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第５期第８回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２７年８月２０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  （委  員）望月会長、坂本委員、志田委員、杉浦委員、服部委員、 

日野委員、緑川委員、吉川委員、米倉委員 

（事 務 局）清水区役所地域総務課：鈴木主幹兼係長、望月主査 

              蒲原支所：石川支所長、磯部課長補佐兼係長 

（関 係 課）歴史文化課：丸岡課長、柴係長、花村主任主事 

 

４ 議 事 

 （１）前回の質問事項についての回答 

 （２）合併建設計画関連事業の進捗状況等について 

 （３）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８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。よろしくお

願いします。 

  初めに御報告いたします。本日は大石委員から欠席の御連絡がありました。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。 

  本日の出席者は９名ということで、過半数を超えておりますので、会議は成立するこ

とを御報告いたします。 

  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。 

  本日配付いたしました資料は、まず次第と、次に資料１「第５期第７回蒲原地域審議

会における質問等への回答」、その後ろにカラー印刷されました「アグリチャレンジ

パーク蒲原」の農業研修生募集のチラシと募集要項、それと蒲原城跡公園の整備に関

する資料といたしまして、別紙で歴史文化課から「蒲原城跡 現在の管理状況」という

Ａ４の１枚の資料となっております。皆様のお手元にありますでしょうか。よろしい

ですか。 

  それでは、議事に入る前に、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   皆さん、御苦労さまでございます。ただいまより第５期第８回後期になりま

して２回目の審議会を開催させていただきます。 

  お盆前までは、非常にうだるような天候でしたが、ここ何日か過ごしやすくなりまし

た。皆さんにはお変わりなくお過ごしの御様子で、何よりでございます。 

  審議会も最後の年度に入りまして２回目ということで、この後、前回お渡ししたよう

なスケジュールにそって、１月の報告書の提出を目指して、皆さんに御審議していた

だきたいと思っております。ぜひ、いい報告書を作成して、次の世代に渡せることが

できるように、皆さんで慎重に審議をしていただきたいと思いますので、忌憚のない

御意見をよろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、ただいまより議事に入らせていただきます。よろしくお願いします。 
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地域総務課主査   ありがとうございました。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。よろしくお願いします。 

会長   それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

  まず、皆様にお願いがあります。会議録の作成に伴いまして、発言する際には、マイ

クのボタンを押していただき、氏名を述べた後、発言をお願いします。 

  それでは、議事（１）前回の第７回の地域審議会において質問がありました件の回答

につきまして進めさせていただきます。 

  それでは、歴史文化課に出席をいただいておりますので、御報告よろしくお願いいた

します。 

歴史文化課長   皆さん、こんにちは。歴史文化課長の丸岡と申します。 

  日ごろより、本市の文化財行政に御理解、御協力いただきまして、ありがとうござい

ます。それでは、蒲原城址公園の整備に関する御質問につきましてお答えいたします。 

  お配りしました資料の説明に入る前に、合併建設計画に登載されております蒲原城址

整備関連事業につきまして、簡単に説明をさせていただきます。 

  合併建設計画に登載されております大項目、蒲原城址整備関連事業は、当課所管の蒲

原城址整備関連事業と同じ局ですけれども観光交流課所管の御殿山・狼煙場等整備環

境事業の小項目に区分されており、ともに事業を推進中と事業報告をさせていただい

ているところであります。このうち、当課所管の蒲原城址の整備につきましては、学

術的な調査を終え、現在、草刈りや浄化槽清掃などの維持管理を実施していることか

ら、事業推進中として報告しているものであります。 

  前回の審議会におきましては、施設内全般が荒廃しているとの御指摘をいただき、８

月７日に現地を確認させていただきました。草が生い茂っていたり、木道が傷んでい

たり、一部の看板が読み取れなくなっているなど、史跡保全の観点からも、維持管理

の対応を改める必要性を痛感しております。 

  お配りしました資料「蒲原城跡 現在の管理状況」は、現在の管理状況と今後の対応

につきまして整理をさせていただいておりますので、そちらをご覧いただきたいと思

います。 

  当課では、維持管理業務としまして、静岡市が所有する善福寺曲輪の部分、資料の中

央部分につきましては、年２回の草刈りと年１回の浄化槽清掃を行っており、善福寺

曲輪に向かう通路部分と駐車場の草刈りを善福寺自治会様に年３回お願いしておりま
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す。この善福寺曲輪につきましては、旧蒲原町が、町制100周年記念事業の一環として、

昭和62年から平成４年にかけて整備した区域であります。また、善福寺自治会様にお

かれましては、宗教法人が所有する本曲輪と言われる部分につきましても、史跡保存

のために同様の草刈りを実施していただいており、静岡市から、これらの作業に対す

る謝金を支出しております。 

  このように、善福寺自治会様の御協力をいただきながら、本課では維持管理をしてお

りますが、現在の対応では、来城される時期によって、草木が生い茂り、一部で立ち

入りができないなどの事態が発生しております。そのため、来年度予算におきまして、

草刈りの回数をこれまで以上に増やすことをはじめ、傷んだ木道や公衆トイレの修繕、

痛みの激しい史跡看板の付け替えなどを要求していきたいと考えております。 

  これまで以上に適切な維持管理に努めてまいりますので、皆様の御理解と御協力をい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。説明は以上です。 

会長   ありがとうございました。今、所管から説明がございましたが、このことに

ついて、委員の皆様の御意見をお伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

吉川委員   吉川です。善福寺曲輪も本曲輪も、本曲輪は宗教法人ということで、自

分たちの管轄とはちょっと違うよというイメージだけど、間接的に両方やっていると、

このようなお話でしたが、二つ質問があります。一つは、あそこのあるべき姿をどの

ような具合にイメージされているのか、それが一つ。それから、実は、この木道とか、

草木が生い茂っているところは、別に今年に限ったことではなく、もう数年前からな

っているんです。それを今さら８月に見に行って、御苦労だったと思いますが、それ

を確認して、これはまずいという認識があるというのは、余りにも遅過ぎるのではな

いかと。このような管理状態をどう見ているのか。この２点を伺いたいです。 

歴史文化課長   今、吉川委員から御指摘いただいた部分につきましては、まず１点

目の御質問、あるべき姿についてお答えをさせていただきます。 

  この蒲原城址につきましては、旧蒲原町で史跡の指定をしております。そうした中で、

合併後に本市の史跡というような位置づけになっております。先ほど言われました宗

教法人がお持ちの部分につきましても、史跡という取り扱いですので、あわせて史跡

の整備というような形で毎年清掃を実施させていただいております。今後も史跡とし

ての活用というような形でのものをイメージしているというところになります。 

  それと、２点目の、今回、私たちが、前回の審議会で御指摘いただきまして、現地を
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確認させていただいたということですが、余りに遅きに失するということですが、本

