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第５期第７回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２７年６月３０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 出席者   （委   員）望月会長、坂本委員、服部委員、日野委員、緑川委員、 

吉川委員、米倉委員 

        （事 務 局）行政管理課：池田参与兼課長、長谷川主査 

               清水区役所 地域総務課：髙木参与兼課長、鈴木主幹兼係長、望月主査 

               蒲原支所：石川蒲原支所長、磯部所長補佐兼係長 

 

４ 議 事 

 （１）第５期〔後期〕蒲原地域審議会スケジュール（案）について 

 （２）前回の質問事項についての回答 

 （３）合併建設計画関連事業の進捗状況等について 

 （４）その他 
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地域総務課主査   本日は、お忙しい中、御出席いただきありがとうございます。定

刻になりましたので、第５期第７回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  これからの進行を務めさせていただきます清水区地域総務課の望月です。平成25年に

も担当させていただきましたが、今年度、蒲原地域審議会の事務局を担当することに

なりましたので、よろしくお願いいたします。 

初めに御報告いたします。本日は大石委員、志田委員、杉浦委員の３名から欠席の

御連絡がありました。服部委員と日野委員につきましては、少し遅れて出席される予

定です。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。 

  本日の出席者は、現在過半数の５名ちょうどということになりますので、会議は成立

することを御報告させていただきます。 

  また、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、まず、望月会長より御挨拶をいただきます。望月会長、よろしくお願いい

たします。 

会長   委員の皆様においては、平日のお忙しい中、御出席いただきありがとうござ

います。この審議会は、平成18年の旧蒲原町と静岡市の合併から10年間、平成28年３

月31日までが設置期間として設けられており、残り９カ月余りとなりました。この10

年間、多くの委員に審議を尽くしていただき現在に至っております。このうち今まで

の進捗については、また事務局から説明があるかと思いますが、皆様とは昨年より合

併建設計画に登載されています７分野74項目について、分野別の審議をしてまいりま

した。この審議会も残り５回程度の開催となりますが、まだ進捗中の事業も多くあり

ますので、皆さんの御意見をいただき報告書を作成してゆきたいと思います。また、

報告書が完成しましたら、年明けには市長へ提出したいと思います。 

  この審議会とは、蒲原の地域住民にとって合併がより良いものとなり、静岡の東の玄

関としての位置づけを強固にし、次世代への足跡を残してゆかなければならないとい

うのが、我々の務めではないでしょうか。 

  つきましては、委員各位と事務局の皆様に御協力いただき、この審議会が無事に終了

できますようお願い申し上げます。 

  以上をもちまして、審議会の御挨拶とさせていただきます。 
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地域総務課主査   ありがとうございました。なお、開会に先立ちまして、清水区副

