杉浦委員   はい、杉浦です。できるだけ継続できるような方向で強くお願いいたし

ます。以上です。 

吉川委員   吉川です。目的と実施する内容との整合性がどうかということなんです

が、１０年たって、例えば環境問題の深刻化から環境が厳しく変化しているとか、少

子高齢化が進んでいるとか、この地域は日本の中央部における東西交通と南北交通の

結節点っていうことを活かして、産業の要望が多様化とか、高度化、高付加価値化を

推進すると、こう記載されているわけですね。１０年たって、この結節点を活かして

三つの項目が、どういう具合になっているのか。結節点を活かして、産業の融合化、

多様化、高度化、高付加価値化を推進されているんでしょうか。都市と農村の交流を

促進する、環境整備を推進する、都市っていうのはどこのことを言っているんでしょ

うか。富士市のことを言っているんでしょうか、東京のことを言っているんでしょう
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か。そこのところがどういう融合をしているのか。また、農業の、農業生産基盤の整

備を進めて競争力のある農業を育成するという中の競争力っていうのは、国際競争の

激化も含めたＴＰＰももちろんあるわけですけど、１０年前に掲げたこの競争力って

いうのは、どこと競争するという意味なのか、僕はよくわかりませんけども、それが、

この土地改良事業ということによって競争力がつくんですか。ですから、この上段の

部分と下段の部分の融合性がどこにあるのか私には見えてこないんですよ。これじゃ

あ意味ないじゃないですか。というところです。 

地域総務課課長   地域総務課 海野です。今、吉川委員の言われたとおり、そこの

整合性はどうなんだということになると、上段に書かれている部分については、１０

年前の状況で、それにあわせて蒲原町との合併の中でこういった事業を実施していこ

うということで、当時についてそのこういう事業をやっていこうということで示され

た部分でございますので、今、この１０年間の中でこういう形でやってきたわけなん

ですが、確かに吉川委員の言われるとおりかなり大きな部分を含めておりますので、

ここの整合性ということになるとちょっと私どもとしても何とお答えしたらよろしい

か迷ってしまう部分がございますが、１０年前についてはいろんな部分でこういう問

題があったんだろうと、今、その部分にとっていろんな問題を検証してきた中で、今、

こういう回答があるということで済みません、御理解いただきたいと思うんですが。 

吉川委員   ありがとうございます。ですから、１０年間ずっとやって途中で世の中

が変化したら、これももちろん変えていかなきゃいけないわけですし、そのための地

域審議会だろうし、それから対局的に見ると、ちょっと本質から外れちゃうかもしれ

ませんが、少子高齢化が、そもそも人口を蒲原町をふやしていこうという意気込みが

最初この会にはありましたね。ところが下水道の説明の話では、どんどん人口は減る

んだからって認めとるわけですよ。増やしていこうということに対して、減るってい

うことを前提にしているわけですよ。そのようなことが、ここにも見られて、３．１

１があった、そうすると沼津の御用邸のあたりも時価はもう極端に下がってきちゃっ

た、蒲原で産業をこっちに呼ぼうとしてもなかなか企業はこないよと、であれば、産

業を興すっていうのは地場産業をとにかくやっていくっていうことに特化していかな

きゃいけない、そうすると人口をふやすのはどうするか、ここを高台のところを開拓

して、インフラもよくして、それでこちらに人がうつるような環境整備をしていると

いうことが人口をふやすことの一つではないとか。下水にしてもそうですし、それか
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ら文化なんかんしても整備をもっとやる、あるいは教育の問題もあるでしょう。そう