当にその点につきましては大変申しわけなく思っております。この辺の業務につきま

しては、なかなか地の利がなくて、現場の確認ができなかったということは大変反省

しております。今回の反省を糧に、今後は、ぜひ皆さんに活用していただけるような

形の清掃等をさせていただきたいと思います。もし、また、こちらがしっかり対応し

ていない場合につきましては、御連絡いただいて、すぐに対応するというような形も

考えられますので、今後とも御指導等をよろしくお願いしたいと思います。説明は以

上です。 

会長   ありがとうございます。ほかにございませんか。吉川委員。 

吉川委員   吉川です。あるべき姿として、史跡として両方の曲輪を管理していくと

いうお話だったと思いますが、史跡としてということと、それから、あそこは観光、

桜を植えているわけですよね。本曲輪の方は、桜を植えていて大変景観のいいところ

です。その地権者がどなたかわかりませんが、もう最初つくったころと今とは、相当

周辺の樹木が伸びていまして、全くナイスビューとはほど遠い状態になっているわけ

です。一例を挙げると、海の方も見えるようにしていただきたいのと、それから、由

比の方にずっと逃げたわけですね、ここの城主は。由比の方へ逃げていったよという

イメージがわかないですよね、あそこに立ったって、見えないものですから。そうい

うことも含めて、あるべき姿というのはどういうことかというと、ちゃんと歴史的な

景観を見られるようにするとか、家族が来て桜を愛でるような環境にするとか、そう

いうイメージで私は聞いていますが、いかがでしょうか。 

歴史文化課長   御指摘いただきありがとうございます。今、私が説明させていただ

いた部分につきましては、史跡という取り扱いということで御回答をさせていただい

たところであります。史跡の指定というような形の中の事務、文化財行政というとこ

ろの中でお答えをさせていただきましたが、もう一点の御指摘としまして、やはり、

今まで、文化財保護というところの観点が強く、行政を展開してきましたが、今年の

市長がつくりました静岡市の総合計画の中では、歴史文化都市を目指すという中で、

こういう歴史的な価値のある文化財等を活用していこうというような方向転換があり、

今、事業を進めさせていただいております。ただいま御指摘を受けた景観につきまし

ても、すぐここで対応しますということはお答えできかねますが、今後のあり方につ

きまして、再度、課で検討させていただきまして、方向性を見出していきたいと考え
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ております。 

吉川委員   吉川です。すなわち、あるべき姿というのは、今おっしゃったことを具

体化したイメージが私の質問です。それは、いつごろまでにできるんですか。 

歴史文化課長   例えば、計画をつくるとか、そういうところまではまだいかないと

思います。今年度、もう一度、現状を把握させていただきまして、どこまで、どのよ

うな形でできるのかという方向性を検討させていただきたいと思います。今この場で、

いつまでに、何をするというようなお答えは、予算の関係もありますし、たくさんの

お金がかかる場合につきましては、総合計画に登載しないと事業的な推進はできない

形にもなっておりますので、どのぐらいのお金が必要なのかというところも踏まえな

がら、今後検討させていただきたいと考えております。 

吉川委員   吉川です。ありがとうございます。そうしますと、総合的に考えて、こ

うやっていこうという検討が終了するのは、いつまでを予定しておりますか。 

歴史文化課長   こういう計画をつくる、つくらないというような形ではなくて、ど

こまで整備するかというところが、まず初めにあるかと思います。そういうことも踏

まえながら、できれば、方向性を今年度中ぐらいには見出したいと考えております。 

吉川委員   今年度中ということは、来年の３月末までということですか。 

歴史文化課長   方向性についてということで、来年の３月までに整備をするという

お答えではありません。当然、整備するには予算的な措置が必要になります。そうい

う予算要求につきましては、９月には対応しなければならない中で、今後どこまで整

備をするのか、あと、市の中の全体の予算のバランスのこともありますので、お望み

のような整備まで行くかどうかというところもありますけれども、今検討すべきこと

につきましては、今年度中に検討させていただきたいと考えます。 

吉川委員   すみません。しつこくて申しわけございません。それは、予算の問題と

いう前に、あるべき姿が、まず予算ありきということなのか、みんながこれだったら

満足するであろうというあるべき姿なのか、両方をフィットさせないといけないわけ

ですね。それには、両方の案を作らなければならないわけです。私が聞いているのは、

みんなが喜ぶ、町民が喜ぶ姿というあるべき姿がどうかというのは検討なさるつもり

はあるんですか、ないんですか、予算とは別にです。物事を決定するには、その二つ

を、両方妥協しながらいくわけですよね。だから、片方と両方の案がないといけない

わけです。予算から見たのがどこまでいけるかというものと、理想的な姿がどういう



 

 ―７― 

姿なのかという、両方の案があって、初めて、そこで妥協点というのが見出せるわけ

ですよね。その理想的な姿というのがどこにあるかというのは検討なさらないんです

か。理想的というのはちょっと言い過ぎな、極端な話ですけれどね。 

歴史文化課長   今日お持ちさせていただいた資料の部分につきましては、すぐ対応

できる部分についてお話をさせていただいたところであります。それで、今後のある

べき姿ということを、今この場で私から、これをやります、こうしますというような

お答えは、検討というものが必要になってきますので、そこまでは今すぐお答えはで

きかねる内容になります。 

吉川委員   そうですね。それはよくわかります。それじゃあ、いつまでにその答え

ができますか。やらないというのも答えの一つですかね、それも含めてですが。 

歴史文化課長   今、歴史文化課の中では、様々な史跡を担当しておりまして、様々

な事業を展開させていただいております。その中で、今、人員等の問題もあり検討す

る、検討しないということもございます。また、検討するに当たりましても、例えば、

来年度、その辺の宿題をいただいて検討するということもあるかと思います。今、即

答はできかねるような状態ですので、いつまでに考えますということは、この場では

申し上げられません。 

吉川委員   いつなら答えが出るんですか。 

歴史文化課長   しばらく時間をいただきたいと思います。 

吉川委員   今の、この場では答えられないというのはわかりました。ですから、い

つなら答えられるというのも答えられないんですか。 

歴史文化課長   そうであれば、次回の審議会の場で、私が出席するか事務局に返答

をお願いするかわかりませんが、その辺の整備する、しないについての方向性につき

ましては御回答させていただきます。 

吉川委員   はい、わかりました。よろしくお願いします。 

望月会長   ほかにはございませんか。緑川委員さん。 

緑川委員   緑川です。学術調査がもう既に終わっているとのことですが、こういう

史跡というのは、静岡市にたくさんあると思いますが、その担当課として、この史跡

の位置づけというのはどれぐらいのところにあるんですか。これは大変貴重なものだ

から保護して皆さんが見に来るようにメンテナンスしないといけないと思っているの

か、まあ、放っておけばいい史跡だなというか、いかがですか。 
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歴史文化課長   率直に申し上げまして、今、当課で所有している史跡というものは、