区長から一言、御挨拶を申し上げます。 

清水区副区長   皆さん、こんにちは。清水区の副区長をしております石原でござい

ます。委員の皆さまには、日ごろから蒲原地域に限らず市政に対しまして御支援、御

協力を賜りまことにありがとうございます。また、昨年度から、最終期となります第

５期の審議会委員として、合併建設計画における各種事業の進捗や地域課題について、

状況確認や御意見をいただきありがとうございます。本来であれば安本区長が皆さま

に御挨拶する予定でおりましたが、本日は、他の公務がございまして私が代わりに出

席させていただきました。 

  さて、旧蒲原町との合併10年を迎えまして、蒲原地域においても様々な発展があり、

また新たな課題というものも生まれてきているというところでございます。委員の皆

さまには、この10年間を一つの節目として、最終期、合併による成果や課題等をまと

めていただき、市民の皆様へ御報告いただきたいと考えております。 

  清水区といたしましては、蒲原地域をはじめ、区民の皆様が安全で安心に暮らせるよ

う環境を整備するとともに、地元企業や各種団体の皆様との連携を密にし、魅力ある

まちづくりを推進してまいりたいと考えております。この場をおかりしまして御協力

のほどよろしくお願いいたします。会長からもございました本年はまとめということ

になります。ぜひ、最終年という中で、今までの活動を評価していただきながら審議

会としてのまとめをお願いしたいと思います。簡単ではございますが、私の挨拶とさ

せていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

地域総務課主査   ありがとうございました。 

  なお、副区長は、他の公務があるため、ここで退出させていただきますが御了承くだ

さい。 

  それでは、議事に移る前に、今年度の事務局担当職員が変更いたしましたので、地域

総務課から順に事務局の職員紹介をさせていただきます。 

事務局各職員   清水区地域総務課 課長の髙木でございます。よろしくお願いいた

します。同じく地域総務課 地域振興係長の鈴木です。蒲原支所長の石川です。同じ

く所長補佐の磯部です。行政管理課長の池田です。行政管理課の長谷川です。 

地域総務課主査   以上が今年度の事務局職員となります。それでは、議事に入る前

に資料の確認をお願いいたします。 
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  本日、配付いたしました資料は、まず「次第」と、次に資料１「第５期〔後期〕蒲原

地域審議会開催日程（案）」と、それに付随します「蒲原地域審議会開催日の確認に

ついて」となります。次に資料２「第５期第６回蒲原地域審議会における質問等への

回答」、最後に資料３「合併建設計画関連事業資料」となります。こちらはＡ４サイ

ズ横型の「合併建設計画（静岡・蒲原）進捗状況」と、Ａ３サイズ横型の「合併建設

計画蒲原地区関連事業等」のカラー印刷のもの２枚です。 

  申しわけありませんが、資料で１点修正がございます。今のＡ４サイズ横版の「合併

建設計画（静岡・蒲原）進捗状況」ですが、一番上部に事業費では約303億7000万円が

実施または予算化という文字がございます。こちらの数字に訂正がございます。事業

費では、約294億円が実施または予算化という形で修正をお願いいたします。 

  資料は以上となりますが、皆様のお手元にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは議事進行につきましては、望月会長にお願いいたします。望月会長、よろし

くお願いいたしします。 

会長   それでは議事に移ります。発言の際にはお手元のマイクボタンを押していた

だき、氏名を述べてから発言をお願いいたします。 

  それでは、議事（１）第５期蒲原地域後期蒲原地域審議会スケジュール（案）につい

て、事務局より説明を求めます。よろしくお願いいたします。 

地域総務課主幹   それでは、第５期後期の審議会開催日程（案）について説明いた

します。お手元の資料１をごらんください。 

  蒲原地域審議会10年目を向かえ、最終年度となります今年度の開催日と各会の議事内

容を含め、日程（案）として事務局が作成いたしました。昨年度は、委員の皆様に分

野ごとの合併建設計画の取りまとめ作業を行っていただきましたので、今年度は報告

書をまとめる上での審議や実際の報告書の内容確認等をお願いしたいと思います。 

  また、１月に予定しております報告書の提出方法については、11月の審議会において

報告内容を確認しながら、委員の皆様に提出方法等について改めて協議していただく

予定でおります。開催日については、この資料１に付随しております蒲原地域審議会

開催日確認表により、委員の皆様からの御報告をいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  なお、１月分につきましては、日が決定していませんので回答は不要です。次回の開

催日として提案させていただきました８月20日木曜日午後２時からの開催については、
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この場で御審議いただきますようお願いいたします。 