いうようなところが、何かちょっといろんな時代の変化に沿っていっていない、修正

ができていない。１０年前と変わっていないことに、大変疑問に感じます。 

会長   はい、ありがとうございます。 

日野委員   日野です。結局、今吉川さんのおっしゃっていることは、例えばこの商

工業活性化支援というのも、ただ単純に産業フェアに補助金を出しています。それか

ら、小さいお店などにつぶれないようにというか、みんなのグループの中に補助金を

出していますって言うと、本当に内内だけで何とかつぶれないようにやってください

と言っているような、そういう感じになってしまうわけですよね。だから、もしも補

助金を出すのなら、その補助金を使ってその蒲原から外に発信していく、それからそ

れこそ首都圏なり中京圏ですか、その方にどんどんこう蒲原の地場産業、産業フェア

でやっているようなことを発信していくっていうことを前向きにやっていかなければ、

ただ蒲原の中だけで何とかやっていますっていうことに終わってしまうっていうこと

なんじゃないのかしらと思うんですが。だから停滞ぎみにある小売業も前から思うん

ですが、やりようによっては違ってくると思うんですよ。だから、それを今までと同

じにお店を構えてやろうとすればどんどん停滞してしまうと思うので、よく静岡の人

は殿さま商法だって言うんですけれども、それを変化させていかなければならないと

思うし、こないだのビエンナーレのようなものをやって、他県から人が来て、そして

蒲原ってこんないいところだったんだっていうことがみんなにわかってもらえる、発

信できることが、今回については本当に市が関係なく民間でやって、私はとてもすば

らしいことができたんじゃないかなと思うんですが。補助金を出すのならば、こうい

うような発展性のあるものっていうものにどんどん補助金というか、そういうものを

出して商工業活性化っていう言葉にしていただきたいなっていうふうに思います。 

米倉委員   米倉です。農業関係で話をさせてもらうと、ここの農業生産基盤の整備

を進め、競争力のある農業の育成を推進すると、これは確かに１０年前に事務局なり

市の方で考えたことでしょうね。今で言えば、農業生産基盤の整備を進め、効率化を

図れる、そして生き残れる農業の育成を推進すると、そういう文言になるのかなと思

いますけれど、若干この育成に対しては、今まで余り私たち、地権者としては感じは

しておりませんでした。実際のところは、観光農業、そういうものを推進していきた

いというふうに思っておったのですが、実際、今こうなってみると、静岡市の目指す
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ところの新規就農者という点では、蒲原地区の農業振興及び担い手の育成を図るため

っていうのはまさしくそのとおり。市の目指しているところは、そこは合致している

と思いますけれど、実際のところ、果たす方の地権者としてはなかなか育成まではい

っていない。この１０年間で自分より年下で農業に就農した方は２名、一人は農業だ

けではなく、やっぱり私と同じように海老ものっております。もう一人は農業だけだ

けど、営農になっていないという状態ですので、なかなか育成というのは難しいのか

なと思っています。今のところ、農業の方で言うと、そういった状態ですかね。１０

年前のお題目とはなかなかちょっと違うかもしれないけれど、市の目指している担い

手新規就農者の育成は、それだけは合っているかなと思います。 

会長   はい、ありがとうございました。そうしますと、今出た意見をまとめますと、

産業経済っていう一つの大きなくくりの中において、冒頭記載されている事項と吉川

委員が言われた個別の案件との間にギャップが少しありませんかっていうことじゃな

いかと思うんですけれども、もう一つ私ちょっと感じるのは、日野委員もちょっとお

っしゃられたところなんですけれども、やはり市がやること、それから個がやること、

それから組織がやることっていろいろあるかと思うんですね。それを全て行政におん

ぶに抱っこっていうとなかなか難しいし、やはり、個もさることながら、当然組織も

一緒に動いていく、どちらがスピード感があるかって言ったら、組織がやっぱり動い

た方がスピード感があるように思います。産業経済っていうのは、町の活性化につな

がる基盤、骨格となるような部門ではないかなというふうに、私は感じているところ

でございます。要は商工会の中においては、もうイベントっていうかそういったもの

にこれ以上もう労力をかけていられない、かけると自分の商売に響いてしまうってい

うんですね。ですから、そういうところをもう一度組織としてどういうふうにするか、

それで組織が動くことに行政がどういうふうに協力体制をおいていっているのかって

いうようなところに、双方が合致して一つの成果が私は出るんじゃないかなというよ

うに感じています。 

杉浦委員   杉浦です。先ほどの吉川委員それから日野委員から御指摘いただいた産

業フェアの件なんですけれども、これは比較的他県の方も来てくださいますし、他県

の業者の方にも出店していただいているんですよ。例えば、山梨、長野ですね。それ

で私どもの方から山梨、長野で同じような催しをするときに、こちらからも何軒か行

くというような形で交流はしています。それが、果たしてどの程度実績としてあがっ
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ているかどうかまでは把握できませんけれども、そういうつながりがありまして、産