国の指定史跡から、市の指定史跡まで様々ございます。そうした中で、例えば、国の

指定史跡になりますと、大谷にあります片山廃寺だとか、52号線を上っていきます小

島陣屋跡とかがあります。まだ、それにつきましてもこれから整備をしていかなくて

はなりません。特に、小島陣屋跡につきましては、３年前から公有地化を進め、それ

から史跡整備をすると34年に終わるような形になります。今は、そちらに精力を注い

でいるというようなところになります。ですから、まず国の指定史跡を整備するとい

うところが、課に課せられた一つの使命になっております。 

  そのような状況からいきますと、優先順位的には、申しわけありませんけれども高く

はないと言えると思います。ただ、史跡の価値というものにつきましては、この蒲原

城址は、戦国時代に合戦の場になったということで、非常に名の通っている史跡であ

ると思います。そういう価値を見出していますが、逆に、この調査報告をしてから、

あちらの史跡につきましては、周辺がかなり史跡としての価値を損なうような、開発

が進められているというような中で、非常に価値が下がっているということは事実で

あります。史跡として、これからどこまで活用するのかというところは、先ほどの吉

川委員から御指摘のありました今後のあるべき姿にも入ってくるものと考えておりま

す。ですから、もしかしたら、これからの回答につきましては、史跡としての活用で

はなくて、憩いの場としての活用になるというようなことも一つの選択肢かなと考え

ております。説明は以上です。 

会長   ほかにございませんか。はい、服部委員、どうぞ。 

服部委員   服部です。今、ついでに聞きたいことですけれど、よく、お父さん、お

母さんから、この山道、木道からずっと上がってきて、曲輪に至るわけですが、これ

はメインの通りだから整備していくのは当然だと思いますが、昔から表示も今ある東

名高速道路の真ん中あたりのところから登道があって、案内図の看板もあるんですね。

ここがもうぐしゃぐしゃで、上まで行けない。それで、もう一つ、左側の史跡看板の

付け替え検討と書いたあたりから、ちょうど北東に向かってずっと行く道があって、

これは四、五十年前までは通れるようになっていましたが、もうぼさぼさで鎌を持っ

ていっても通れないような状態だけれども、もうこの２本の経路については、今後は

全く考慮していかないですか。 

歴史文化課長   すみません。今ご説明いただいた道路につきましては、農道の取り
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扱いになっていることもありまして、こちらでの対応がしにくい状況です。 

服部委員   管理区域が違うんですか。 

歴史文化課長   はい。 

会長   ほかになければ、私から御質問させていただきます。今、服部委員がお話し

しましたが、そこには、蒲原城という案内の矢印が出ているわけです。今、議論され

ているのは、この黒い印のところですが、確かに、農道になっておりますけれども、

一昨年ぐらいの台風のときに、土砂崩れがあって今は通れない状況になっています。

その途中に、史跡として改修を何年か前にされて、発掘調査、をしたと思いますが、

その看板が出ているということは、そこに道があるということだと思いますので、こ

の道は通れませんよとか、頂上には行けませんよとか、そういったものの検討もでき

ればお願いしたい。それか、コンクリートでできている看板ですが、外していただく

とか。今、議論しているのは、この黒い線のところの話をしていますが、そういう登

り口もあったということで、できれば、ここから頂上にはいけませんというような看

板ぐらいは付けていただいたらどうかと思います。私は、ほとんど毎日、犬を連れて

散歩に行きますが、ここは登れますかと尋ねられたことも何回かあります。 

  それから、善福寺曲輪の件について、御質問させていただきます。 

  今、27年度の予算が67万5千円で事業費がついております。課長も見ていただいたか

と思いますが、まず、私が一番指摘をさせていただきたいのは、トイレの問題です。

水を流しても溢れ出てしまいます。ここに記載されているのは、草刈りを年２回、そ

れから浄化槽の清掃ということで出ておりますが、どのような浄化槽の清掃をされて

いるのかお聞きしたいと思います。 

歴史文化課係長   所管の係長をしております柴と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  浄化槽の清掃についての御質問ということですが、浄化槽につきましては、法定点検

ということで、その点検を外部に委託しております。その法定点検の中で不具合が生

じるということになりましたら、改めて修繕をするというようなことになりますが、

今のところそういった点検結果は出ておりませんので、現状を維持していくという状

況でございます。以上でございます。 

会長   それは、係長からお話がありました浄化槽としての位置づけですよね。浄化

槽は、結果的に水が流れていくと処理するところですよね。そのトイレ本体、ご覧に
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なっていただいたかと思いますが、それについてはどうでしょう。 

歴史文化課係長   トイレ本体の清掃ということだと思いますが、その部分に関して

は、我々で外部委託ということはしておりません。ある程度、使用者に任せるという

ような状況になっておりますが、これにつきましても、やはり我々としても、利用者

が気持ちよく使っていただくというようなところについては問題を感じておりますの

で、今後は、利用者が気持ちよく利用していただくような維持管理の仕方というもの

を、もう少しお金をかけてやっていく必要があるという認識ではおります。今後対応

を改めていくというようなことになるかと思います。 

会長   はい、ありがとうございます。私の所見としては、ないならない、今の状態

からであれば、コンパネなんかで閉鎖して、使える状態には決してありませんので、

水が浄化槽まで流れていかない状況なら、トイレを使わないということで閉鎖し、登

り口に立派なトイレがあるので、これから先はトイレありませんというような立て看

板をして、あのトイレの活用は停止するなり処置が必要かと思います。 

  できるならば、トイレをもう一度改修していただいて、使えるようにしていただく。

それと同時に、定期的な点検も。そこの曲輪までに行くには、いろいろな機材を持っ

ていくというのは大変かと思いますけれど、トイレとしてそこに位置づけているので

あれば、トイレとしての活用ができるように早急にしていただく。それがかなわない

ものであるならば、閉鎖するというような対処をしていただきたいと思います。 

日野委員   日野です。この浄化槽の清掃というのは、ただ流れているというか、中

に入っている水のＰＨを測るとか、そういうことですか。例えば、きちんとトイレの

から水が流れているかどうかというチェックは行わないのでしょうか。 

歴史文化課係長   基本的には法定点検でございますので、そういった流れた水が、

汚水が、どのような形で処理をされて外に出てくるのかというようなことを点検して

おります。そういった中では、正常に動くかどうかという部分についても確認をしな

いと、そのＰＨそのものも確認ができませんので、その検査の時点では正常に動いて

いたということになりますが、現状は、草が生い茂って立ち入りできない、利用でき

ないという状況にございますので、今年度は、またこれから法定点検に入りますが、

確認した後には、それなりの修繕が必要になってくるということも予想されます。 

先ほど、会長からもお話がありましたとおり、仮に、なかなかすぐに修繕の対応が難

しいということになりましたら、下のトイレを利用していただく、そちらに来場者を
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導くような形での看板設置というものも、我々としては考えていかなくてはならない

