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１．はじめに 

 

 静岡市蒲原地域審議会は、市町村の合併の特例に関する法律に基づき、静岡

市と蒲原町の協議により合併前の蒲原町の区域に設置され、10 年間にわたり活

動を続けてきました。 

 これまでに審議会を 72回開催し、この間に、静岡市・蒲原町合併協議会で策

定された静岡市・蒲原町合併建設計画に掲げられた事業が着実に実施されるよ

う進捗状況や成果を中心に審議してまいりました。 

 平成 28年３月 31日に合併 10周年を迎え、同日をもって静岡市蒲原地域審議

会は設置期間を満了することになります。 

 

 この報告書は、合併の理念を踏まえながら、蒲原地区をはじめとする本市の

さらなる発展を期するため、これまでの審議内容を振り返るとともに、蒲原地

区における静岡市・蒲原町合併建設計画の進捗状況や合併の成果等を総括した

ものです。 
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２．静岡市と蒲原町の合併の経緯 

 

（１）合併に至るまで 

  昭和 40年に制定された「市町村の合併の特例に関する法律（合併特例法）」

が、平成７年に改正され、住民の直接請求により合併協議会の設置を請求で

きる制度（住民発議制度）が創設されました。これにより、それまで首長し

か持っていなかった合併協議会設置の発議権が住民にも開かれることになり、

これは静岡市の歴史にも大きな転機をもたらしました。 

  平成 11 年には、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する

法律（地方分権一括法）」により、国と地方自治体の役割分担の明確化が図ら

れ、合併特例法も改正されました。 

  政府は、平成 13年３月に市町村合併支援本部を設置し、合併特例法の期限

である平成 17年３月までに十分な効果が得られるよう、平成 13年８月に「市

町村合併支援プラン」を発表、このような背景のなか、全国的に合併協議が

急速に進展し、「平成の大合併」と呼ばれる市町村の積極的な合併が行われま

した。 

   

地方分権時代へ移りゆくなか、各自治体において、少子高齢社会への対応、

大規模な自然災害への備え、地域経済の活性化と雇用の場の確保など、個性を

活かし自立した都市づくりを進めるために行財政基盤を強化していくことは

不可欠です。 

 

蒲原町は、平成５年１月に由比町、富士川町による「庵原郡三町合併問題等

調査研究会」を発足し、合併への協議を重ねましたが、合併特例法の期限に対

する見解の不一致から、この会は平成 15年７月 15日に解散となり、これを機

に合併特例法の適用期限までに静岡市との合併を進める機運が高まりました。 

町内で移動町長室を開催するなど住民に理解を求める取り組みが行われ、町

民を対象としたアンケート調査では 54.9％が静岡市との合併を希望するとい

う回答結果が得られました。 

  このような経緯から、合併特例法に基づき、平成 16年３月１日に蒲原町の

請求代表者２名から蒲原町長に対し、町民 862 名の連署をもって、静岡市を

合併対象とする合併協議会の設置請求が行われ、平成 16 年４月 13 日に静岡

市・蒲原町合併協議会が設置されました。その後、合併協定項目及び合併建

設計画を策定するため協議を重ね、合意に至り、静岡市と蒲原町は平成 18年

３月 31日に合併しました。 
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  なお、合併に至るまでの経過は次の年表のとおりです。 

 

■合併協議会設置までの経緯 

年月日 内容 

平成 16年２月 16日 蒲原町の請求代表者２名が、蒲原町長に対し、合併協議会設置請

求書を添え、請求代表者証明書の交付を申請 

平成 16年２月 16日 蒲原町長が、請求代表者に対し、請求代表者証明書を交付 

平成 16年２月 16日～ 

 平成 16年２月 18日 
署名活動 

平成 16年２月 18日 請求代表者が、蒲原町選挙管理委員会に署名簿を提出 

（署名数 903） 

平成 16年２月 18日～ 

 平成 16年２月 19日 
蒲原町選挙管理委員会が署名簿を審査 

平成 16年２月 20日～ 

 平成 16年２月 26日 
署名簿の縦覧 

平成 16年３月１日 蒲原町の請求代表者２名が、蒲原町長に対し、署名簿（署名数 862）

を添えて、静岡市を合併対象とする合併協議会の設置を請求 

平成 16年３月３日 蒲原町長が、静岡市長に対し、合併協議会設置協議について市議

会に付議するか否かの意見を求める 

平成 16年３月５日 静岡市長が、蒲原町長に対し、合併協議会設置協議について市議

会に付議する旨を回答 

平成 16年３月 23日 静岡市、蒲原町の各議会で合併協議会設置協議議案を可決 

平成 16年４月 13日 静岡市・蒲原町合併協議会設置 

 

■静岡市・蒲原町合併協議会における協議の経緯 

年月日 内容 

平成 16年４月 28日 第１回合併協議会（会場：ホテルセンチュリー静岡） 

・会議運営規程及び会議の傍聴に関する要領の制定 

・全体事業計画の決定 

平成 16年５月 28日 第２回合併協議会（会場：ホテルアソシア静岡ターミナル） 

・合併の方式を「静岡市への編入合併」と決定 

・合併の期日を「平成 18年３月 31日」と決定 

・合併後の市の名称を「静岡市」と決定 

・事務所の位置を「静岡市の事務所の位置とする」と決定 
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年月日 内容 

平成 16年５月 28日 ・蒲原町の財産及び公の施設は「すべて静岡市に引き継ぐ」と決定 

・法による特例項目のうち「９一般職の職員の身分」を決定 

平成 16年６月 30日 第３回合併協議会（会場：蒲原町文化センター） 

・一般項目のうち「13使用料、手数料の取扱い」を決定 

平成 16年７月 30日 第４回合併協議会（会場：由比町中央公民館） 

・法による特例項目、一般項目及び合併建設計画の協議 

平成 16年８月 10日 第５回合併協議会（会場：蒲原町文化センター） 

・一般項目のうち「14国民健康保険事業の取扱い」、「16特別職の

職員の身分」、「17条例・規則の取扱い」、「18公共的団体等の取

扱い」、「19補助金、交付金等の取扱い」、「20行政連絡機構の取

扱い」、「21 町・字名の取扱い」、「22 各種福祉制度の取扱い」、

「23 慣行の取扱い」、「24 保健衛生事業の取扱い」、「26 各種産

業制度の取扱い」、「27 教育制度の取扱い」、「28 消防団の取扱

い」、「29上水道事業の取扱い」、「30下水処理事業の取扱い」を

決定 

平成 16年９月３日 第６回合併協議会（会場：由比町中央公民館） 

・合併建設計画（中間素案）を決定 

平成 16年 10月７日 第７回合併協議会 

（会場：静岡市東部勤労者福祉センター「清水テルサ」） 

・法による特例項目のうち「７農業委員会委員の定数及び任期の

取扱い」、「８地方税の取扱い」を決定 

・一般項目のうち「25清掃事業の取扱い」を決定 

・合併建設計画（中間素案）の修正を確認 

・住民説明会及び住民意見発表会の実施方法等を決定 

平成 16年 11月 30日 第８回合併協議会（会場：ホテルアソシア静岡ターミナル） 

・法による特例項目及び一般項目の協議 

平成 16年 12月９日～ 

 平成 16年 12月 12日 

住民説明会の開催（延べ 275人が参加） 

・合併協議会委員が各地区へ出向き、合併建設計画をはじめとす

る合併協議の成果を説明し、合併に対する住民の意向を把握（静

岡市、蒲原町、由比町で各２回開催） 
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年月日 内容 

平成 17年１月 11日 第９回合併協議会（会場：ホテルアソシア静岡ターミナル） 

・法による特例項目のうち「６市議会議員の定数及び任期の取扱

い」、「10地域審議会及び地域自治組織の取扱い」を決定 

・一般項目のうち「12一部事務組合等の取扱い」、「15組織及び機

構」「20各種事務事業の取扱い」を決定 

・合併建設計画（案）を決定（全ての協議項目の協議を完了） 

平成 17年１月 16日 住民意見発表会を実施 

（蒲原会場 意見発表者：５人、傍聴者：130人） 

平成 17年１月 28日 第 10回合併協議会（会場：ホテルセンチュリー静岡） 

・「静岡市・蒲原町合併協議会」として、静岡市と蒲原町との合併

を是とすることを決定 

 