業フェアは蒲原の中だけでやっているっていうイメージからは大分脱出はしておりま

す。それで特に、宿場まつりと一緒にやっていますので、宿場まつりを、町並みを見

ながら買い物をしてくださるという感じだと、前よりはいいのかなというふうに思い

ます。 

吉川委員   吉川です。今の杉浦委員の宿場まつりは物すごく活性化して、すごい人

数ですよね。私はそれ自身を否定している意味ではなくて、いろんなイベントですと

か、いろいろ皆さんが努力されていることとどうもぴったりこないと。これはいろん

な意見がありますけど、要するに、農業のその若い方が２名の後継者にしましても、

商工業の関係の後継者に対しましても、蒲原は非常にその後継者に困っておられるよ

うによく聞くんです。その根本は何かって言ったら、儲からないからですよ。農業だ

って、儲かるようにすれば後継者は必ずきますわ。もっとそのインフラを整備すると

か、あるいはいろんな新しい商品を開発したら、何かの奨励策を考えるとか、どうす

ればもうかるかっていうのを、こう上から俯瞰していろんな具体的な方策が考えられ

ないかなと。一番難しいことですけどね。そういうところがどうもここのところに見

えてこないなと思います。 

杉浦委員   大型店対策中小商店支援事業、この中に停滞ぎみの小売業も振興してい

こうっていうことだけども、静岡の商業審議会で中でも同じような話があって、静岡

の商業審議会では、例えばウィンドウ・ディスプレイとかそういったものを工夫して

やるのが非常に大事じゃないかということとか、インターネットを利用して特殊な産

業や特殊な物品を活用させて、しかも事業の募集の公告をして空き店舗に対する事業

公告をして、そして地元へ取り寄せると。一回シャッター街になって、それからしば

らくまた開けて、結局取り壊すなんていうような家庭も多いもんですからね。そうい

うことのないように、静岡市では助成金をくれているみたいですね。あと、蒲原は商

店街がまとまっていないから、商店街組織として難しいでしょうけども、ただ、今言

ったような蒲原の宿場まつりを見にきてくれた方に、ぜひ歴史のある本町通りのとこ

ろも見てくださいとか、そういったことをインターネットで発信したりするっていう

ことになればいいです。それに対して、市の助成金も伴ってくるというようなことで

あれば、シャッター街も少しは賑やかになって、活性化するんじゃないかと思います

けどね。以上です。 
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米倉委員   米倉です。畑総事業の件で少しまた質問をちょっとさせてもらいたいん

ですけど、畑となるところが道路よりかなり高く土が盛り上がっており、新規就農者

が借りるに当たって不便にならないかどうか、少し心配したところです。その点また

農業政策課なり、また農地整備課であるか、お話を聞きたいなと思いました。 

地域総務課課長補佐   地域総務課の志田です。畑総の現状について、今、米倉委員

から御説明があったわけですが、私たちもここの部分については認識をしていないと

いうところは確かでございます。そういった中で、やっぱり工法とか施工方法につい

ては私たちの方ではわかりかねる部分があるものですから、できましたら米倉委員の

方から直接農地整備なり農業政策の方に話をしていただいて、意見、要望があればそ

こで話をしていただければありがたいかなというふうに思います。私たち、伝え聞い

てまた伝えてもなかなか伝わらない部分があるんじゃないかなと思いますので、そう

いった方向でとっていただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

米倉委員   はい、米倉です。実際のところ、今年度もう終わりですもんね。ではま

た、清水区役所の方に行って聞いてみたいと思います。一応皆さんには現状お伝えし

たかったと思いました。以上です。 

会長   それではまとめに入らせていただきたいと思います。まず、商工活性化支援

ということについては現状推進中ということになっております。ただし、その推進中

というのも、途中この１０年で終わってしまったと杉浦委員から出ましたけど、補助

金はどうなんだということについては、また継続していただくという提案をさせてい

ただいたということで、その額等について、額と期限についてはここでは言及しませ

んけれども、継続していくということで、杉浦委員の方もよろしゅうございますです

か。 

杉浦委員   はい。 

会長   はい。続きまして土地改良事業でございますけれども、これ現在内部検討中

ということになっていますけども、何か感じるところ、この場において整理事業とい

うようなことで私たちが審議委員会の方では締めくくらないで、内部検討中というこ

とであれば、引き続いて内部検討していただくということで、進めていっていただき

たいというふうに私は思いますけれども。皆さんはどのようにお感じになりますです

か。それでよろしいですか。これからも提案していく。提案していくというのは、こ

の農道整備事業っていうのなんですけれどもね。 
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米倉委員   米倉です。神沢農道整備事業って、１で書いてあるんですけど、実際は