と考えております。以上でございます。 

日野委員   日野です。そうしますと、もしも下のトイレしか使わなくて、上のトイ

レは使いませんということになったら、ここで契約をしている浄化槽清掃の契約は打

ち切りますよね。使っていないのに清掃だけが１年、今年度の契約ということでお金

を払うようなことになるのならば、非常に無駄になるように思います。いかがでしょ

うか。 

歴史文化課係長   御質問について回答します。この契約に関しては、年間契約では

なくて、点検を実施する際に契約ということになりますので、実施しなければ予算は

投じないことになります。 

会長   再度、私からお話をさせていただきますと、やはりトイレという位置づけは、

何の施設においても、トイレとしての整備がされているかどうかで、そのものの価値

というのは、文化財に限らず一般的なコミュニティセンターのようなところというか、

特に公共で使う場合のトイレの整備は煩雑になってくると思います。そこに持つ価値

が、私は半減してしまうと思うので、トイレというのは、非常に重要な位置づけにな

るかと思いますので、ぜひ、その辺の対応をしていただきたい。 

  それと同時に、頂上に仮のトイレがありますが、これは善福寺という地域が管理をし

ているという話ですが、その善福寺という自治会の方にもちょっとお話を伺ったんで

すが、それこそ地域選出の議員、それから市長等々にも、何回となくこの問題を話し

たけれど、もう口を開くのも嫌ですというような感じでした。その後、全然、改善が

なされない。先ほど、課長から今後については善処しますよということをいただいて

おりますので、ぜひ、期待を持って見ていたいと思っております。地域においても、

そういうふうな意見が多々あるということで、ぜひ御理解をいただきたい。 

  私としては、その自治会にもちょっと話をしていて、自治会としても、もう一度、連

合自治会にも話をして協力してもらう等々の対応を諦めずにやってくださいというよ

うな話をしてきたわけですが、この問題については、ぜひ対処していただきたいと思

っています。 

  もう一点、くどいようですけれど、その67万5千円の内訳というのはわかりますか。

浄化槽の清掃がいくら、草刈りがいくらというように。 

歴史文化課長   浄化槽の清掃につきましては、年間19万4千7百円です。それと、善
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福寺曲輪の私有地につきましては、これはシルバーに委託しておりますけれども、年

２回で24万7千円。あと、年３回自治会にお願いしている清掃につきましては、謝金と

いうことで23万2千5百円という、ちょっと端数は切らせてもらいましたので、その数

字が67万4千円というような形になります。 

会長   ありがとうございました。私が善福寺の自治会、前自治会長さんだった方で

すが、この登載計画に予算化されている67万5千円は、全てシルバーが対応する部分で

あって、自治会のほうでという認識ではなかったんですが、善福寺自治会にも23万5千

円が支払われているということですね。わかりました。 

  もともと平成18年に1千万円近くなるものが支出されていて、その後、一気に減って

いく。この登載計画の中に、減っているものの中でも、その減額というのは結構大き

なものではないかと。いろんな維持管理をしていくためには、やはり費用というのは

かさむわけですが、ぜひ、良いものになるように、吉川委員のほうからもお話が出ま

したように、今後も御対応をお願いしたいと思います。私からは以上です。 

歴史文化課長   本日は、いろいろな御指摘ありがとうございました。これから、課

に戻りまして、先ほどの吉川委員からの御指摘の今後のあるべき姿につきまして、ど

こまでというところはありますけれども、検討させていただきたいと考えております。 

  そうした中で、また今後ともお願いがありまして、今、行政の中でのやるべき仕事と

民間の方々とか、地元の方々にもお願いしなければいけないようなことというような

形で、いろいろな仕事を行政だけではやり切れないというような形の中で、協働とい

うような言葉で地元の皆さんに御負担をいただいているところがあります。それと、

先ほど会長からお話がありました清掃業務につきましては、自治会の御協力をいただ

いているところですが、整備等につきましても、そのような協力もまた求める可能性

もございますので、今後とも、本市文化財行政に御協力いただければと考えておりま

す。以上です。 

会長   はい、ありがとうございます。もう一点、くどくて大変恐縮なんですけれど

も、実は、第６回の審議会のときに、樹木の伐採等については、差金が生じた場合に

は検討させていただきますという、事務局から回答があったんですが、この樹木の伐

採というのは、吉川委員が先ほど申し上げた、東側の景観が損なわれるということの

樹木の伐採ということでよろしいですか。 

歴史文化課長   基本的に、市の財産の土地であれば、簡単に木の伐採はできるとい
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うことがありますけれども、当然、民有地につきましては、その方の御理解をいただ

くというところと、そのものを市で切れるかどうかという検討も必要になってくるか

と思います。多分、その辺の検討がうまくなされなかったのかなというふうに考えて

おりますので、先ほどの景観という部分も含めて、今後の対応を検討させていただき

たいと思います。 

吉川委員   おっしゃるとおりですよ。地権者が市じゃないので、大変難しい問題を

抱えているんですよね。前は低かったんだから、低くていいんじゃないかと、簡単に

考えちゃいますが、地権者にしてみれば、それぞれのお考えがありますので、大変難

しい問題ということは承知しております。よろしくお願いします。 

会長   どうもありがとうございました。 

地域総務課主幹   清水区地域総務課、鈴木です。それでは、お手元の資料１の下段

部分２をご覧ください。前回の審議会において、もう一つの質問がございました。ア

グリチャレンジパーク蒲原について、就農者への貸出期間及び施設内に設置されてい

るトイレの使用開始時期についての御質問をいただきました。 

  これに対し、所管課であります農業政策課へ確認したところ、まず、貸出期間につい

ては、Ⅰ期目が平成27年9月1日から平成28年3月31日までの半年間、Ⅱ期目が平成28年

4月1日から平成29年3月31日までの１年間と、二つの期間を設定しているとのことでし

た。また、応募資格として、原則Ⅰ期、Ⅱ期の研修を両方受講できる方が受講対象者

となっており、Ⅰ期は準備研修となるそうです。なお、貸し出す区画は、東西合わせ

て12区画を全て同時に貸し出します。 

  詳細については、既に市のホームページでも公開されておりますが、添付しました募

集用のチラシとアグリチャレンジパーク蒲原新規就農研修生募集要項をご覧ください。 

  それと、もう一つ、施設内に設置されたトイレの供用開始時期ですが、これも農業政

策課に確認したところ、8月7日から使用可能とのことでした。前回の質問に対する所

管課からの回答は以上です。 

会長   ありがとうございました。本件については、米倉委員からの質問に対しての

御回答であったかと思いますので、米倉委員の所見といいますか、お話を伺いたいと

思います。 

米倉委員   米倉です。回答、ありがとうございます。貸出期間については、１年半

ということですね。それで、前にも話をしましたけれど、以前、農業政策課で、うち
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らの非農用地研究会というのをやっていたときに、１人最長で３年というふうに、そ