■廃置分合に係る法定手続と合併に向けた経緯 

年月日 内容 

平成 17年２月３日 静岡市長と蒲原町長との間で「合併協定書」を締結 

平成 17年２月 13日 蒲原町で合併賛否を問う住民投票を実施 

平成 17年２月 21日 蒲原町議会が廃置分合関係議案を可決 

平成 17年３月 11日 静岡市議会が廃置分合関係議案を可決 

平成 17年３月 11日 静岡市長及び蒲原町長が静岡県知事に対し、廃置分合申請書を 

提出 

平成 17年３月 18日 静岡県議会において、静岡市と蒲原町の廃置分合処分について 

可決 

平成 17年３月 22日 静岡県知事が、静岡市と蒲原町の廃置分合処分を決定 

平成 17年３月 24日 静岡県知事が、総務大臣に対して、静岡市と蒲原町の廃置分合処

分を決定した旨を届出 

平成 17年３月 31日 静岡市・蒲原町合併協議会を廃止 

平成 17年４月 18日 総務大臣が、静岡市と蒲原町の廃置分合処分を告示 

平成 17年６月９日 第１回静岡市・蒲原町事務事業調整本部会議 

・事務事業調整作業の基本方針決定 

・蒲原町の町・字名の変更について了承 

平成 17年７月 24日 蒲原町長辞職に伴い、町長選挙が行われ、石川豊治新町長が当選 

 

  



6 

 

年月日 内容 

平成 17年８月 19日 第２回静岡市・蒲原町事務事業調整本部会議 

・1,275件の事務事業の 92.6％にあたる 1,181件がすり合わせ 

 終了 

・調整作業に係る９月補正予算、平成 18年度予算編成について 

了承 

平成 17年 11月 10日 第３回静岡市・蒲原町事務事業調整本部会議 

・住民生活に関係が深い事務事業等のすり合わせ終了 

・条例の整備について確認 

・広報計画の決定 

平成 18年２月８日 第４回静岡市・蒲原町事務事業調整本部会議 

・全事務事業のすり合わせ終了 

・地域審議会について了承 

・組織機構について決定 

・開所式、合併記念式典実施の決定 

平成 18年３月 26日 蒲原町閉町式 

平成 18年３月 30日 蒲原町閉庁式 

平成 18年３月 31日 清水区役所蒲原支所開所式 

 

（２）合併協定書について 

静岡市と蒲原町は、平成 16年４月 13日に設置した静岡市・蒲原町合併協議

会において、合併の方式、合併の期日、合併後の市の名称、合併後の市の事務

所の位置、財産及び公の施設の取扱い等について協議を重ね、平成 17 年２月

３日に静岡市と蒲原町との間で合併協定を調印しました。 

  なお合併協定の各項目内容については、資料編の「静岡市・蒲原町合併協

定書」を参照ください。 

 

 

（３）静岡市・蒲原町合併建設計画について 

  静岡市・蒲原町合併建設計画は、「市町村の合併の特例に関する法律」第５

条に基づく法定計画として作成され、静岡市と合併後の蒲原地区の整備を、

総合的かつ効果的に推進していくための基本方針を定めるとともに、この方

針に基づいたまちづくり計画を策定してその実現を図ることにより、速やか

な一体化と市域全体の均衡ある発展を促進し、住民福祉の向上を図ろうとし

たものです。 

  また、本計画は、合併特例法に基づく財政支援を合併市町村が受けるため
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に必要とされたものです。 

 

  本計画は、事業主体を合併後の静岡市及び静岡県とし、登載事業は、両市

町の総合計画等を尊重するとともに、「まちづくりの基本方針」、「基本方針を

実現するための施策」、「公共施設の統合整備」及び「財政計画」を中心とし

て構成され、平成 17年１月に策定されました。静岡市と蒲原地区との速やか

な一体化と市域全体の均衡ある発展を促進し、住民福祉の向上を図るため、

「まちづくりの基本方針」に基づき、６つの分野の施策に係る 74事業が織り

込まれ、順次取り組みが進められています。 

 

本計画の計画期間は、静岡市蒲原地域審議会の設置期間と同様に平成 18 年

度から平成27年度までの10年間であり、合併建設計画の登載内容については、

資料編の「静岡市・蒲原町合併建設計画」を参照ください。 
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３．静岡市蒲原地域審議会の活動について 

 

（１）静岡市蒲原地域審議会の設置について 

  静岡市蒲原地域審議会は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法

律第６号）第５条の４第１項の規定に基づき、合併前の蒲原町の区域に設置

されたものです。 

  審議会委員は、公共的団体等を代表する者、学識経験がある者、公募によ

る市民のうちから、市長から委嘱を受けた 20人以内の委員で組織されていま

す。（委員定数については、平成 22 年に「20 人」を「15 人」へ、平成 26 年

に「15人」を「10人」へと改めています。） 

 

  設置期間については、合併の日から平成 28年３月 31日までとなっており、

市長が審議会に諮問する事項は、建設計画の執行状況に関する事項や予算の

編成に係る事業等に関する事項等となっています。また、審議会は、必要と

認める事項について審議し、市長に対し意見を述べることができるものです。 

   

  これまで 72回の審議会を開催し、静岡市・蒲原町合併建設計画における進

捗の確認や個別事業の課題などについて、様々な審議を行ってきました。 

 

  静岡市蒲原地域審議会における 10年の歴史の中で、全ての委員が、この合

併を良い契機とし、蒲原地区の発展はもとより静岡市としてのまちづくりの

向上を目指して、地域審議会としての職責を果たすべく活動を重ねてまいり

ました。 

 

 

（２）静岡市蒲原地域審議会の活動について 

  静岡市蒲原地域審議会は、委員の委嘱期間を２年１期とし、10 年間にわた

り延べ 79人の委員が、静岡市・蒲原町合併建設計画に基づいた新しいまちづ

くりに対し、様々な審議を重ねてきました。 

合併から 10年間の活動経過は次のとおりです。 
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地域審議会の開催状況（第１期：平成 18年６月 12日～平成 20年６月 11日） 

 

会期 開催日 議題 

第１回 平成 18年６月 12日 

〇委嘱状交付 

〇会長・副会長選出 

〇傍聴に関する要領（案）について 

〇地域審議会について 

〇本年度のスケジュール（案）について 

〇その他 

第２回 平成 18年７月 20日 

〇静岡市の概要について 

〇第１次静岡市総合計画について 

〇合併協定書、合併建設計画について 

〇平成１８年度当初予算について 

〇その他 

第３回 平成 18年８月 23日 

〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

・基本構想案策定に係る検討経過等について 

・基本構想案について 

〇その他 

懇談会 平成 18年９月 13日 
〇（仮称）蒲原地区市民センターについての意見 

交換 

第４回 平成 18年９月 22日 
〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

〇その他 

第５回 平成 18年 10月３日 
〇施設視察 

（清水興津公民館、清水テルサ、アイセル２１） 

第６回 平成 18年 10月６日 
〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

〇その他 

第７回 平成 18年 10月 27日 

〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

〇その他 

・静岡市景観形成ガイドプラン～蒲原編～(案) 

