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平成２３年度第３期第８回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年５月１９日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席者  （委 員）須藤会長、稲葉委員、宇佐美委員、折原委員、片瀬委員、              

篠原委員、杉浦委員、寺門委員、日野委員、望月委員、              

山本委員 

             （磯部委員、草谷委員、小西委員、鈴木委員欠席） 

        （事務局）区政課：増田課長、山口統括主幹、杉山主事 

             総務・防災課：木村清水区区長、山梨参事兼区付主幹、久保

田副主幹 

              蒲原支所：宇佐美支所長、石切山参事兼主幹、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）第３期（後期）蒲原地域審議会スケジュール（案）について（資料１） 

 （２）蒲原地域における課題等について（資料２） 

 （３）合併建設計画関連事業の整理について（資料３） 

 （４）その他 

 

５ その他 
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蒲原支所参事   皆さんこんにちは。定刻になりましたので、ただいまより第３期第

８回静岡市蒲原地域審議会を開催いたします。 

  本日はお忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

  初めに報告いたします。本日は、小西委員、草谷委員、鈴木委員、磯部委員の４名の

委員から欠席の連絡をいただいております。現在１１名の委員が出席されております

ので会議は成立しております。 

  それでは、まず資料ご確認をお願いします。きょう配付させていただきました資料は、

まず本日の次第、それから次に資料１「第３期（後期）の蒲原地域審議会スケジュー

ル（案）」それから資料２「蒲原地域における課題等の一覧」それから資料３「合併

建設計画（静岡・蒲原）進捗状況」それから資料ナンバーがありませんけれども災害

時不安と思われる橋という蒲原区域の地図を配付させていただいております。皆さん、

資料のほうはありますでしょうか。 

  それではここで平成２３年度、市の職員の人事異動によりまして清水区長が代わりま

したので、会議に先立ちまして木村清水区長よりごあいさつを申し上げます。お願い

します。 

清水区長   改めましてこんにちは。ご紹介いただきました４月から１年間ですが区

長を仰せつかりました木村でございます。副区長を２年過去にやっていて、蒲原地域

審議会にも３年ほど前に課長の事務取扱で出席させていただいた経緯がございます。

ご案内のように、災害の発生というのがすべての経済活動からさまざまな行政の動き

まで変えようとしています。現実に今清水区には、被災地から１２７名の方がお見え

でいらっしゃいます。大体その半分近くが葵、駿河というふうに伺っております。ホ

テイフーズさんへお越しいただける予定のかたは、皆さん被災地の方は海がトラウマ

だということがございまして、お聞きしたところによると松野工場のほうへ行かれる

ようなお話も伺っております。それから清水区にはヤヨイ食品が同じく気仙沼にあり

ました。この方の記憶を伺いましたら、発災２日ほど前に防災訓練をしたことがまさ

に活きて、その周辺はすべて壊滅状態でありながら１人のけが人も出すことなく死亡

者も出すことなく、非番の人に大きな被害があったというだけで済んでいます。いか

にこの防災意識そのもの、訓練によるものが大きいか、また訓練そのものも今回５月

２１日、県を含めて各市町で行われる津波訓練、先日新聞にも掲載されていましたが

スローガンとして「５分５００メートル」、果たして息が続くかどうかちょっとわか



 