  審議会の開催日程案に関する説明は以上です。 

会長   ありがとうございました。審議会の日程につきましては、初回は委員の皆さ

んの確認を得ずに進めていたわけですが、次回８回目の８月20日木曜日について14時

からの日程で、皆さん御異議があれば申し出をしていただきたいと思いますがいかが

でしょうか。 

坂本委員   この確認表は、次回の審議会で提出するんですね。私は、８月20日は大

丈夫です。 

会長   皆さんも大丈夫でしょうか。それでは、次回の開催日は８月20日木曜日14時

から、この会場でということでお願いします。 

地域総務課主幹   地域総務課の鈴木です。 

  それでは、お手元の資料２をごらんください。前回、平成27年１月29日に開催されま

した第６回の審議会において質問がありました２件について、各所管課からの回答を

記載しております。 

  まず、１件目は、蒲原城址公園の整備について草刈り等が行われていても荒廃してい

る箇所が目立つので、現状以上の積極的な整備ができないものかという御質問でした。

これに対し、所管課であります歴史文化課から、樹木の伐採等であれば、予算の範囲

内で対応を検討させていただきたいとの回答がありました。 

  次に、２件目の蒲原地域避難道路の整備についてですが、この件は都市計画道路に認

定されている区間で、現在、工事中の山手線に関することと蛭沢通線に関することに

ついて御質問がありましたので、２つに分けて記載させていただきました。 

  まず①の都市計画道路山手線の進捗状況及び今後のスケジュールについては、所管課

の清水道路整備課より、前回の審議会が開催された後に、自治会、地権者、静岡銀行

等の地元関係者と山根市議会議員が出席され地元説明会を開催したとの報告がありま

した。今後のスケジュールにつきましては、市及び国の予算が確定後、工事発注を行

うため、現状は少し遅れているようですが、準備が整えば秋頃から工事を始める予定

ということでした。また、添付してあります図面は、都市計画道路山手線として認定

された区間と、蛭沢通線の位置がわかるように示されたものです。 

  次に、蛭沢通線の今後の道路整備計画についてですが、これは道路計画課が所管課と

なります。道路計画課から都市計画道路の新規事業化については、路線の優先度、周
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辺の土地利用、社会情勢の変化、財政状況等を勘案して決定することになりますが、

この路線は優先度が高いとは言い難くＪＲ本線との交差方法など抱える問題も多いた

め、現段階での見通しの立った事業計画はありませんとの回答がありました。ただ、

今後の都市計画道路の整備状況を踏まえ事業化の検討は行ってゆく予定とのことです。 

  前回の質問事項に関する各所管からの回答は以上です。 

吉川委員   蒲原城址公園の整備における質問内容のところ、現状以上の積極的な整

備を検討してほしいというのはそのとおりですが、表現に誤解のないよう説明すると、

正確には、最初に整備されていた状態に戻してほしいということです。現状は、最初

に比べるとものすごく荒廃しています。ですから、この文章ですと勘違いされる方も

おられると思います。木道なんて歩けたもんじゃないですよ。整備した当初は、ちゃ

んと木道ができていたわけですよね。だから、現状維持は当たり前ですが、この文章

を読むと今より良くっていうこととイコール今までずっと整備されてきたんだよ、そ

れ以上にという具合に錯覚される可能性がありますので、事実はそういう錯覚をされ

ないような表現にきちんと直していただきたいと思います。以上です。 

会長   髙木課長、御回答いただけますか。 

地域総務課長   地域総務課長の髙木でございます。今の御質問につきまして、表現

の修正をということであったと思われますが、それはここに「現状以上の積極的な整

備の検討」という内容が、整備当初の状態を維持してほしいというようなことですよ

ということでよろしいですか。 

  それに対して歴史文化課の回答は、一般的な整備をするし、予算があれば対応させて

いただくということですけれども、ハード的なことが今回謳われておりませんので、

例えば朽ちた状態であるものを復旧とか再生とかという要望をしているというような

ことでよろしいですか。 

吉川委員   できた当初は樹木が成長していないこともあり眺望がよかった。そうい

うことも含めて、当初の状態に戻してほしいということです。 

地域総務課長   わかりました。この場で、詳細な回答はできませんが、もう一度、

所管課に確認しまして改めて回答させていただきたいと思いますが、よろしいですか。 

会長   了解しました。それから、お願い事になりますけれども、この公園に係る問

題、遊歩道等々については、幾つか質問が出ているところが多くございます。できま

したら担当部署に御出席いただいて、御説明ならびにこちら側からも、直接質問させ
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ていただけたらと思いますので、御検討いただけますか。 