について 

市長に 

意見書提出 
平成 18年 10月 30日 

〇（仮称）蒲原地区市民センター基本構想案及び 

附帯意見 

第８回 平成 18年 12月 12日 

〇合併建設計画の進捗状況について 

・合併建設計画について 

・平成 18年度合併建設計画関連事業の進捗状況 

について 

〇その他 
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会期 開催日 議題 

第９回 平成 19年１月 11日 

〇合併建設計画について 

〇その他 

・（仮称）蒲原地区市民センターについて 

第 10回 平成 19年２月 13日 

〇平成 19年度当初予算案について 

〇（仮称）蒲原地区市民センター検討部会について 

〇次年度の地域審議会について 

〇その他 

・都市計画道路神沢白銀線計画見直し検討結果に

ついて 

 

（仮称）蒲原地区市民センター検討部会 

第１回 平成 19年２月 26日 
〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

 

第２回 平成 19年３月 15日 
〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

 

 

会期 開催日 議題 

第 11回 平成 19年４月 26日 

〇平成 19年度蒲原地域審議会の運営について 

〇合併建設計画における平成 19年度予算について 

〇総合計画第２期実施計画について 

第 12回 平成 19年５月 30日 
〇長野市豊野地域審議会視察 

 

第 13回 平成 19年７月２日 

〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

・（仮称）蒲原地区市民センター建設計画概要に 

ついて 

・（仮称）蒲原地区市民センター検討部会の報告 

・プロポーザルにおけるパネル展示について 

懇談会 平成 19年８月２日 

〇（仮称）蒲原地区市民センターについて 

 ・プロポーザル設計業者による説明 

 ・施設配置について 

第 14回 平成 19年９月 27日 

〇（仮称）蒲原地区市民センター基本設計について 

 説明・意見交換 

〇その他 

第 15回 平成 19年 10月４日 
〇（仮称）蒲原地区市民センター基本設計について 

 車寄せ、児童遊園について意見交換 
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会期 開催日 議題 

第 16回 平成 19年 11月６日 
〇静岡市・蒲原町合併建設計画について 

〇現地視察 

第 17回 平成 19年 12月 18日 

〇静岡市・蒲原町合併建設計画について所管課から 

の報告 

 ・公園計画課 

 ・道路整備第３課 

 ・市街地整備課 

〇蒲原公民館会議室の代用について 

〇その他 

 ・水道料金の改定について（報告） 

第 18回 平成 20年２月８日 

〇前回の地域審議会での懸案事項について 

〇アンケート調査結果及び来期の委員構成について 

〇合併建設計画関連事業についての意見聴取に 

ついて 

〇その他 

懇談会 平成 20年３月 18日 

〇静岡市・蒲原町合併建設計画について 

〇静岡市役所蒲原庁舎会議室の利用に関する要綱に

ついて 

第 19回 平成 20年４月 25日 

〇（仮称）蒲原地区市民センター実施設計の報告に

ついて 

〇平成 20・21年度静岡市蒲原地域審議会委員の構成

について 

〇平成 18・19年度静岡市蒲原地域審議会の活動報告

について 

〇その他 

 

（仮称）蒲原地区市民センター検討部会 

第１回 平成 19年５月 23日 

〇（仮称）蒲原地区市民センター建設工事計画概要

について 

〇今後の日程について 

〇その他 

第２回 平成 19年６月 19日 
〇プロポーザル選定委員会等について 

〇施設配置について 
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地域審議会の開催状況（第２期：平成 20年６月 12日～平成 22年６月 11日） 

 

会期 開催日 議題 

第１回 平成 20年６月 12日 

〇本年度のスケジュール（案）について 

〇会長・副会長選出 

〇地域審議会について 

〇本年度のスケジュール（案）について 

〇その他 

第２回 平成 20年７月 16日 

〇平成 20年度の予算状況について 

〇合併建設計画関連事業進捗状況について 

〇その他 

懇談会 平成 20年８月 19日 
〇合併建設計画関連事業の整理について 

〇広報誌について 

第３回 平成 20年９月 16日 
〇合併建設計画関連事業について所管課からの説明 

〇その他 

第４回 平成 20年 10月 31日 

〇委員提案の次期総合計画への登載要望事業に 

ついて 

〇由比町合併に伴う一部事務組合の取り扱いに 

ついて 

〇その他 

第５回 平成 20年 12月 18日 
〇第２次基本計画登載要望事業の確認について 

〇その他 

第６回 平成 21年１月 27日 
〇第２次基本計画登載要望事業の確認について 

〇その他 

第７回 平成 21年２月 27日 

〇静岡市・蒲原町合併建設計画にかかる要望書に 

 ついて 

〇その他 

市長に 

要望書提出 
平成 21年６月４日 

・合併建設計画登載事業：６項目 

・合併建設計画関連事業：４項目 

・その他：１項目 

第８回 平成 21年７月８日 

〇静岡市・蒲原町合併建設計画にかかる要望書提出

の報告について 

〇平成 21年度の活動日程（案）について 

〇平成 21年度の予算状況について 

〇その他 
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会期 開催日 議題 

第９回 平成 21年８月６日 
〇市内の施設視察 

 

視察対応 平成 21年８月 18日 
〇相模原市相模湖町地域自治区地域協議会委員視察

来庁 

懇談会 平成 21年 10月７日 
〇（仮称）蒲原地区市民センター名称について 

 

第 10回 平成 21年 10月 29日 

〇要望書に挙げた合併建設計画関連事業の進捗状況

等について 

〇今後の運営と地域審議会の位置付けについて 

〇その他 

第 11回 平成 21年 12月 17日 

〇要望書に挙げた合併建設計画関連事業の進捗状況

等の報告について 

〇来期の審議会委員改選の日程等について 

〇その他 

第 12回 平成 22年３月３日 
〇仮称「蒲原市民センター」視察 

 

第 13回 平成 22年４月 27日 
〇平成 20･21年度静岡市蒲原地域審議会活動報告 

〇その他 
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地域審議会の開催状況（第３期：平成 22年６月 12日～平成 24年６月 11日） 

 

会期 開催日 議題 

第１回 平成 22年６月 14日 

〇地域審議会について 

〇第３期（平成 22年度）のスケジュール（案）につ

いて 

〇その他 

第２回 平成 22年７月 29日 

〇研修会 

 ・蒲原地域審議会について 

〇その他 

 ・蒲原病院の現状について 

 ・蒲原・由比地域の救急体制について 外 

第３回 平成 22年９月２日 

〇合併建設計画関連事業進捗状況について 

〇その他 

 ・蒲原病院の現状について 

 ・蛭沢通線について 

 ・新蒲原駅西側ガードの安全対策について 

第４回 平成 22年 10月 21日 
〇合併建設計画関連事業視察（蒲原地域内） 

 

第５回 平成 22年 12月 16日 

〇生涯学習交流館ホールの音響設備について 

〇合併建設計画関連事業進捗状況について 

 ・地域審議会の質問事項について（第３回地域審

議会） 

 ・合併建設計画蒲原地区関連事業に対する質問事

項について（第４回地域審議会） 

〇その他 

第６回 平成 23年１月 27日 

〇東部地域区画整理事業について 

〇蒲原地域における課題等（蒲原地域審議会審議事

項）について 

〇その他 

第７回 平成 23年３月３日 
〇蒲原地域における課題等について 

〇その他 
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会期 開催日 議題 

第８回 平成 23年５月 19日 

〇第３期[後期]蒲原地域審議会スケジュール（案）

について 

〇蒲原地域における課題等について 

〇合併建設計画関連事業の整理について 

〇その他 

第９回 平成 23年６月 23日 

〇蒲原地域における課題等について 

〇津波対策に関する要望事項について 

〇その他 

第 10回 平成 23年７月 14日 

〇蒲原地域における課題等について 

〇津波対策に関する要望事項について 

〇その他 

第 11回 平成 23年８月１日 

〇蒲原地域における課題等に係る要望書及び津波対

策についての要望書について 

〇その他 

市長に 

要望書提出 
平成 23年８月８日 

〇会長、副会長が市長に「蒲原地域における課題等

に係る要望書」及び「蒲原地域における津波対策

についての要望書」を提出 

第 12回 平成 23年９月１日 

〇蒲原地域における課題等に係る要望書及び津波対

策についての要望書に対する回答について 

〇その他 

第 13回 平成 23年９月 29日 

〇蒲原地域審議会要望書に対する回答について 

〇合併建設計画関連事業の進捗状況について 

〇合併建設計画関連事業の整理について 

〇その他 

第 14回 平成 23年 11月 10日 

〇公共下水道事業について 

〇蒲原地域審議会要望書の回答について 

〇合併建設計画関連事業の整理について 

〇その他 

第 15回 平成 24年３月 15日 

〇第３期静岡市蒲原地域審議会の活動報告について 

〇蒲原地域審議会が提出した要望事項の進捗状況に

ついて 

〇静岡市の津波対策事業について 

〇その他 
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地域審議会の開催状況（第４期：平成 24年６月 12日～平成 26年６月 11日） 