 ―３― 

りませんけど、そういうことでどこに避難場所があるかを含めてチェックをしていた

だくということです。新田の自主防災会では「地震だ、津波だ、すぐ避難」を見出し

にチラシを作成し、避難訓練のアンケートもとれるように記載していただいておりま

す。それから災害時不安と思われる橋の資料も配付されているようですが、私どもも

ことしは安全安心なまちづくりということで防災に力を入れてまいります。役人は自

分でつくったものを押しつけようという気概が強いですので、地元の意見を取り入れ

るため、最初に三保自主防及び自治会様にお願いして、清水区地震防災意見交換会を

昨日開催し、これから２１区すべて回ります。これは地域によって蒲原でも由比でも

違います、それぞれのお話を伺う場を２１区、きのうから実はスタートさせました。

しっかり皆さんのお声を防災計画にお届けしようという観点であります。 

  ２つ目は、実は介護職。ケアの問題、寝たきり老人の対応の問題、ケアマネジャーの

問題、介護施設等の協力の問題、これも専門家としての不安点、行政の要望事項もあ

ろうかということで、その専門機関、そして障害者団体にも聞き合わせをします。さ

らには清水警察署、消防、まだまだ継続的な支援に被災地へ行っております。この確

かな情報を得ながらしっかりした意見を賜る。さらには先ほど申し上げたヤヨイ食品

にせよ、日本軽金属にせよ、中部電力にせよ、大変清水区は生産ラインの多い工業地

域でございますので、こういった業者の方々にも意見を取りまとめていただいて４部

作で清水区の何とかこの１カ月半ぐらいを目安に聞き取りを終え、防災計画の区民の

声としてお届けできるような報告書をまとめ上げたいと思っております。 

  長くなりましたけど、蒲原地域審議会の後ほどお話をいただくスケジュール案、議題

等、課題等がございます。非常に今省エネということで私ども１カ月半くらい早く、

そして１カ月遅く期間を延ばしてクールビズも始まっています。何を隠そう浜岡原子

炉の１２％から１５％の削減ということを省みた場合、何ができるかというスタンス、

さらには復興の支援、あるいは防災の見直しに向けてすべての予算が、事業が、本当

に止まろうとする状態です。新市長になりまして安全安心なまちづくりを含めて防災

で６月１日より緊急津波対策室も設けるなど、新市長のもとにマニフェストが動くと

いうことを思った場合にすべての事業がことしはゼロ査定で始まっていくということ

をいわれております。行財政の厳しい中、また皆様の大きな課題の中、大変ハードに

もソフトにもお金のかかる事業もたくさんございます。いろいろな意味でまたご理解

をいただきながら精いっぱい頑張ってまいる所存ではありますが、そうした日本を変
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えようとする、すなわち大きな被災を受けたあすは我が身である我が地にとって、ま

ず防災から、また１つお願いしたいのは、６月７日に蒲原地区連合自主防災会との地

震意見交換会を開催します。蒲原地域審議会委員さんもぜひお気づきの点、ご意見が

ありましたら、お寄せいただければしっかりした形でお声を届けたいと思っておりま

す。長くなりましたが、ますます蒲原審議会の重要性が今後の蒲原のこの地域のまち

づくりに大きな役割を果たすのであろうと認識しております。３期目、もうすぐ６年

目を迎えるということでは大変大きな過渡期にもあるという部分では、ぜひ皆さんの

お力を借りて蒲原地域のまちづくりについてご尽力いただきますようお願い申し上げ

て、長くなりましたがごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。  

  次に、事務局の職員につきましても一部担当職員に異動がありました。異動した職員

を紹介いたします。区政課の山口統括主幹です。 

山口統括主幹   初めまして。区政課の山口です。 

 前任者の牧野から引き継ぎ、地域審議会を担当させていただきます。よろしくお願い

いたします。 

蒲原支所参事   よろしくお願いします。それから清水区の総務・防災課、また蒲原

支所の事務局の職員につきましては変更がありませんので今年度もよろしくお願いい

たします。 

  それでは次第の２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。須藤会長よろしく

お願いいたします。 

会長   皆さん、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。前回の

審議会が３月３日、その８日後に今、区長さんからお話があったように東北地方で大

きな地震がありました。その後、大津波に襲われまして目を疑うような災害になった

んですけど、なおそれに追い打ちをかけるように東電の原発事故と、東北の人たちが

大変な思いをしているわけですけど、この原発事故への対応が後手に回って、いまだ

におさまっていません。きのうの新聞で見ますと亡くなった方が１万５，０００人、

身元がわからない人が９，０００人、それから避難している人たちが１１万５，００

０人と、すごい数となっているわけです。私たちは津波と原発事故の恐ろしさをこの

東日本大震災で知りました。 
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  私たちの住むこの蒲原地域は、東海地震が発生するであろうという地域でありますし、

静岡県は浜岡原発を抱えております。３０年間に８７％の確率で地震が来るのではな

いかと予想されている浜岡原発を政府が全面停止を打ち出しまして、１５日に浜岡原

発が全面停止いたしました。私たちの住むこの蒲原地域というのは駿河湾に面してい

まして非常に細長い町であります。山から海まで数百メートルしか距離がありません。

ここに大津波が押し寄せたらどういうことになるか。やはり防災対策というものをも

う一度根本から見直す必要があるのではないかというふうに思っています。４月にあ

りました静岡市長選、ここでも安全で安心した地域をつくろうということで論争の争

点になりました。当選した田辺市長は、就任して３日後に蒲原の海岸を視察しており

ます。５月１３日から１５日にかけて被災地のほうを視察しておりますし、区長のほ

うから出ました緊急津波対策室を６月１日から設置してやっていこうということで、

これは地域住民の不安解消のため対策室を中心にやれることはどんどんやっていこう

という意気込みでこの対策室をつくったわけです。この蒲原地域も防災のことを審議

会として十分話し合った中で新しい市長に意見を述べていきたいと思いますので、ぜ

ひ皆さんよろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  ここで本日出席いただきました木村清水区長は公務のため、これをもちまして退席さ