の当時は答えられていたのですが、このⅠ期、Ⅱ期の延長はあるんですかね。 

地域総務課主幹   そこまでは確認しておりませんが、このⅠ期、Ⅱ期の１年半で卒

業といいますか、研修期間は終わると聞いております。 

米倉委員   米倉です。どちらにしろ、研修期間ということですから、３年が長いの

か短いのか、新規就農者にもちょっとわからないところも、また教える側も行政とし

てもわからないと。 

  それで、パーク内のトイレの使用可能時期について、８月７日よりということで、現

況もう使用できる状態でありますよね。駐車場もすぐありますし、できたばかりで、

管理はちゃんと行き届くのかなと思っておりますが、清掃とかはどうされるんですか

ね。その点はどうでしょうか。 

地域総務課主査   地域総務課の望月です。今年度、この案件に関する管理運営費と

しまして、予算計上が合併建設計画の一覧表にもございまして、ここで300万程度が予

算計上されています。51番の環境保全ふるさとづくり事業に当たるかと思いますが、

この330万につきましては、前回の審議会を行う際に所管課へ確認したところ、アグリ

パーク内の運営管理費というのは、まだ試行的といいますか、できたばかりで何にい

くら、どの程度かかっていきそうかがわからないということで、とりあえず330万を計

上しているとのことでした。運営していく中で不足が生じれば、補正し追加していく

ということで、全体的な整備費用が所管課でもまだ明確に把握できていない状況であ

り、今年度は、必要に応じて調整を図りながら、予算も増減があるかと思いますけれ

ども、そういう対応をしていくという所管課からの回答でした。 

米倉委員   米倉です。そうですね、随時、即対応してもらわないと困りますね。 

今年、今、ヒマワリの苗を植えておりますが、そののり面に２度ほど水が吹き出して、

崩落したりしたので、早目の対応は必要かと思います。 

会長   私からも触れさせていただきますけれども、やはり、こういうものを生むと

きは簡単ですけれど、これをどういうふうに活用して、どういうふうに長続きさせて

いくか、また改善していくかというのが、非常に重要かと思います。農業政策課が見

えていない中で、事務局にお願いをすることになろうかと思いますけれども、せっか

くいいものをつくっていただいたわけですから、それをぜひ活用していただくために

は、尻切れトンボみたいなことにならないように、ぜひお願したいと思います。 
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  それと、米倉委員にお伺いしますが、土地改良区では米倉さんたちがどのようなこと

に関わりを持たれるんですか。 

米倉委員   米倉です。一応、土地改良区というのは、事業母体は、県営ですので、

県中部農林事務所ですけれど、地元地権者からの役員が、この事業をまず先にやって

いまして、市のこの用地については、前に地域審議会からも須藤さんが出てもらいま

したが、非農用地研究会という形で関わりはできるけれど、施策するのは行政ですの

で、市に任せるということになります。蒲原畑総の土地改良区内の事業は、静岡市に

購入してもらったものがありますけれど、あくまでも市のもの。あくまでも、蒲原畑

総土地改良区事業ではあるけれど、静岡市が管轄ということになります。 

会長   ありがとうございました。私も実は、8月22日土曜日なんですけれども、開所

式の出席依頼をいただいているんですよ。 

米倉委員   米倉です。そうです。ここのアグリチャレンジパークの開所式と聞いて

います。実際は落成記念式ということでありまして、杉浦さんや連合自治会長の服部

さんにも招待状がいっているかと思います。 

蒲原支所長   ただいまの開所式の関係ですが、市長をはじめ、市の経済局の幹部が

全員そろう予定です。清水区長も招待されていますし、私も招待されていますので、

時間は９時半からですけれども、そういった形で参加をさせていただきます。 

それとあわせて、この日に、バンビフェスひまわり祭りｉｎ蒲原というのが、この会

場で午前10時から午後３時まで計画されているようです。約４万本のひまわり畑で、

子供たちに夏の思い出をというようなことで、２日間にかけてイベントをやるような

形になっています。新蒲原駅からシャトルバスが出ているようですので、22日はかん

ばら祭りとかち合いますけれども、もし時間があるようでしたら、皆さんぜひ行って

みてください。よろしくお願いします。 

吉川委員   会長、全く別の角度から質問させていただいてよろしいですか。 

前も伺ったんですが、この事業、そもそもどういうメリットがあるんですか。ごめん

なさい。この会議にはそぐわない質問で申しわけないんですが。どういう地域振興や

どういうメリットがあるのか、わからないんですよ。勉強不足で申しわけないんです

が、何がメリットなんですか。 

会長   質問を要約させていただきますけれども、今、吉川委員の御質問というのは、

この登載計画に乗っているものの位置づけ。要は、畑地帯総合整備事業ということで
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すか、簡単に言うと、その是非というか。 

吉川委員   ええ、そのとおり。すみません。 

会長   この事業については、非常に大きな費用が出されていて、今後はこの費用対

効果という部分では、どんなふうに出てくるのか。幾つかの山を削って平地にしたと

いう大きな事業です 

吉川委員   もし、この会議にそぐわない質問であれば、もうやめて結構ですから。 

会長   ただ、畑地帯の総合開発という、その担い手育成ということも含めて、次の

農業従事者を育てましょうというようなことでされているものだと思うんですよ。そ

んなところを含めて、米倉委員からのお話できますか。 

米倉委員   米倉です。私も、行政ではないので、静岡市の心はわかりません。もと

もとは、旧蒲原町時代に畑総の用地、非農用地と言いますけれど、そこは買っていた

だくという約束の中、合併して、そのまま引き継いでもらったということですね。蒲

原町時代も必要かどうかというと、その点は中山間地開発ですね、当時の全町民にど

れだけメリットがあるかというと、なかなかそれは難しいかと思います。農業が衰退

している中で、やはり荒廃地が多くなってくる中、事業をして何とか平たんな作業効

率のよい園地を作るかというのに、農協も、そして地域の農家の方も動いたわけです。

それで、今実際なっているわけですが、前にも、私、資料を見せたと思いますが、静

岡農業公園という、非農用地研究会から農業公園研究会に変えたときの図面とかあり

ましたよね。いろいろ、こういう農業公園にしたらどうかという案も出した中での今

の現況がこの状態です。東は全部非農用地になりました。前も、稲葉さんがおったと

きにも、炭焼きを残してほしいとかという話も、いろいろ検討してきましたが、市は

それは違うということで、もし使うようであるなら、移設して西に持ってきたらどう

かと。とても動かすことができないということで、稲葉さんたちもおっしゃっておっ

たので、そのまま市に取り壊していただいたはずですね、無償で。 

  そういう中で、ほかの清水にも10地区ありますけれど、土地改良区というものは、な

かなか地権者が負担するとなると、この農業の中では大変であります。実際のところ、

私たち、旧ＪＡするが路のときにも、非農用地を作りまして、買ってもらっておりま

す。中部農林が入っております農免道路ですね、由比から富士川まで抜ける間、二十

何年も前に１回頓挫したものが、畑総によって善福寺まで通ったわけです。それで、

由比、蒲原、富士川、昔の旧庵原郡がつながったわけですけれど、そういうメリット
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もあったということです。 