 

会期 開催日 議題 

第１回 平成 24年７月 10日 

〇静岡市蒲原地域審議会について 

〇本年度のスケジュール（案）について 

〇その他 

第２回 平成 24年８月 30日 

〇審議会 

 ・副会長選任の報告 

 ・地域審議会開催日程について 

 ・その他 

〇研修会 

 ・静岡市蒲原地域審議会設置経緯について 

 ・蒲原地域審議会の所掌事務等について 

 ・第１期から第３期までの審議会活動経過等に 

ついて 

 ・合併建設計画関連事業の進捗状況について 

第３回 平成 24年 10月４日 
〇合併建設計画関連事業進捗状況について 

〇その他 

第４回 平成 24年 11月１日 
〇合併建設計画関連事業視察（蒲原地域内） 

 

第５回 平成 24年 12月６日 

〇前回（第３回）の質問事項についての回答 

〇第１回から第４回までの審議事項についての質問

等について 

〇その他 

第６回 平成 25年２月７日 

〇平成 25年度組織機構改正について 

〇旧蒲原庁舎跡地利用について 

〇その他 

第７回 平成 25年３月 14日 

〇前回の質問事項についての回答 

〇都市計画道路山手線について 

〇その他 

第８回 平成 25年５月 28日 

〇第４期[後期]蒲原地域審議会スケジュール（案） 

 について 

〇前回の質問事項についての回答 

〇合併建設計画関連事業の進捗状況等について 

〇審議委員からの審議案件について 

〇その他 
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会期 開催日 議題 

第９回 平成 25年７月 30日 

〇前回（第８回）の質問事項についての回答 

〇審議会委員からの審議案件について 

〇その他 

第 10回 平成 25年８月 29日 

〇前回（第９回）の質問事項についての回答 

〇審議会委員からの審議案件について 

〇その他 

第 11回 平成 25年９月 26日 

〇蒲原・由比地区における汚水処理方法について 

〇前回（第 10回）の質問事項についての回答 

〇その他 

第 12回 平成 25年 10月 31日 

〇第 10回蒲原地域審議会の質問事項（追加分）につ

いての回答 

〇その他 

第 13回 平成 25年 12月５日 

〇第４期蒲原地域審議会活動報告（案）について 

〇今後の審議会のあり方について 

 ・審議会の取り組み等について 

 ・委員定数及び開催回数等について 

〇その他 

第 14回 平成 26年２月６日 

〇第４期蒲原地域審議会活動報告（案）について 

〇今後の審議会のあり方等についての報告 

〇その他 
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地域審議会の活動状況（第５期：平成 26年６月 12日～平成 28年３月 31日） 

 

会期 開催日 議題 

第１回 平成 26年６月 13日 

〇地域審議会のこれまでの活動内容 

〇合併建設計画進捗状況説明 

〇第５期審議会の今後の進め方 

〇第５期（平成 26年度）のスケジュール（案）につ

いて 

〇その他 

第２回 平成 26年８月６日 

〇審議会の今後の進め方 

〇合併建設計画進捗状況について 

〇その他 

第３回 平成 26年 10月３日 

〇蒲原地域の下水道計画について（説明） 

〇合併建設計画取りまとめ作業 

（健康・福祉、文化・学習） 

第４回 平成 26年 11月５日 

〇第３回審議会での質問事項に対する回答 

・農業公園について 

・ハイキングコースの整備について 

・下水道計画について 

〇合併建設計画取りまとめ作業（生活環境） 

〇その他 

第５回 平成 26年 12月 17日 

〇第４回審議会での質問事項に対する回答 

 ・医師住宅について 

 ・ハイキングコースの整備について 

〇合併建設計画取りまとめ作業（都市基盤、行財政） 

〇その他 

第６回 平成 27年１月 29日 

〇第５回審議会での質問事項に対する回答 

 ・神沢地区の土地寄附に関するアンケート結果に

ついて 

 ・蒲原城跡公園の整備について 

 ・蛭沢通線の整備計画について 

〇合併建設計画取りまとめ作業（産業・経済） 

〇その他 
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会期 開催日 議題 

第７回 平成 27年６月 30日 

〇第５期[後期]スケジュール（案）について 

〇前回の質問事項についての回答 

〇合併建設計画関連事業の進捗状況等について 

第８回 平成 27年８月 20日 

〇前回の質問事項についての回答 

〇合併建設計画関連事業について 

（推進中の関連事業に関する進捗確認等） 

第９回 平成 27年 10月 15日 
〇静岡市蒲原地域審議会 報告書（案）の内容 

確認等 

第 10回 平成 27年 11月 13日 
〇静岡市蒲原地域審議会 報告書（案）の内容 

 確認等 

第 11回 平成 27年 12月２日 
〇静岡市蒲原地域審議会 報告書の完成 

 

市長へ 

報告書提出 
平成 28年 1月 21日 

〇静岡市蒲原地域審議会 報告書の提出 
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４．合併建設計画の評価と課題 

 

（１）静岡市・蒲原町合併建設計画の進捗状況について 

  ①登載事業の実施状況 

静岡市・蒲原町合併建設計画において、静岡市と蒲原地区との速やかな一

体化と市域全体の均衡ある発展を促進し、住民福祉の向上を図ることを目指

した「まちづくりの基本方針」に基づき、６つの分野の施策に係る 74 事業

が取り組まれてきました。 

   

   平成 18 年度からの 10 年間において、静岡市・蒲原町合併建設計画に掲

げた 74 事業のうち、75.6％に当たる 56 事業が完了若しくは着手されてい

ます。なかでも、（仮称）蒲原地区市民センター建設事業として進められた

蒲原支所等の大規模な建設事業については、合併直後から取り組まれ平成

22 年３月には竣工し、蒲原地区の活動拠点として地域住民にいち早く享受

されました。 

 

 

   ≪静岡市・蒲原町合併建設計画 進捗状況≫ 

項  目 事業数 

建設計画登載事業 ７４ 

内 
 

訳 

完了した事業 ２２ 

着手（推進中）した事業 ３４ 

審議整理済の事業 ７ 

内部検討中の事業 １０ 

未着手の事業 １ 
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②合併建設計画事業分野別の事業実施状況 