地域総務課長   担当部署に伝えまして、この場で説明するように調整させていただ

きます。 

会長   説明というよりは、私どもとしましては、今、朽ちている部分、歩道等につ

いては、当然ながら予算がついてのことだとは思いますが、今後この問題については

どのように対処していいのか、地域審議会も最終年度に入っているわけなので、今後

は自治会等々に委ねてゆくというようなことになるかと思いますが、その辺も含めて

お願いをしたいと思います。 

地域総務課長   まず、現場の確認を担当部署に見てもらい、地域の皆さんと一緒に

検討しながら考えてゆくという状況をつくってゆきたいと思います。そこに対して、

大規模な整備になれば、今年度中には当然終わらないというようなことも出てきます

ので、それはこの地域審議会の中でということではなくて、地元自治会等からの要望

をいただく中で改めて検討させていただき、市として対応させていただくというよう

な方針でいかがでしょうか。 

会長   今の回答について、御意見等ございましたらお願いします。 

坂本委員   坂本です。大体、この公園の整備とかそういうことについては、今まで

もいろいろ説明を受けてきましたが、やはり予算の範囲内でできればというところで、

いつも話が終わっています。ですから、予算がなければやらないというような認識を

受けます。これからもこの地域審議会というよりは、やはり自治会さんと地区の皆さ

んの要望、そういうものをきちっと吸い上げていただいて、当局にその辺を伝えてい

ただくというようなことが、今後の流れとしても理想だと思いますので、ぜひそのよ

うな形で継続をしていただければと思います。以上です。 

会長   ありがとうございました。他に御意見はございませんでしょうか。 

米倉委員   米倉です。回答の中に、当該年度において他事業の差金が生じた場合と

あります。差金が生じる場合はあるんでしょうか。皆さん、それぞれ予算が決められ

てある中で執行されていると思っていましたので。 

地域総務課長   通常のケースだと差金はある程度出ます。一般論としてということ

で、この歴史文化課の全体予算に関しての状況はわかりませんが、通常の建設事業に

関しては、当然、予算どおりの金額で落札されることはございませんので、差金は幾

つかの事業で出ることが想定できます。 
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米倉委員   米倉です。その事業内だけではなく、樹木の伐採等にも充てがわれると

いうことでよろしいですか。 

地域総務課長   所管課に確認しなければ、今はっきりとは申し上げられませんが、

この文面から見れば、できるだけそのようにさせていただくということだと思います

ので、我々からもそのような要望があるということを所管課へ伝えます。以上です。 

米倉委員   よろしくお願いいたします。 

会長   日野委員、どうぞ。 

日野委員   日野です。結局、市当局が蒲原の城址というものをどの程度思っている

かということだと思います。あんな端っこの田舎の公園だから後回しというような発

想があるのではないかと思います。 

  木というのは、１年伐採しなければどんどん伸びてしまうので、結局、時が経てば経

つほどお金もかかるので、まめにやっていただくということが非常に大切だと思いま

す。ですから、当局が見に行きます。それから帰ってから相談をします。それからや

りましょうといっても、結局、木はどんどん伸びてしまうので、その蒲原城址公園と

いうものの価値が落ちてしまうというふうに考えられるのではないかと思うので、速

やかな対応をしていただきたいと思います。以上です。 

地域総務課長   日野委員のおっしゃるとおりだと思います。 

  この文面からでは、やらないということの表現はございませんし、やるならばしっか

りやってもらいたいと思いますので、そのような意見があるということを伝えていき

たいと思います。以上です。 

服部委員  服部です。今の蒲原城址公園の整備について、一番上の城山における今の

風景が、全く樹木で見えないということで、前に聞いたときには、下側が民地の場合

と、一番上は善福寺のお寺が持っていたりする部分もあったりと複雑で、民地の方に

は「木を切ってくれ」と言ってもなかなか切ってくれないというようなこともあるで

しょうし、切るのにどのくらい予算が要るかと、お金がかかる問題になってくると思

います。そういう時に、市で民有地の方と交渉して予算取りをしてあげることができ

るのかどうか、そんなことを心配しています。それともう一つ、こういう今の蒲原城

址の整備のみならずいろいろな項目が、これから残りの10カ月くらいかけてやってい

くんですが、私の心配していることは、１月までかけてこの審議会をやって、そして

予算取りの必要項目が何項目あって、どれとどれを重点的に押していくかというよう
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なことに対して、１月の末の段階で平成28年度の予算が取れるかどうか。その辺を心