吉川委員   あまり深くは言いませんが、これでやめますけれど。今のお話は、平地

が少ないので、それで効率をよくしようということで、安く農産物を市場に出して、

そこでビジネスして成り立つような方向に行こうという拡大解釈ですね。その平地が、

どのぐらいの大きさだったら採算が合うのか、競争力に勝てるのかっていうのを計算

した上であの平地ができたんでしょうか。 

米倉委員   米倉です。実際のところを申しますと、平成６年から事業を立ち上げて

きて、７年に設立総会するわけですけれど、その当時の予算は32億1千万円で、実際、

全ての事業だと40億。市、県、国、全部では40までいっていないんですが、ソフト事

業というのもありますので、そういう面を合わせると40億ほどいっているとは思いま

す。対費用効果というと、それが適正であるかどうか、難しいところでありますが、

実際のところ、これをしなかったら、蒲原の農業はもう20年前にだめになっていたん

ではないかと私は思っております。 

吉川委員   はい、ありがとうございます。 

会長   少し外れてしまいますけれども、今、企業が農業に参入するということ、こ

の辺ですと、ロボットをつくっているＩＡＩですね。そこが、52号線でいうと富士宮

市になるんですかね、ＩＡＩファームといって企業が参入して大規模なものになって、

なおかつ、その維持管理等々については非常に有効的かなと思うんです。そういう検

討はされていないですか、したことないんですか。 

米倉委員   米倉です。この蒲原畑総は担い手育成型ですので、担い手、または認定

農業者でなければ貸し出しもできないです。ですから、農業法人ではあります、清水

のエスファーム等ありますけれど、一般企業が参入できる状況ではないかと思います。 

会長   形態を変える。要は、ロボット屋さんが農業をやる時代ですからね。そうす

ると、その定款等々で何かうまくいかないんですかね。別に企業が来ればいいという

わけじゃないですけれどね。 

米倉委員   実際のところ、まだ、そこまでの貸し出しの用地が若干ないわけでもな

いんですよ。企業が入るには、やはり大きな面積が必要だと思いますので、分断され

たような農地では効率が悪いから無理だと思います。 

会長   先ほども申し上げましたけれど、担当の農業政策課の方が見えていないもの

ですから、事務局に委託するしかありませんけれども、次回にでも報告してもらうだ
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けで、わざわざ担当課に足を運んでいただくことじゃなくていいですから、何かあれ

ばと思いますけれども、よろしいですかね。 

杉浦委員   杉浦です。これ、第Ⅰ期、第Ⅱ期の募集はありましたけれども、第Ⅲ期

以降は、どういう形でこの事業を進めていくんですか。まさか、これで終わりではな

いわけですよね、Ⅰ期、Ⅱ期だけではね。 

地域総務課主幹   今、この段階で、私から説明はできませんので、次回、所管課に

確認して、またこの場で報告させていただきます。よろしいでしょうか。 

志田委員   志田です。同じように質問をさせていただきたいです。先ほど、私がお

配りしました「バンビフェスひまわり祭りｉｎ蒲原」、これが開所式の後、10時から

イベントが始まるんですけれども、今回はたまたまこの開所式に合わせて、バンビワ

ゴンという団体がこのイベントをどうでしょうかということで蒲原地区に振っていた

だいたようなんですが、どのぐらいのお客さんが見えるか、ちょっと見当もつかない

んですけれど、芝生公園とか、体験農園の周りの施設なんかは、今回のイベントのよ

うに貸し出しをしてもらうことができるんでしょうか。ヒマワリはもうここは咲かな

いので、今回限りだというのはよくわかっているんですが、芝生公園とか東屋とか、

そこに立って海のほうを見ると、すごく景色がよくて、以前、米倉委員がこんなもの

ができたらいいなという夢物語で、ドッグランができたらいいなみたいな、そういう

お話があって、これは見事に消え去ってしまいましたけれど、せっかく体験農園とか

ができるのであれば、それを多くの人が知らないというのは、この場所があることも。

こういう計画があって、研修ができるということも多分知らない人のほうが大半だと

思うので、何かのきっかけになったらいいなとか、今回限りで終わってしまうのもつ

まらないかなとも思っています。貸し出しをしていただけるのかどうか、また聞いて

いただけるとありがたいです。 

蒲原支所長   これも、また杉浦委員の件と同様に、今回初めてイベントをやるとい

うことの中で、私も事前にこの情報をつかんだものですから、市と区のフェイスブッ

クを使ってイベントがありますよということをＰＲはしてあります。今後どういった

状況なのか、農業政策課に確認をしなければわからない部分がありますので、これも

次回のときでよろしいですか。 

志田委員   周りの公園もそうですが、周りのこういう道路、ここが全く使われない

ですよね。車も余り通らない、そういう場所なので、イベントをするにはちょっとで
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きるかなみたいな。みんなは、もうやりたくないみたいなことは言っています。ただ、

何となくちゃんとした組織がないまま投げられたので、受けた方がとても大変な状態

です。本当にみんなボランティアとして来ていただいて、無償で働いてくれている中

でこのイベントをやるので、この先イベントをするには、きちっとした組織づくりも

お願いしたいと思います。 

米倉委員   実際、この22、23日に駐車場がないということで、シャトルバスも行き

ますけれど、やはり来賓の方の車もあるので、園地内の幹線道路に駐車させてほしい

ということで、私には農業政策課から連絡がありました。やはり農作業用道路ですの

で、それがいろいろ随時農道にとまっているということは、私たちとしては、イベン

トは、あくまでも静岡市で借りるなら、静岡市内で対応するべきだと私は思います。 

志田委員   ありがとうございます。 

蒲原支所長    志田さん、ちょっと確認ですけれど、アグリチャレンジパークの東

屋と芝生広場の周辺でイベントがどうなのかということでいいですよね。例えば、そ

れで畑を借りるということじゃなくて、そういったところを利用した中で、何かイベ

ントをしたい時に、どのようなルールでやれるかというような質問でよろしいですか。 

志田委員   はい。 

蒲原支所長   それと、もう一件。先ほど、うちから情報発信させていただきました

ということでお話をしましたけれど、８月19日に清水区のフェイスブックに掲載し、

今のところ「いいね」の数を163件いただいています。その方が全部来てくれるかどう

かはわかりませんけれども、これからもこういったイベントがあれば、うちから情報

発信をどんどんしていきますので、また何かあれば、御相談ください。よろしくお願

いします。 

志田委員   よろしくお願いします。 

日野委員   日野です。今回のイベントは、学校のＰＴＡ会長さんたちに、まず声が

かかって、その方たちが皆さんにボランティアを呼びかけるという形をとりましたね。

自治会という話もあったらしいんですが、自治会よりも若い人たちにこういうことを

やらせてみたいという意向があって、ＰＴＡ会長さんたちがいろいろ子供たちにこう

いう種をまくことをやらせたり、花が咲いているところを見せたりしたりという、こ

のイベントもぜひ子供たちに体験させたいという意向で動いてらしたように思います。 

緑川委員   全くそのとおりでございます。今回は、連合自治会だとか、まちづくり
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は積極的には出ていかないけれども、応援要請があったら対応いたしましょうという

ことにいたしました。 

日野委員   先ほどフェイスブックに載せてくださったようなんですが、私も数回し

かその場所は見に行けなかったんですが、県外の車が結構来てました。フェイスブッ

クで見てきたというようなお話をしてらしたので、ああ、やはり効果があるんだなと

いうふうには思いました。 

会長   ありがとうございました。この事案について、何かございませんか。よろし

いですか。 

日野委員   ちょっと一つ質問させていただきたいんですけれども。蒲原老人福祉セ

ンターの件なんですが、これは合併関連事業の中に入っているんですが、聞くところ

によると、その老人福祉センターが非常に古くなってきて、雨漏りしたり傷んできた

ので潰してしまって、由比へ移転をするというような噂というか、風評が出ています。

その中で、私は、この蒲原の合併計画の中にきちんとうたわれているのに、そういう

ことはあっていいのだろうかと感じました。もしも、この審議会がある間は維持して

くださって、それが終わった途端に由比に行きましょうとなったら、蒲原の老人の方

たちにとっては大変なことになるんじゃないかなと思っています。一体どういうふう

になっているかを質問したいです。 

地域総務課主査   事務局です。今、日野委員からの御質問に関しましては、この場

で事実確認もできておりませんので、前回の質問と同様に持ち帰らせていただきまし

て、所管に確認し、また次回で回答させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

日野委員   関連しまして、例えば、指定管理を受けている場合は、その建物は市の

ものですよね。ですから、やはりこの質問が変ではないかなと、私もすごく悩んだん

ですが、ぜひ伺いたいと思いますので、次のときに回答をいただきたいと思います。 

会長   この件については、私のところにも、御存じですかといって、どうなるんで

すかというようなことで来られた方がいました。私もその他のところでちょっと触れ

させてもらおうかなと思ったんですが、今いい機会なので、この件についてはぜひ御

回答をお願いしたいと思います。 

蒲原支所長   しかし、どういったところからそういった話が出ているんですか。 

日野委員   結局、施設長さんが不安に思っていらっしゃるんじゃないでしょうか。
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例えば、こうなるのよ、こうなりますというふうな話をもしもされた場合、この建物