 （所管課からの報告を転記） 

≪１≫健康・福祉 

事業概要 事業推進状況 

子育て支援の推進 

１ 保育所整備事業 

 少子化は進行しているものの、保育ニーズ

は多様化している現状に対応するため、統合

も含め市立こども園（平成 26 年度までは保

育所）の在り方を検討し、子育てしやすい環

境を整備 

１ 保育所整備事業 

 子育てしやすい環境を整備するため、蒲原

東部こども園及び蒲原西部こども園の運営

及び施設維持管理を行っている。蒲原東部こ

ども園と蒲原西部こども園については、多様

化する保育ニーズや市立園の役割を踏まえ

つつ、その在り方を検討していく。 

２ 放課後児童対策 

 放課後児童クラブを運営、整備し、昼間保

護者のいない家庭の子どもの育成、指導を行

うと共に、女性が社会進出しやすい環境を整

備 

２ 放課後児童対策 

 昼間保護者のいない家庭の子どもの育成、

指導を行うとともに、女性が社会進出しやす

い環境を整備するため、蒲原東小児童クラブ

及び蒲原西小児童クラブを運営し、児童の健

全育成を図っている。 

【蒲原東小児童クラブ】 

静岡市社会福祉協議会へ委託 

【蒲原西小児童クラブ】 

 ＮＰＯ法人子育て支援どろんこへ委託 

３ 児童館等の運営 

 児童に安全かつ創造的な遊びの活動を体

験させ、健全育成を図ると共に、地域の人達

との交流の場として、児童館、児童センター

等を運営 

３ 児童館等の運営 

 児童に安全かつ創造的な遊びの活動を提

供し、健全育成を図るとともに、地域の人達

との交流の場として、児童館等を運営してい

る。 

【蒲原白銀児童館】 

 平成 20年度から指定管理者制度に移行 

【蒲原子育て支援センター】 

 平成 21年度の蒲原市民センターの完成に 

伴い設置（指定管理者制度を導入） 
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事業概要 事業推進状況 

知的障害者の自立支援 

知的障害者同士が共同生活できるグルー

プホームを運営し、知的障害者の生活の質の

向上及び社会的自立を支援 

知的障害者グループホーム「ひだまり」に

ついては、社会福祉法人庵原福祉会が事業運

営しており、同法人に市有財産を無償で貸し

付けて当該事業を支援している。 

保健福祉センターの整備 

市民の健康増進と地域福祉の拠点となる

保健福祉センターを整備 

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維持管理を行

っている。 

老人福祉センター・介護予防施設事業の充実 

高齢者の健康の増進、教養の向上及びレク

リエーションの場となる老人福祉センター

での事業及び介護予防活動の充実を図り、健

康で明るく生きがいのある生活を送れるよ

う支援 

蒲原老人福祉センターの維持管理を行っ

ている。 

【指定管理者】 

平成 18 年９月～ 社会福祉法人静岡市社

会福祉協議会 

平成 25 年４月～ 特定非営利活動法人ワ

ーカーズコープ 

特別養護老人ホームの施設整備 

 特別養護老人ホームにおいて、入所者に対

して、十分な介護が行われるよう施設整備を

推進 

 特別養護老人ホーム「浜石の郷」及び特別

養護老人ホーム「シャローム富士川」建設に

係る負担金を支出し、平成 22 年度をもって

完了した。 
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≪２≫文化・学習 

事業概要 事業推進状況 

文化センターの改築 

 老朽化した蒲原町文化センターの改築に

合わせ、防災センター等を併設する複合施設

として整備（延床：3,200㎡） 

 蒲原市民センターは、住民生活の利便性向

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 年度に竣工し、蒲原

生涯学習交流館・蒲原支所・蒲原子育て支援

センターなどの複合施設である。 

【建設概要】 

 鉄骨造３階建 

 建築面積 2,446.54㎡（建物本体） 

 延床面積 3,881.90㎡（建物本体） 

【建設費】 

 旧施設解体      68,958,750円 

 測量・地質調査等    3,891,409円 

 設計委託       34,965,000円 

 建設・外構    1,286,518,800円 

図書館機能の充実強化 

 多様化する住民のニーズに対応できるよ

う、図書館機能の充実強化 

 蒲原図書館の維持管理運営及び図書整備

充実事業を行っている。 

蒲原城跡整備関連事業 

 「蒲原城跡」の調査研究を行い、保存整備

を推進するとともに、御殿山・狼煙場等を散

策できる遊歩道を整備 

 「蒲原城跡」の調査研究を行い、調査報告

書を発刊した。現在、市による草刈業務（年

２回）や地元町内会への草刈に対する謝金支

出（年３回）、公衆トイレの浄化槽の清掃を

実施している。 

また、御殿山や狼煙場については、誰もが

楽しめる自然区域を整備、維持管理するた

め、遊歩道草刈清掃、施設修繕、トイレ清掃・

樹木維持管理等を行っている。 
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事業概要 事業推進状況 

教育施設の整備 

 小学校校舎、耐震補強、体育館、プール、

トイレ改造等 

 中学校校舎、耐震補強、体育館、プール、

トイレ改造等 

 蒲原東小学校、蒲原西小学校、蒲原中学校

の施設維持管理事業として、蒲原西小学校及

び蒲原中学校西校舎の耐震補強工事を実施

するとともに、蒲原東小学校、蒲原西小学校、

蒲原中学校のＬＡＮ工事等を実施した。 

 蒲原東小学校と蒲原西小学校の統合につ

いては、外部有識者等による審議会を設置

し、平成 23年度及び平成 24年度の 2年間で

検討を行った。審議の結果、通学距離を考慮

すると統合は現実的には難しいため、将来に

向けて推移を見守ることとし、当面は現状を

維持する。 

 給食施設  蒲原地区の小中学校の給食については、単

独調理方式により提供しているが、各施設と

もに比較的メンテナンスが行き届いている

ため、早急な大規模改修は要しないと考え

る。 

遊歩道の整備 

 公有林の間伐、造林等を行い健全な森林の

育成を図ると共に、市民の健康増進のため、

ハイキング等に活用できる遊歩道を整備 

 旧蒲原町森林整備計画内の要間伐森林（旧

蒲原町有林：大字蒲原字蒲原ゴロウ山外地内

135.4ha）を間伐することで、健全な森林の

育成と土砂流出防止を図ってきた。また、巡

視員による定期的な巡視を行っている。 

 大丸山、大平山ハイキングコース整備事業

については、草刈、清掃、軽易補修を毎年実

施している。 
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≪３≫生活環境 

事業概要 事業推進状況 

防犯まちづくり事業 

地域ぐるみの自主的防犯活動や犯罪の防

止に配慮した都市環境の整備など、住民の目

が行き届いた犯罪の起きにくいまちづくり

の推進 

 平成 18年度及び平成 19年度に庵原地区防

犯協会に対する補助金を交付した。 

清掃工場の建設 

 静岡県中部圏域の一般廃棄物を安全で適

正に処理する体制を確立するための清掃工

場の建設 

 市内の一般廃棄物を安全で適正に処理す

る体制を確立するため、西ケ谷清掃工場の再

整備を行った。この西ケ谷清掃工場の竣工に

伴い、清水清掃工場は平成 22 年２月に稼働

を停止した。 

新エネルギー利用の調査検討 

 環境への負荷の軽減を図るため、化石燃料

に替わる新たなエネルギー利用の可能性を

調査検討 

 静岡市環境基本計画を具現化する行動計

画として、平成 19 年度に「静岡市地球温暖

化対策地域推進計画」を策定した。 

生活排水対策事業 

 公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化

槽等を効率的に組合わせ、清潔で快適な市民

生活を支える環境を整備 

１ 公共下水道整備事業 

 平成 18 年度に蒲原地区公共下水道基本構

想策定業務を実施した。 

住民意向の確認のため、平成 22 年度に蒲

原・由比地区における下水道について、アン

ケートを実施するとともに、平成 25 年度に

は、18 回の住民説明会及びアンケート調査

を行った。 

 こうした地域住民の意向や、地域特性、環

境面、経済性等の検討結果を踏まえ、「蒲原・

由比地区の汚水処理については、公共下水道

ではなく、合併処理浄化槽での普及促進を図

っていく」との市の方針を決定したところで

ある。 
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事業概要 事業推進状況 

生活排水対策事業 

公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化

槽等を効率的に組合わせ、清潔で快適な市民

生活を支える環境を整備 

２ 合併処理浄化槽補助事業 

 生活排水による公共用水域の水質汚濁防

止のため、合併処理浄化槽の設置に要する経

費について補助金を交付してきた（善福寺地

区の農業集落排水事業による処理区域を除

く蒲原地区全域）。平成 18 年度から平成 26

年度までの補助基数は 388基。 

 ３ 農業集落排水処理事業 

 善福寺地区農業集落排水処理施設（平成３

年９月供用開始）の処理機能の低下が見られ

たことから、平成 18 年度にポンプ、破砕機

などの設備を更新した。さらに、平成 21 年

度には、施設機能を強化する工事を実施し

た。 

公園の整備 

 緑あふれた安全・快適な生活環境の創出の

ため、公園を整備 

・みその公園 

・富士川緑地公園 

・ポケットパーク     他 

１ 神沢地内公園整備事業 

 平成 20年９月 16日の蒲原地域審議会にお

いて、当該事業の実施は不要とされ、以後予

算措置を行っていない。 

 ２ （仮称）みその公園整備事業 

 御園駐在所跡地を公園として整備するた

め、地元住民とワークショップや検討会を行

った上で、平成 20年度に整備した。 

（正式名称：新栄六本松公園） 

 