配しているんです。例えば、８月くらいだったら９月でしっかりとまとめて、平成28

年度に準備していくような格好でいけるかもしれませんが、１月までにこれを審議し

ながら、この中の必要なものを何項目か拾ったとしても、そこら辺の予算取りとかが

心配ですが、どうですか。 

地域総務課長   まず、公園下の民地からの樹木が眺望を邪魔しているということに

対して、その伐採等に関してどうかということでございますが、権利関係が非常に難

しいかと思います。役所として、民地のものに簡単に手をつけられるということには

いかないかなという感じがしますので、所管に伝えまして回答させていただきたいと

思います。 

  もう一つは、予算の関係でございます。予算へ反映する事業があるとすれば、それは

８月くらいまでに提案要望をいただくことになりますが、この審議会の審議内容は、

これまでの進捗確認ということがメインだと考えております。この審議会から新たな

要望というよりも、今行っているもの、例えばレベルをもうちょっと上げてやってほ

しいもの、そういう内容になるかと思います。これから議論する中で、やっぱり新た

な予算取りが必要だということであれば、それは早目に出していただかないと、来年

度の予算としては間に合わないかと思いますが、それも審議の中でどのようになるか

で変わるかと思います。 

服部委員   服部です。そうすると、今、この審議会の予定表をもらったばっかりな

ので、今日と８月20日は、もう決まっていますよね。そうすると８月20日、最低でも

ここら辺に、平成28年度予算要求に関する内容のものがあれば申請しないとなかなか

予算取りできないことになりますよね。 

地域総務課長   そうですね。 

服部委員   そうですか、わかりました。 

望月会長   補足させていただきますと、８月20日というのは、先ほど決定しました

ので、８月20日に次回は開催します。 

服部委員   そうすると、なかなか忙しい作業になりますね。８月20日に多くの内容

の中から本当にこれだけはやらなければということで予算取りするとしても、ちょっ

と大変な作業ですね。間に合うかどうか、どんどんもう決めてしまわないと。 

日野委員   日野です。でも、この合併審議会というのは、合併建設計画がいかに進
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められているかの審議をするところですから、これで見るようにほとんどがもう予算

がついているわけですよね。この中からここに載ってないものを新たに地域審議会で

出すということは、よっぽどのことがない限りはないことだと思います。そうすると、

ここで予算がついてないけれども、これはぜひやってほしいというものについては、

急がなければならないと思いますが、大体はもうそのまま進んできているので、それ

は大丈夫じゃないかと思います。 

服部委員   この予算取りが、ここに書いてありますが、間違いなく行けるかどうか。

大丈夫ですか。 

地域総務課長   資料３の平成27年度予算ということでございます。これは決定して

いるので大丈夫です。 

会長   補足させていただきますと、当然ながら今、課長から報告があった27年度は

予算がついているわけでございます。今の時点においては、景観を損なう木を伐採す

る等はいろいろな意味で問題が出るかと思います。この城址公園については、南側か

ら上がる道も看板は出ているけれども土砂崩れで道が閉鎖されている。それから、公

園の中にあるトイレは、今回見ていただくとわかるようにトイレの対応をなしていな

い等々の問題がありますので、この件については、再度、所管課が見ていただいて、

その見た感想を述べていただくとともに、今後、どのようにしたらいいかということ

で、私ども委員からも質問等がありますので、次回お越しいただいて、本件について

議論させていただきたいと思いますが、皆さんいかがでしょうしょうか。 

服部委員   平成27年度予算について、私がやっぱり先ほどから心配しているのは、

城山のことでも、今引き続きやってきている軽微な対策だと、こんな金額ではなかな

かできないと思います。それと同じように、他の項目でも、27年度はいいけど28年度

が決まっていないので、この問題がこういうふうな内容で事業を進めてゆきたいとい

う場合、予算が不足になることがあると思います。28年度以降でも完璧に完了するま

でに、どのような対策を立てるとか予算を組むかとか、この辺がすごく気になります。

市も予算取りをきちっと平成28年度以降も続けてくれるかどうか、重要な事業に関し

ては、そこら辺はどうですか。 

地域総務課長   来年度以降の予算取りについては、心配であるところだとは思いま

すが、ここに登載されている事業が、審議会が終わりましたから直ぐやりませんとい

うことにはならないと思います。今、登載されている事業は継続的なものがほとんど
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です。それは基本的なラインで、ここでやめたら今までの審議会の意味も薄れてしま