ももう老朽化してしまっているから、いずれはここを取り壊して、由比と一緒になる

んだっていうような形で言われているのかなと、そういう感じです。そういう話って、

すごく大きくなりますから。ですから、私は、噂が本当なのか、本当ではないのかは

ともかく、きちんとしたお話をしていただきたいと思っています。 

会長   どちらにしましても、煙のないところに云々という言葉もありますように、

そういうことが出てくるということは、やはりどこかからかそんなことが出たんじゃ

ないかと思います。 

吉川委員   吉川ですが、今の施設の利用頻度はどうなんですか。 

日野委員   今、とてもいいんです。 

吉川委員   ああ、そうですか。それじゃあ、いいですね。わかりました。 

会長   それでは、時間も大分押してきておりますので、ここで議事の前回の質問事

項についての回答ということも含めて、審議を打ち切りとさせていただきます。よろ

しいですか。 

  それでは、引き続いて、議事の（２）「合併建設計画関連事業の進捗状況等につい

て」ということで審議をさせていただきます。 

  まず、昨年、合併建設計画に登載されている事業の進捗についてということで、74事

業について７項目に分かれているというのは皆さん存じているかと思います。健康、

福祉、文化、学習、生活、環境ということで７項目あるわけですけれども、前年度に

審議をしていただいて、そこにおける問題の抽出等もさせていただいております。 

  それに従って、今後、報告書の作成というところに入っていくわけですが、報告書に

載せるべき事項というのは、割と重たいものだと思います。というのは、今後は審議

会が終了すると、次に行政に対して物申すところというと自治会やまちづくり推進協

議会がどのようにやっていただけるかと、それぐらいの道しか残されていないという

のが実態ではないかと思います。審議会が終了した後、いかに報告書の中に残して、

何か事があったときには、やはり連合自治会だけでというよりは、審議会の最終報告

書の中にもうたわれているとおりで対応してということになると、私は対応の重さが

違ってくるのではないかと思っております。報告書の作成というのは、やはり皆さん

の中においても慎重審議していただいて、いいものに仕上げていきたいというふうに

思っております。 
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  報告書に載せる７項目、その中から皆さんが、これはというようなところを次回検討

していただいて、報告書の作成を事務局にも知恵を借りて、いいものにしていったら

どうかなと私は思うんですが、皆さん、いかがでしょうか。決して審議を打ち切ると

いうことではありませんが、登載計画の74項目を全てピックアップするのではなくて、

この中から次に残していくべきものは何なのかということを皆さんと一緒に審議して

いきたいなと思っています。その進め方については、皆さん、いかように思われるで

しょうか。 

吉川委員   吉川です。私は最後の委員なので、だから、こんな勝手なことを言える

と思うんですが、蒲原城址にしましても、どの項目にしましても、そもそも、なぜこ

の事業が必要なのか、あるべき姿はどういうものなのかということを一番最初にどの

程度検討したか。もちろんメンテナンスは当然やっていかなければいけないわけです

よ。それをどこまで考えて、これを載せたのかというようなところが、最後に勝手な

ことを言うのを許していただければ、すごく、そこのところがラフな議論がなされて、

決定し物事が進んだんじゃないかなと、全体的にはそういう感じがするんですよ。 

ですから、何項目かピックアップして、これをずっと継続していこうというのはよろ

しいんですが、それをやるんであれば、その項目の旧蒲原として、あるべき姿はどう

いう姿なのかということをやっぱり形をわかるように議論して、これがあるべき姿だ

ろうということでもって、今後終わって継続していこうということをやっていかない

と。大変失礼な言い方ですが、それぞれのお立場で、私が一生懸命、蒲原城址をやっ

ている、私の立場は、私は歴史が好きだからそういうことをやっている。だけど、そ

れは蒲原町にとって、全体的に本当にいいのかどうか、そういうところまで議論され

たかどうかというのが、どうも私は疑問に思えて仕方ないんですよ。ですから、そこ

のところをピックアップするのはよろしいんですが、ピックアップしたらば、今後あ

るべき姿はこうなんじゃないだろうかというところまで提案するようなことの作業を

しないと、もうこれで終わっちゃうと思います、私は。そういう意見です。 

会長   貴重なご意見ありがとうございます。やはり、この地域審議会が静岡市に合

併するということで、特例として旧蒲原町にいただいたという特権だと思うんです。

その時は、これも入れる、あれも入れろとその当時の賛成派、反対派でやってしまっ

たというか、それが実態じゃないかと思います。それと、やはり大きなものは、審議

会というのは、支所をつくって、あれで終わったんだよって言われます。今、吉川委
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員がおっしゃられたこと、まさにそのとおりだと思います。 

  やはり、吉川委員がおっしゃられたように、何か、そういうところまで踏み込んだ議

論をしていって、そういう報告書にしていかないと、あるところだけで終わってしま

うというようなことになりかねないと思います。そのことについて、もう一回、そう

いう審議する機会がありますので、皆さんに持ち帰っていただいて、どういうような

ことにすべきなのか。私は、この東の玄関というのは、合併計画の中の一番冒頭に、

政令都市静岡の東の玄関としての位置づけというふうに協定書の中にうたわれている

んです。私は東の玄関というこのフレーズというのは、非常に重要かなというふうに

思いますので、もう少し踏み込んだことで、ぜひ、皆さんに、ちょっとお考えをいた

だいて、御知恵を拝借できたらなと思います。 

杉浦委員   私も、吉川委員と全く同感でございまして、まず初めに、今後のこの蒲

原地区の位置づけ。当然、当初うたわれました東の玄関口として発展していこうとい

うことで、この会が設けられたと思いますけれども、それについて、じゃあ、東の玄

関口として、今後、この蒲原地区が歩んでいくには、何を残して、何を強調して、こ

の審議会を終えるのかというところをピックアップしながら進んで、最後の報告書と

いう形で残せればいいんじゃないのかなと思います。 

会長   ありがとうございます。 

日野委員   日野です。結局、最初に合併するときに、静岡市に飲み込まれないため

に、蒲原としてこういうことをやってもらいたい、残してもらいたいということが、

この合併建設計画ということで出てきてるんだと思います。ですけれども、そのとき

に、どういう姿にしようかとか、どういう計画でやってもらおうとか、そういうこと

は最初の方たちは余り思われなかったんじゃないのかなと思うんですよ。その後、

我々審議会の委員として、ただ、その乗っかってきているものが、ちゃんと行政側が

やってくださっているかどうかだけをどうも私たちは話し合いをするだけなのかな、

そんな気がしています。ただ、今回、今まで話し合いをしてきて、あんまり大したこ

とないこともありましたよね。 

  そういう中で、この審議会が終わった後に、今度、静岡市に対して、我々の立場から、

何を残してほしいかということを今度はしっかりと考えて上げていくということは、

とても大事だと思います。そのときには、多分、どういう図にしたいのか、それから

何を目的としているかというようなことをきちんと載せて、それで報告書というもの
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を作成するということが必要なんじゃないかなと思います。 