 ３ 富士川緑地公園整備事業 

 国道１号北側の富士川河川敷を利用して、

富士山の景観、河川環境を活用した計画的な

整備を行うため、昭和 53 年度に旧蒲原町が

策定した富士川緑地整備計画に基づき、平成

22年度に基本構想を策定した。 
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事業概要 事業推進状況 

公園の整備 

 平成 25 年度にワークショップを実施した

上で、平成 26 年度に基本構想の見直しを行

った。 

 平成 27 年度に基本計画及び実施設計を行

い、平成 28 年度から整備着手する予定であ

る。 

上水道事業 

 災害に強く、良質な水道水の安全的な給水

体制の確立 

 取水場、浄水場、配水場、管網等の整備 

１ 第１浄水場改良工事 

 平成 26年度から平成 29年度までの継続事

業として、蒲原第１浄水場浄水池築造工事、

場内整備等を実施している。 

 ２ 第３浄水場改修工事 

 蒲原地区の安定した水道供給のため、蒲原

区域の 75％を給水エリアとしている蒲原第

３浄水場を平成 20年度までに改築整備した。 

 ３ 第１水系配水池改良工事 

 第１水系配水池については、現在３池によ

り運用しているが、耐震性及び配水計画を検

討した結果、２池運用で対応可能との結論が

出ており、平成 29 年度の第１浄水場の改良

工事完了後は、老朽化した１池を廃止するよ

う検討中。 

 ４ 第２水系沈澱池改良工事 

 第２水系施設については、第２浄水場の遠

隔監視制御化をはじめ、中配水場滅菌施設等

の施設整備を平成 21 年度より実施中であ

り、当該沈澱池については、平成 27 年度以

降の整備計画に反映させていく。 

 ５ 県道396号（富士由比）線配水管布設替工事 

 県道 396号（富士由比）線の経年管の更新

を平成 15 年度から実施しており、合併後の

平成 18年度に約 1.8キロを施工した。 

  



28 

 

事業概要 事業推進状況 

上水道事業 

 災害に強く、良質な水道水の安全的な給水

体制の確立 

 取水場、浄水場、配水場、管網等の整備 

６ 新規水源確保対策事業 

 平成 19～20 年度に実施した第３浄水場の

改修工事、平成 21 年度に実施した蒲原地区

全体の水運用の検討及び平成 26年～29年度

の第１浄水場の改良工事により安定した水

運用が図られるため、蒲原地区における新規

水源の確保は、現時点において不要となっ

た。 

治山事業 

 災害の発生を未然に防ぐため、崩壊の危険

度の高い河川流域や山間地に治山ダムを設

置 

 平成 18年～19年度に、堰沢地区及び神沢

地区において谷止工等を実施した。 

河川改修事業 

 災害の発生を未然に防ぐため、流下能力の

不足する河川等を改修、整備 

１ 油缶川河川整備事業 

 県道富士由比線を横断する地下水路の改

修や雨水貯留施設を施工した。 

 ２ 谷津沢川河川改修事業 

 平成 21～22 年度にワークショップを実施

し、親水護岸としての河川改修のための設計

業務を委託した。河川の所有者が日本軽金属

㈱となっていることから、静岡市への寄付に

ついて協議中であり、寄付完了後に事業を再

開する予定である。 

公営住宅建替 

 安全な居住空間を提供するため、老朽化し

た公営住宅の改修、改築を実施 

 公営住宅については、平成 23 年度策定の

「静岡市営住宅整備計画」に基づき、新栄荘

及び大沢荘の外壁・防水改修を施工した。 

 教職員住宅については、ひかり荘、わかば

荘及びはるみ荘の解体を実施した。 
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≪４≫産業・経済 

事業概要 事業推進状況 

商工業活性化支援 

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 

１ 産業フェア事業 

 毎年開催している蒲原産業フェアへの補

助金を交付している。 

 ２ 大型店対策中小商店支援事業 

 停滞気味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いる。 

海洋深層水利用の可能性調査 

 21 世紀における地球的資源として、様々

な分野への利活用の可能性を秘めている海

洋深層水の、利用の可能性を調査 

１ 海洋深層水の利用可能調査 

 海洋深層水については、当時各自治体等の

研究機関でその特性についての研究が行わ

れていた。静岡市としても利活用の調査研究

の実施も含め、検討したいと考えていたが、

産業界のニーズや話題性も低くなっていっ

たことから、現在は事業化の可能性がある三

保の地下海水をテーマに産学官連携のもと、

新産業開発振興機構の事業である「駿河湾事

業化プロジェクト」を推進している。 

土地改良事業 

 農業生産基盤を面的に整備していくため、

土地改良事業を実施 

１ 神沢農道整備事業 

 畑総事業による基盤整備地区（農業公園

等）と市街地とを結ぶ南北道路として検討し

ていたが、用地や建設土処分に関する課題点

や地形状況により新規開設は困難と判断し

たため、既設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をしていく。 
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事業概要 事業推進状況 