いますし、継続的事業はやめることなく進んでゆきます。 

  もう一つ、審議会の性格上、10年で一区切りということになります。そうすると、積

み残した事業やもう少し高いレベルで整備をお願いしたいという事業も、もちろんあ

るかと思います。それに関しては、取りまとめの中で、この事業に対する評価みたい

なものをする必要があると思います。これまでの10年間はこうだったけれども、今後

はこうあってほしいというような要望なり評価なりをしていただくということになろ

うかと思います。 

  後は、多分自治会へ引き継がれて自治会から地域の要望として提案していただいて、

それに対応する形になってゆくものと考えております。 

会長   よろしいですか。 

  少し不具合が出ていますけれども、皆さん、いかがいたしましょうか。一応、所管課

からの回答はしていただいておりますので、この回答を基に、できれば次回８月20日

に、もう一度、議論してみたいと思いますがいかがでしょうか。 

坂本委員   坂本です。次回、この地区の委員に確認するということと、蒲原地区避

難道路の整備の件については、自治会さんと地権者の静岡銀行といろいろ説明会を行

いましたと回答がありましたが、どういう内容だったかわかればちょっと教えていた

だきたいと思います。 

会長   事務局に準備はございますか。 

地域総務課長   今、手元にある資料のまとめになりますが、ただ技術的なことがほ

とんどでございます。沿線となる地権者の土地利用によっては、擁壁や側溝の形状等

工事の施行内容に影響するため、４月頃までに意向を確認してゆく必要があるという

こと。東側の道路勾配が確認できるよう水糸による位置出しを検討する。また、東側

の必要土量を試算する。通学路に関係してくるため、蒲原西小学校と協議するという

ような極めて技術的なことを議論したように思われます。以上です。 

会長   坂本委員、よろしいですか。 

坂本委員   はい、純粋に蛭沢通線の建設についての説明だけだったわけですね。地

元の方からは、避難誘導路ということでＪＲを挟んで海から山の方へ逃げる道が必要

だという意見がすごく出ていますが、その辺の話し合いはなかったんですか。 

地域総務課長   そのように思われます。これは、都市計画道路山手線の工事に対し
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まして地元との協議という形になっていますので、その南側にある蛭沢通線ですか、

これをつくるつくらないの議論は、この時にはされておりませんでした。以上です。 

会長   他にご質問等はございませんか。 

  それでは、前回の審議会においての質問事項２件についての回答は、これでよろしい

でしょうか。 

  それでは次に、議事（３）の合併建設計画関連事業の進捗状況等についてに移ります。

この件につきましては、配付された資料を基に、主に前年度の予算額とを比較して、

事務局から説明をお願いします。 

地域総務課主幹   鈴木です。それでは、お手元の資料３、Ａ４サイズ横版の合併建

設計画静岡蒲原進捗状況をごらんください。合併後、10年間における総事業額を表し

たものです。平成26年度と27年は予算額を計上しておりますが、そのほかの８年間は

決算額となります。今年度の総予算額は約６億500万円、昨年に比べ約１億8,000万円

の増となりました。また、全74事業の75.6％に当たる56事業が実施または予算化され

推進中及び完了された事業ということになります。 

  次に、この表の詳細版となりますＡ３サイズ横版の合併建設計画蒲原地区関連事業等

をごらんください。実施状況を色分けして表記しています。青色が完了事業、緑色は

審議会において審議が整理された事業、黄色が推進中、白色を内部検討中と未着手の

事業に分けて色づけしています。また、昨年度に比べ予算に500万円以上の変動があっ

た事業を抜粋し、まずは予算が減額となった事業についてまとめて説明いたします。 

  事業番号８番と９番の蒲原保健福祉センター維持管理事業ですが、これはセンターの

通常の運営管理業務に係る委託料に、昨年度はセンターの外壁と屋上の防水工事に関

する修繕料が上乗せされておりました。工事は、昨年で終了したため、前年比が２事

業合わせて約3,600万円の減額となりましたが、今年度は通常時の予算額に戻ったとい

うことになります。 

  次に、51番の環境保全ふるさとづくり事業ですが、これは蒲原畑総区域内における農

業公園等の整備に係るハード面の施設工事費が昨年度まで計上されておりました。今

年度は、整備が完了し８月22日にはアグリチャレンジパーク蒲原が開設され、計上さ

れている330万円の予算は、このパークの管理運営業務経費になります。ただし、今年

度の運営状況によっては予算が不足する見込みがあり、増額補正してゆく可能性があ

ると所管課から補足説明がありました。 
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  次に、61番の主要幹線道路の整備状況について説明します。この主要幹線道路とは富