違いますよね。実際のところは、畑総でいくとなると、既に神沢は寺田線と神沢本線

の２線ありますので、神沢農道じゃなくて、これは赤羽線のことではないんですかね。

あの蛭沢の西小学校下の小金会館横の東名下をくぐって、そのまま赤羽から上に上が

っていくと先ほど言った４番の地図、あのところに出れるんですよね。それは一回話

をしたことはあった。神沢じゃなくて。 

地域総務課課長補佐   地域総務課志田です。農地整備課からいただいた資料ですけ

ども、当初事業名が、神沢農道整備事業ということで合併の建設計画の方にのってあ

ります。その中で検討したのが、畑総と市街地を結ぶ南北道路、仮称ですけど、中尾

羽新田線というのを計画したと。ただし、それについては現地調査の結果新規開設は

困難だということで、今ストップしているというところです。それに変わるものとし

て、現在の農道、神沢農道と堰沢農道ですか、そういったものの開業をできれば進め

ていきたいというところのようです。 

米倉委員   赤羽線は、一応確かに畑総の中でも出てきて消えたことはありますけど、

一度また復活していることがあったんですよ。平成２０年か２１年ごろ。農地整備課

の課長からもありまして、難しいけれど、その農地の確保ですね、市に行政に売却で

はなくて、無償提供であるならばという条件もありました。ただし、今ここの中にも

ありますように、建設土の処分だったんですよね、一番多かったのは。土量を一度、

山を削って動かした土量をどこに置くか。遠くへもっていくと大変資金がかかってし

まいますので、近くに置けることが、それもある程度は条件でありましたけれど、そ

れが少し土をどかした後でまた土を使うということなので、・・・も少しあったので

全部が全部土量をほかに排出、排土するわけではなかったんですが、一番の問題は用

地買収はできないので、無償提供だよということが一番最後までありました。なかな

か難しいけれど、完全に消えたわけではないということも４、５年前に一回聞いたこ

とありますが、難しいということは難しいでしょうけど、私たちとしても地権者に無

償提供っていうのはなかなか言えないので、恐らく無理っていうのも行政の方では終

わったのではないかなと思います。私の知っている限りは、本当は状況そんなところ

でしたね。 

地域総務課課長補佐   こちらで、農地整備課からいただいた資料によると、それ以

降、平成２４年度に地形状況等の現地調査をした結果、やはり新規開設は困難だとい
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うことで判断をしたということでいただいております。 

会長   本件については、内部検討中と今なっていますけれども、このままでよろし

ゅうございますか。そちらに主管がうつったということでよろしいですか。 

  続きまして林道整備事業ですけれども、これは二箇所を整備したということで完了と

いう文言がうたわれておりますけども、そういうことでよろしゅうございますですか。

それではこれは完了ということで。 

  続きまして２枚目ですけれども、農業公園の整備ということで、これは予算がついて

現在も進行中でありますし、平成２７年度には供用を開始するということで進んでお

ります。ということで、これも推進中と今なっておりますけれども、よりよいものに

限られた予算の中でよりよいものにしていただくというようなことで、当然ながら、

これはまた１０年目の審議会の中でも少しふれる部分になろうかと思いますけれども、

そのときにまた議論させていただくということで。推進中でよろしゅうございますで

すか。 

地域総務課主任主事   今年度は本日で６回目ということで３月までは予定されない

ということになります。来年度ですけど、一応事務局の案ですと、第１回目を５月ご

ろ、５月近辺に予定したいなと考えておりますので、ただ、今から５月の予定はちょ

っと組みづらいので、また近くなりましたらこちらでお手紙を出させていただきます。

そこで来年度また引き続きということになりますので、よろしくお願いいたします。 

会長     事務局より 9 年目の審議会は終了したとありましたが、分野別に審議を

させていただきましたが、懇談会をちょっとさせていただきたいと思います。  

 本日の署名は吉川委員よろしくお願いします。  

 以上で第 5 期第 6 回審議会を終了させていただきます。ありがとうございました。  

 

（午後 ３時２２分 閉会） 

 

 

 

 

会  長 

署名委員 