坂本委員   坂本です。前回の委員会のときに、小金の道の件、あれの説明がまださ

れていないように思うんですが、それを一応お聞きしたいと思います。いかがですか。 

会長   状況ですかね。実は、前回そういうお話が出まして、担当地域の方が誰もい

らっしゃらなかったので失礼しましたけれども、その件について、事務局から前回も

説明していただきましたが、知る範囲の中で御回答していただけますか。 

蒲原支所長   それでは、私からわかる範囲で説明をさせていただきます。山手線の

関係は、平成26年の当初から用地交渉を始めたということで、それは皆さん御存じだ

と思います。本来、昨年の７月末までに歩道橋の撤去を完了して、工事に着工する予

定だったんですが、なかなか補償等の関係で延べてきたと。実際、この秋頃から、も

う工事が始まるということで、平成27年度には工事が完了するというような報告を私

どもは受けております。それ以外の詳細はわからない部分もあるんですが。 

坂本委員   坂本です。一応、地区住民に説明会があったというお話だったんですが、

どういう内容だったのかなという話をお聞きしたいなと思っていたんですが。 

蒲原支所長   地区の説明会が、平成27年２月17日、蒲原の小金の自治会館で行われ

ています。出席者が、蒲原小金の自治会の方、それと地権者、静岡銀行、不動産関係

の方、あと山根市議ですね。それと市の道路整備課の職員が参加をしまして、まず山

手線の進捗状況の報告と山手線の今後のスケジュールということで、話し合いをして

います。残地の処分をどうするのかという問題と、それらが全てクリアできていけば、

秋頃から工事を始めて、今年度末には完成するというようなことになっています。 

ただ、残地の取り扱いで、この道路が高いところから低いところへいくものですから、

擁壁をつくる必要があるのか、ないのかというところも、この中で議論はしているよ

うです。最終的には、それは地権者さんとの話し合いの中で解決をしていくというよ

うなことになったと、会議の議事録にありますね。ですから、工事は若干遅れていま

すけれども、今年度末の完成を目指して、進捗はしているというような状況になって

います。そういった状況ですけれども、どうでしょうか。 

坂本委員   坂本です。わかりました。今年度中に完成するというようなことで、細

かいところは地権者さんとの間の話になるんですね。ありがとうございます。 

杉浦委員   担当の地区の杉浦でございます。今、説明していただいたとおり、２月

の17日に、一般的な説明は受けました。それで、その後、個別に地権者と擁壁の問題、
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残土の問題等を話し合われていると思います。ただ、一つ情報が入りましたのは、警

察から、今の計画の図面だと、山側の交差する角度があり過ぎて、道路を拡張しない

と許可にならないよというような話があったようです。それで、かなり遅れているよ

うです。以上です。 

坂本委員   一番気になっていたのは、もう完成の日時だったので、今年度中にとい

うことであれば、いつどうなるんだという声が地元で多いので、その辺をちょっとお

聞きしたかった。わかりましたので、ありがとうございます。 

志田委員   地元に住んでいる志田です。この道のお話が出たときにも質問したんで

すが、この道をつくったからといって、その後の西小学校避難地に向かう道が、あれ

では幾ら物資を運ぼうとしても何か災害が起きたときに、手で運ぶのかリアカーで運

ぶのかっていうことになってしまうので、とにかく先の道を、橋と西小学校までの道

の予算立てを早くしていただいて、そちらの道路の拡張というか、その後をどうする

のか、バイパスのほうから大きな物資を運んでくれる大型トラックが通ってくるルー

トを早目に検討していただきたいなと思います。 

地域総務課主査   今、志田委員から御説明のあった延長していく蛭沢道路線の件に

つきましては、前回も当課の髙木課長から回答させていただいておりますが、所管は道路

計画課というところになります。都市計画道路の新規事業化については、路線の優先度で

すとか、周辺の土地利用、社会情勢の変化、もろもろ勘案して決定していくことになると

いうことで、現状では、そこの路線に関しての優先度は高いとは言いがたく、市全体の区

域から優先度をつけていく中では、そこの延長をしていくという計画に関しては優先度が

高くはありません。ＪＲ本線との交差方法等、抱える問題が多いので、現段階での見通し

の立った事業計画は今のところないということで、所管の道路計画課からはそういった回

答があります。ただし、今後の都市計画道路の整備状況を踏まえて、事業化の検討は行っ

ていくということでしたが、この審議会の開催期間中において、余りにも大きな予算が動

く事業なので、方向性を持っていくというのは難しいと思います。またこういったことも、

報告書の明記の仕方にどのように記すのか。ずっと防災道路として地元からの要求は上が

っていることなので、審議会と同時に終了ということではなくて、報告書の掲載の仕方に

よって、また次の団体さんに引き継いで、引き続き交渉をお願いしたいかと思います。 

志田委員   よろしくお願いします。 

会長   それでは、最後に事務局から何かありますか。 



 

 ―２６― 

地域総務課主査   それでは、今後の日程案について、集約した結果でお話をさせて

いただきますと、次回、10月７日水曜日を予定していますが、委員の方で御都合の悪

い方が若干いらっしゃいますので、もし、できれば、この場で次回の日程を少し調整

させていただきたいと思っています。 

  10月７日が御都合の悪い方は、５日か９日、８日という御提案といただいているんで

すが、８日に関しては、事務局側も連合自治会の定例自治会の会議の日になっており

ますので、事務局側の対応が難しいものですから、13、14、15の翌週でもよろしけれ

ば、そちらに移していただいたほうが皆さんの御都合がよろしいという状況です。 

15日の木曜日はいかがでしょうか。現状で、まずよろしければ、こちらに変更をお願

いいたします。時間は同じ２時からでお願いいたします。 

  その次の11月５日の木曜日も、またお二人、御都合が悪いということで、これも可能

であれば、11月13日の金曜日あたりなら大丈夫そうですか。それでは、11月５日を11

月13日の金曜日、同じく２時からということで設定し直させていただきます。次回の

開催通知を発送させていただく際に、また次回以降の確定した開催日の日程を送らせ

ていただきます。事務局からは以上です。 

会長   そのほか何かありますか。それでは、本日の議事はこれで終了とさせていた

だきます。なお、本日の会議録の署名は、志田委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第５期第８回蒲原地域審議会を閉会といたします。今回、貴重な

御意見等々、ありがとうございました。 

 

（午後 ３時54分 閉会） 
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署名委員 