林道整備事業 

 林業の生産基盤を整備するため、林道を整

備 

１ 林道改良事業 

 蒲原地区は善福寺線と影山線の２路線が

林道となっており、このうち善福寺線につい

て平成 18年度に改良工事を行い完了した。 

農業公園等の整備 

 自然環境を保全し、都市と農村との交流を

促進するため、農業公園等を整備 

１ 環境保全ふるさとづくり事業 

（蒲原畑総区域内農業公園等の整備） 

 県営畑総の創設非農用地を活用し、蒲原地

区の農業振興及び担い手の育成を図るため、

平成 26 年度より農業公園整備工事に着手、

平成 27年８月に、新規就農者向け研修ほ場、

農業体験広場、芝生広場等からなる「アグリ

チャレンジパーク蒲原」としてオープンし

た。 

９月から、農業研修生が就農に向けた実践

研修を行っている。 
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≪５≫都市基盤 

事業概要 事業推進状況 

歴史の回廊かんばら整備事業 

 東海道の宿場町であった蒲原の歴史を感

じさせる町並みを活かし、快適な散策空間を

整備 

１ 歴史財施設整備事業 

 国登録有形文化財である旧五十嵐歯科医

院と旧和泉屋（お休み処）の維持管理、顕彰

事業を行っている。 

 ２ 観光施設整備事業 

 旧東海道沿いや蒲原城跡などの観光施設、

歩道、案内板などの維持管理、整備事業を行

っている。 

 ３ まちなみ修景事業（旧東海道蒲原宿内） 

 静岡市景観形成助成金交付要綱に基づき、

良好な景観の形成に寄与すると認められる

活動を行う団体（蒲原宿まちなみの会）に対

して、平成 18～21年度に助成金を交付した。 

 ４ 無電柱化事業 

 静岡市では、「安全で快適な通行空間の確

保」、「都市景観の向上」、「道路の防災性能の

向上」などを目的に静岡駅、清水駅及び東静

岡駅周辺を中心に、幹線道路を含めて無電柱

化事業を推進してきた。 

整備路線の選定にあたっては、上記の目的

に基づき路線の抽出を行い、整備の優先度を

決定し、電線管理者と合意の上、整備を進め

ている。 

なお、蒲原地区の無電柱化については、世

界文化遺産に登録された「三保松原」のアク

セス道路である三保街道や景観形成重点整

備地区（宇津ノ谷、日の出、駿府公園周辺）

などを含めて整備の優先度を検討している

が、優先度が低く事業実施の目途が立ってい

ない。 
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事業概要 事業推進状況 

東名高速道路インターチェンジ可能性調査 

 東名高速道路新インターチェンジ設置に

ついての可能性調査の実施 

 蒲原地区に ETC 専用の東名 IC を整備する

調査事業だが、構想地域から 6㎞東に富士川

SICが供用開始しているため、広域的ネット

ワークの観点等から必要性の検討を要する。 

道路の整備 

１ 主要幹線道路の整備 

 一体化を促進するため、都市内交通の大宗

を占める主要な幹線道路の重点的な整備 

１ 蒲原日の出線道路改良事業 

 工事延長 258m（W＝8m）予定のうち、平成

24 年度までに先行区間（175m）については

拡幅完了した。残りの区間については、地権

者との調整が必要となる。 

 ２ 蛭沢通線道路新設事業 

（計画幅員 18m、延長 180m） 

 平成 22 年の都市計画道路見直し方針で、

神沢白銀線～国道１号バイパス区間（約 60m）

は廃止候補として、平成 23 年２月に地元住

民説明会を開催。廃止について合意を得て、

平成 24年２月に都市計画変更を完了した。 

 県道富士由比線～神沢白銀線区間（約

190m）は、平成 23 年の将来道路計画網計画

において、南北道路としてネットワーク上必

要な路線として計画存続とし、他の都市計画

道路の整備状況を踏まえながら、事業時期を

検討していく。 

 ３ 蒲原駅南北線道路新設事業 

 JR蒲原駅東側に位置する延長 230mの都市

計画道路で、県道富士由比線から北側区間の

約 70mが平成 23年２月に開通した。 
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事業概要 事業推進状況 

道路の整備 

 ４ 神沢白銀線整備事業 

 都市計画道路神沢白銀線（計画幅員 8m、

延長 5,190m）は、3,220m が改良済み（進捗

率 62％）であり、平成 23年に作成した将来

道路網計画では、蛭沢通線の計画存続と合わ

せ、蒲原地区の将来道路網の一つとして東西

交通の円滑化を図る路線に位置づけられて

いることから、今後、他の都市計画道路の整

備状況を踏まえながら、事業実施時期を検討

していく。 

 ５ 主要幹線道路の整備事業 

 市道富士見六千坪線（延長 1625m）の側溝

整備等の道路改良整備を行っている。平成

26年度に 220mが完成。道路内民地が多く存

在しているため、今後、地権者からの用地提

供の承諾を得たうえで施工していく。 

 ６ 東部地域区画整理事業 

 東部地域の未利用地、非接道地を解消し、

秩序ある市街地の形成と住みやすい住環境を

整備するため、区画整理及び道路整備を行う。 

（１）蒲原六番向道下地区 

 平成 18 年３月に設立された土地区画整理

組合に補助金を交付してきた。平成 25 年２

月に換地処分、登記が完了し、組合は平成

27年５月に解散した。 

（２）蒲原六千坪地区 

 平成 20 年度に組合設立準備会が結成され

たが、社会経済情勢の悪化により、採算が取

れないことが懸念されたため、平成 24 年３

月に準備会は解散した。 

 ７ 県道 396号（富士由比）線改修事業 

 平成 18～20 年度に、県道 396 号（富士由

比）線の蒲原市民センターから由比地区堺ま

での歩道の拡幅、透水性舗装等を施工した。 



34 

 

事業概要 事業推進状況 

道路の整備 

１ 主要幹線道路の整備 

 一体化を促進するため、都市内交通の大宗

を占める主要な幹線道路の重点的な整備 

８ 直轄道路（富士由比バイパス）負担金 

 国管理の国道１号富士由比バイパスにつ

いて、整備事業（維持管理、橋梁の耐震補強

等）に係る費用の一部を受益者である市が負

担した。 

２ 生活道路の整備 

 市民の使用頻度の高い生活道路を整備 

１ 建築不可能地区（神沢地内） 

道路新設事業 

 県道富士由比線～JR 間の建築不可能な地

区への道路整備（延長 300m）については、

市道整備基準により、幅員 4.0m までの用地

について寄付してもらうことにより整備す

ることを地元へ掲示している。今後、用地提

供を含めた要望をいただき、事業可能な区間

から推進していく。 

 ２ 柵馬道（さくうまみち）整備事業 

 神沢地区及び堰沢地区の JR 東海道線を跨

ぐ柵馬道（さくうまみち）が封鎖された場合

に、市道整備と地下道整備を要望するもので

あったが、現在は封鎖されていない。 

※審議会においては審議完了とされた。 

 ３ 市道の整備事業 

 平成 22 年度に市道八木沢３号線（延長

45m）の拡幅改良を施工した。 

 ４ 市道（県道）の整備事業 

 市道の舗装改良事業、維持事業を実施して

いる。 
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事業概要 事業推進状況 

JR蒲原駅、新蒲原駅整備の研究調査 

 JR 蒲原駅、新蒲原駅の橋上駅化や自由通

路の設置等について、研究調査を実施 

 平成 22年度に、JR蒲原駅、新蒲原駅など

１日の乗降客数 5,000 人未満の鉄道を対象

に「鉄道駅交通結節点施設整備計画」を策定

し、基本方針をもとに順次鉄道駅のバリアフ

リー化を推進していく。なお、平成 27 年度

から JR 新蒲原駅バリアフリー化整備に着手

している。 

 市道東小学校駅前線の JR 新蒲原駅ガード

下の拡幅については、ガードの高さ等の関係

から難しい状況となっている。 
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≪６≫行財政 

事業概要 事業推進状況 

国際化の推進 

 社会の様々な局面でグローバル化が進行

する中で、国際化に対応できる人づくり、組

織づくり、地域づくりを推進 

 姉妹都市シェルビービル市等との交流事

業を行う「かんばら国際交流会」に対して補

助金を交付し支援している。 

戸籍の電算化 

 市民サービスの向上、行政事務の効率化を

図るため、戸籍の電算化を実施 

 旧蒲原町において、平成 17 年３月から戸

籍をコンピュータで処理し、証明書等の発行

を行っている。 

地籍調査事業 

 行政及び個人の財産を確定することによ

る公共事業の円滑な実施等、土地行政を効率

化 

 旧蒲原町において、平成 15 年から行って

きた地籍調査を継続しており、平成 26 年度

までに 225ha（旧蒲原町の人口集中地区約

350haの約 64％）の調査が完了している。 

なお、静岡市における地籍調査の進捗率は

約 2.2％（平成 26年度末）となっている。 
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③合併建設計画事業分野別の評価と考察 

 

静岡市・蒲原町合併建設計画に基づいた各事業の評価等については、当初目

指したまちづくりの基本方針に対し、評価基準となる定量的指標が設定されて

いないため、個別事業における現在の進捗を踏まえた達成程度を評価基準とみ

なし判断させていただきました。 

 

≪１≫健康・福祉 

   子育て支援の推進、保健福祉センターの整備、介護予防施設事業の充実

など、各施策とも各種施設における継続的な維持管理運営事業であり、一

定の評価はするものの、今後も地域のニーズに応えた改善・改良に向けた

取り組みを心がけていただきたいと願います。 

    