士見六千坪線のことで、この区画整理事業は組合が解散し中止となりましたが、側溝

整備等の道路改良設計を行い、道路整備については引き続き行う予定です。昨年度、

2,000万円の予算が計上されておりましたが、この道路内に民地が多く点在しているた

め、地権者からの用地提供の承諾を得ながら工事をしてゆき、今年度は民地対応が解

決次第、予算要求を行う予定ということです。 

  もう一つ、道路事業につきましては、68番の市道（県道）の整備事業が前年比1,500

万円の減額となっております。これは市道の舗装改良事業費で、昨年度は山手線、若

宮線、神沢白金線の３路線の舗装改良を行いましたが、若宮線と神沢白金線の舗装が

概ね完了したことにより、今年度は山手線１路線分の費用のみ計上されています。 

以上が、昨年に比べ予算に500万円以上の減額がありました事業についての説明とな

ります。 

  次に、昨年度に比べ、予算が500万円以上の増額となりました事業について、まとめ

て説明いたします。初めに、事業番号30番の合併処理浄化槽補助事業ですが、これは

蒲原・由比地区における汚水処理方法について昨年度、合併処理浄化槽での普及促進

を図ってゆくという方針の決定が出ております。これに伴い、浄化槽設置事業費補助

制度の特定区域における補助金額の上乗せ要件が付加し、昨年に比べ約1,400万円の増

となりました。 

  次に、34番の富士川緑地公園整備事業、バイパスの北側です。これは、地元住民や公

園利用者からの意見聴取をワークショップ形式で行うなど、地域の声を参考にしなが

ら基本構想の見直しを昨年度まで行ってきました。本年度からは、実施設計に入ると

いうことで約1,000万円増の予算措置が図られています。所管課からは、地元説明会が、

近々開催されると報告を受けております。 

  次に、35番の第一浄水場改良工事ですが、金額は２億8,800万円と高額ですが、単純

に蒲原第一浄水場の改良工事に係る経費です。事業規模としては、平成29年度までの

継続事業となっております。 

  次に、44番の公営住宅改修改築事業、公営住宅分ですが、これは国庫補助も確定して

おり、日の出荘と新栄荘の電気幹線や給水管の改修工事費として約3,500万円が計上さ

れています。 

  最後に、69番の蒲原駅橋上駅舎化事業調査については、約700万円が計上されていま
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すが、これは新蒲原駅の構内にエレベーターを設置し、バリアフリー化を図る事業へ

の助成金となります。総事業費の３分の１ずつを国と市で負担することが法律で示さ

れています。合併建設計画関連事業の進捗事業等について、説明は以上です。 

会長   ただいま説明がございました合併建設計画登載事業につきまして、今までの

集約された部分を提示していただきましたけれども、この件に関しまして、質問があ

りますでしょうか。 

米倉委員   米倉です。51番、農業公園等の整備ということで、農協関係者として蒲

原畑総事業の中で公園等を考えてまいりました。また、本年は、蒲原土地改良区の理

事長も３月からやらせてもらっていますが、先ほどありました８月22日開設のアグリ

チャレンジパーク蒲原の件ですが、今日も畑総内の点検整備している中、お昼頃です

けど、清水の御夫婦の方、年配の方が来まして、新規就農者用の土地はどこだという

ことで尋ねられました。整備はされているようなので、東の方６区画、西の方で６区

画、新規就農者に貸し出しということみたいですが、実際のところ新規就農者が農業

に携わる時期やどういう形で土地の引き渡しは行われますか。今のところ、時期とか

そういうのはわかりますでしょうか。 

会長   事務局にお伺いしますけれども、御回答いただけますか。 

地域総務課長   申しわけございません。その件に関する詳細な資料は手持ちではご

ざいませんので、質問としましては、いつからそこで実際の農作業ができるようにな

るかというようなことでよろしいですか。新規就農者が。 

  今、手元にあります資料ですと、第１期と第２期がありまして、研修というような形

で貸し出すようです。第１期というのが平成27年９月１日から半年間、第２期という

のが平成28年４月１日から１年間というような研修の仕方をするようでございます。

ただ、詳細につきましては、ちょっと詳しい資料がございませんので、その程度です

けれども、よろしいですか。 

米倉委員   １期と２期というと、東西６区画ずつありますが、西と東の半分半分の

３区画ずつということではなくて、どちらかが１期が９月からで、２期の方が来年４

月からという半年ずれということですか。今、貸し出しは１年ということで、髙木課

長がおっしゃられた。当初、私も平成20年から、この用地研究会で農業手動のもとや

ってきましたが、あの当時、清水の農地整備課か農業政策課だったと思いますが、そ

ちらの方では、１期３年ほど貸すというような話もありましたが１年ですか。 
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地域総務課長   手元の資料ではそうなってございます。ただ、１年で成果が出ると

かそういうことではなかろうかと思います。ですから１期で全てが終了ということで

はないとは思われますが、申しわけございません、詳しい資料がございませんので、

再度、調べまして回答させていただくということでお願いいたします。 

米倉委員   はい、わかりました。付随して中にはトイレもつくっていただいたんで

すよ。農業政策課の水島さんからは、６月上旬にはトイレは使えるようにしますとい

う話がありましたが、実際もう完成されているんでしょうか。近くに私も畑があるの

で、できているとは思いますが、まだ５月中旬には使えない状況であったように感じ

ておりましたので、そのトイレも使える時期を教えていただければありがたいと思い

ます。 

地域総務課長   確認して、またお答えさせていただきます。 

会長   それでは、他に合併建設計画の件について意見があればお受けしたいと思い

ますがいかがでしょうか。 

  今、報告をいただいたのが直近といいますか一番新しい進捗状況かと思います。最終

的には、この登載計画の精査といいますか総括を今後してゆかなくてはならないわけ

です。今ここに示されていますように74事業のうち約75.6％、56事業が実施または予

算化されているということで報告をいただいております。 

  先ほども議論になりました推進中という事業も、この中に34項目含まれているわけで

すが、今回の後期の審議会で解決がつく問題もなかなか難しいかと思いますので、こ

の後、審議会の中でもう一度、議論、抜粋をさせていただくなりして、報告書にまと

め上げた中で、次の組織に委ねてゆくというようなことになろうかと思います。そう

いうことを踏まえて、もしお気づきの点等ありましたら、また８月20日の審議会にお

いて、抽出をしていただけるとありがたいと思います。 

  私からは以上ですが、皆さん他に何かご意見等はございますか。 

  よろしいでしょうか。そうしましたら、先ほど、申しましたように８月20日の次回審

議会の中において、議題といいますか推進中の関連事業に関する進捗状況の確認等と

いう命題も打ってございますので、ぜひ次回、８月20日にご意見等をお持ちいただき

たいと思っております。 

  以上で、（３）の合併建設計画関連事業の進捗状況については打ち切りとさせていた

だきます。ありがとうございました。 
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  続きまして、（４）その他に移ります。委員の皆様から全般的に何かご質問等はござ

いますか。よろしいですか。それでは、事務局から何かありますか。 

地域総務課主査   では事務局から、次回の審議会の日程について、もう一度、ご連

絡させていただきます。 

  会の冒頭に、資料１の審議会日程（案）にて説明させていただきましたが、次回の開

催は８月20日木曜日ということで決定されました。また後日、開催通知を発送させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、会の当初に説明を１点忘れてしまいましたが、本日出席されている委員の皆様

に、前回の審議会で少しお話が出たかと思いますが、昨年度の清水区魅力づくり事業

で作成しました清水区ご当地手帳という今年度版のスケジュール表を配付させていた

だきました。既にお持ちの委員の方もいらっしゃいますので、お持ちでない方に、本

日のお手元の資料と一緒に置かせていただいております。また内容をごらんいただい

てご活用いただきたいと思います。事務局からは以上です。 

会長   それでは、皆様どうもご苦労さまでございました。これにて閉会いたします。 

 

（午後 ３時22分 閉会） 

 

 

会  長 

署名委員 