≪２≫文化・学習 

   文化センターの改築と図書館機能の充実強化については、住民生活の利

便性及び質の向上に貢献しており、複合施設としての機能が効果的に図ら

れています。また、蒲原支所においては、当初は申請や手続き等の窓口利

用者による一部混乱が見受けられたものの、現在では住民にとって必要不

可欠な地域の拠点として活用されています。 

   一方、蒲原城跡整備関連事業や遊歩道の整備については、継続的な推進

事業として予算措置が図られているものの、施設整備や維持管理が十分に

行われていないため、子どもたちが市の史跡として学習する環境には程遠

い状態といえます。今後の大きな課題として、地域の歴史に触れられる場

所としての適正な整備を強く願います。 

 

≪３≫生活環境 

   生活排水対策事業については、合併建設計画における目玉事業として、

住民の期待も高く寄せられていました。しかし、由比地区との共通課題で

あることから、両地区を対象としたアンケート調査や住民説明会による結

果、合併浄化槽の普及促進を図る方針が決定されました。未だ公共下水道

を望む地域の声も根強くありますが、当審議会としては、地域の声をでき

る限り反映させ決定した市の方針を受け入れざるを得ませんでした。 

   また、清掃工場の建設及び上水道事業については、住民生活の向上に繋

がる改修・改良工事が推進されたことは明確であり高く評価しております。 
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≪４≫産業・経済 

   近年、蒲原地区近郊を含め大型商業施設が次々と開業し、中小商店は 

苦境に立たされています。蒲原地区は、古くから地域の特色を活かした地

場産業を中心に小売業や加工業が多い町です。中小商店支援施策並びに地

元の集客活性化事業の推進を図り、更なる地域経済の発展を望みます。 

   また、農業公園の整備については、今後一層の活用を期待しています。 

 

≪５≫都市基盤 

   歴史の回廊かんばら整備事業については、歴史ある東海道の宿場町とし

て、歴史財施設や観光施設が整備された「東の玄関」として魅力ある市の

ゲートウェイとなるようなまちづくりの推進が図られるべきです。 

   道路整備に関しては、多額な予算が投じられ段階的且つ着実に対応が図

られていることに一定の評価はしております。 

蒲原地区の地形を考慮した防災対策においては、橋梁と樋門の維持管理

や耐震補強等の整備を行い、住民が安心安全に暮らせる地域となるよう

に積極的な取り組みを期待します。 

   さらに、現在進行中である JR 新蒲原駅舎の改修についても、官民が連

携しながら来訪者をもてなす環境づくりを目指していただきたいと願い

ます。 

 

≪６≫行財政 

   旧蒲原町から引き続き合併後も、アメリカ合衆国シェルビービル市との

姉妹都市交流が継続されており、今後も国際化に適応した人材育成の強化

に努めていただくことを切望します。 

   また、地籍調査については、今後も継続的且つ計画的な対応を希望しま

す。 
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（２）審議会終了後の継続課題について 

   

これまでの審議会活動を振り返ると、合併時に策定された合併建設計画に対

して、10 年という時間の経過による町の変化は自然に連動していくものでは

ありません。様々な事業への取り組みに対しては、概ね満足のできる評価はし

ているものの、審議会において度重なる議論が生じる課題もあり、今後のまち

づくりに順風満帆な想いでいられるわけではありません。審議会終了後の懸案

事項として、次のとおり本報告書に記し、関係する各所管課への引継ぎ課題と

して取り組んでいただくよう強く望みます。 

 

①蒲原地区の包括的な取り組みについて 

 政令指定都市である静岡市の「東の玄関」として、市の魅力を発信する地

域にふさわしいまちづくりを推進するため、富士山世界文化遺産の登録に伴

う、蒲原地区東部地域の市有地を含めた包括的な有効活用と東海道宿場町と

しての歴史的資源を活かした魅力あるまちづくりの展望を明確に提示して

ください。 

 

②地域防災について 

 駿河湾に対して４㎞の沿岸をもつ地域として、万全な津波対策を実施し、

有事の際に薩埵峠で市内中心部と遮断される可能性についても、由比地区を

含めた対応策を検証しながら、災害に強いまちづくりに向けた取り組みを早

急に実施してください。 

 

③蒲原地区の人口減少対策について 

 日本有数のアルミニウム関連企業群を有する地域であることから若年層

の労働者も多く、住環境整備の促進や、地域コミュニティが充実していると

いう地域の特性を活かした人口減少対策を図り、ゆるやかにでも人口増加の

一助となるような地域と協働した具体的な取り組みを検討してください。 

 

④審議会終了後においても継続的に必要とされる施策について 

 〇生活排水対策における「合併処理浄化槽補助事業」の継続 

 〇蒲原支所における市民サービス関連事業の維持及び支所機能の充実 

 〇庵原斎場の存続 

 以上の３点を望みます。 
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５．まとめ 

 蒲原町にとって旧庵原郡三町との合併問題を踏まえ、隣町を越えて独自路線

を歩み静岡市と合併したことは、振り返ると大変重い決断を伴うものでありま

した。 

それぞれの歴史を重ねてきた自治体が、ひとつひとつの事務事業についてす

り合わせを行い、一体化を図る作業は膨大なものであったと思います。 

また、新たな蒲原地区の将来像として共通の目標を掲げ、新たなまちづくり

を推進していくことについても、様々な苦労がありました。 

 両市町の協議を経て作成された合併協定や合併建設計画の実施状況を見守り、

時には叱咤するという静岡市蒲原地域審議会に課せられた役割は、大変重いも

のでありましたが、地域住民の想いを代弁するとともに、各事業の進展に伴う

諸問題を審議しつつ、審議会として様々な意見を述べてきた次第です。 

 

 静岡市・蒲原町合併建設計画に関しては、地域の拠点となる新庁舎の建設を

はじめ、浄水場の改良工事など大規模なハード事業における整備が進んだこと

は、合併後、早期に実施されたことも含め高く評価できます。 

 また、蒲原地区は、元々コミュニティの絆が強い地域であることから、地域

住民によるまちづくり活動への自主性も更に高まり、これも合併効果の一つで

あろうと感じています。 

 

合併 10年を迎え、静岡市・蒲原町合併建設計画も終期を迎えることになりま

すが、継続して実施されている事業や未着手の事業については、今後もたゆま

ぬ事業の推進をお願いするとともに、地域住民への周知や協議を適宜行ってい

ただきながら更なる進展や改善を図っていただくよう期待します。 

  

 静岡市蒲原地域審議会は、本年度をもって活動を満了することになりますが、

審議会委員としての重責を終えられることについて安堵を覚えるとともに、合

併の成果を携える形でこの時を迎えることができたことを喜ばしく思います。

これからも合併の成果を十分に活かし、蒲原地区としても市全体を先導してい

く地域を目指し、更なる発展を期したまちづくりを進めていく所存です。 

 また、市の関係各所管課には、今後も変わらぬご支援ご協力を賜りたく、本

報告書の結びといたします。 

 最後に、事務局並びに関係各位には、様々なご指導を賜り衷心より感謝申し

上げます。 
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～審議会活動を振り返って～ 

 

 

 

 本審議会における 10 年の設置期間満了にあたり、「合併建設計画の評価と課

題」に示されたとおり、個々の合併建設計画登載事業が進捗するに至り安堵し

ているところです。 

 しかし、10年という時間が経過する中、旧庵原高校跡地利用など、合併建設

計画に登載されていない諸問題が浮上しているのも事実であり、本審議会とい

たしましては、蒲原地区における引継ぎ課題とし、自治会等へ委ねてゆく案件

もございます。 

 結びにあたり、本審議会に携わった先輩諸氏の英知や経験をもって様々な審

議を尽くした結果、合併建設計画に登載された個別事業の進捗は、概ね評価で

きるに至ったと総括しております。 

 そして、本審議会の最終期を任された委員として、蒲原地域が住民参画によ

るより良いまちづくりに取り組んでいけるよう想いを馳せ、今後も静岡市の「東

の玄関」として、多様性のある大きな発展を期すよう切に願い後記とさせてい

ただきます。 

 

 

第５期静岡市蒲原地域審議会  

 

 

 

 