せていただきます。お忙しい中ありがとうございました。 

  それではこれから議事に入ります。  

議事につきましては須藤会長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

会長   それでは議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして皆様にお願いがございます。会議録作成のため、発言の際には必

ずマイクスタンドのスイッチを押して氏名を述べてから発言をお願いします。ご協力

をお願いします。 

  それでは次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

  「（１）第３期（後期）蒲原地域審議会のスケジュール（案）について」を議題とい

たします。 

事務局からの説明をお願いします。 

支所長   蒲原支所の宇佐美です。よろしくお願いします。第３期の審議会も２年目
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を迎えて残り１年ということになりました。この１年間またひとつよろしくお願いい

たします。それからスケジュールについてですが、５月１２日木曜日、正・副会長と、

区政課、総務・防災課、蒲原支所で事前の打ち合わせを行いまして、それぞれの日程

を調整して年間スケジュール案を作成いたしました。担当のほうから内容を説明いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   蒲原支所の石切山です。第３期（後期）の蒲原地域審議会スケジュ

ール（案）についてご説明いたします。資料の１をご覧いただきたいと思います。 

  このスケジュール案につきましては委員の皆様の任期が平成２４年６月１１日までと

なっていることから、任期終了までの第３期（後期）のスケジュール（案）とさせて

いただいております。開催の回数につきましては、平成２４年５月までに９回程度の

開催を計画しております。審議内容ですけれども、本日開催の第８回、６月開催予定

の第９回の審議会では昨年度委員の皆様から提出されました蒲原地域における課題等

についての取りまとめ、それから合併建設計画の関連事業の整理についての審議を予

定しております。第１０回は７月ごろ予定しておりまして、平成２２年度合併建設計

画の関連事業の進捗状況、それから平成２３年度合併建設計画関連事業の当初予算の

状況についての説明を予定しております。第１１回から第１４回までは８月、１０月、

１２月、それから平成２４年の１月ころの開催を予定し、審議内容につきましては合

併建設計画関連事業について及び蒲原地域のまちづくりについてとしておりますけれ

ども、先ほどの蒲原地域における課題等の審議状況等により調整していきたいと思い

ます。第１５回は３月ごろに開催し、第３期審議会活動の取りまとめ、それから第４

期の審議会委員の公募日程等についてを予定しております。最終回となります第１６

回は５月ころの開催を予定しておりまして、内容は第３期審議会の活動報告について

となっておりますけれども、第３期２年間の総括を予定しております。以上、第３期

（後期）のスケジュール（案）について説明させていただきましたけれども、審議会

の審議の内容、それから開催時期につきましては皆様のご意見を取り入れながら進め

ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長   ただいま事務局から第３期（後期）蒲原地域審議会スケジュール（案）につ

いて説明がありました。このことにつきまして質問、ご意見ありますか。 

 ありませんか。では私のほうから報告させていただきたいですけれども、今皆さんで話

し合っている課題、これはできれば６月の地域審議会でまとめたいと思っています。
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新しい市長ですのでいろいろスケジュールが忙しいでしょうけれども、そういうスケ

ジュールを見ながら、いつ蒲原地域審議会の要望書を提出し、いろいろ話し合うかと

いうことを７月から８月にかけて、その中で要望書を提出して私たちの考え方を伝え

るというような形でとりあえず考えております。８月以降はまたいろいろな問題が出

てくると思いますので、その都度その都度皆さんのほうからいろいろご意見を出して

いただきながら皆さんに相談して進めていこうというふうに思っています。いいです

か。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   では異議がないと認めまして原案どおり承認することにします。 

  後期はこういうスケジュールでいきます。 

  次に「（２）蒲原地域における課題等について」を議題とします。 

  前回の審議会では、委員の皆様から提出していただきました７項目のうち１番から５

番までについて審議しました。本日は残りの２項目について委員の皆様からご意見を

いただき、次回の審議会で蒲原地域審議会として要望していく項目をまとめたいと思

います。初めに前回の審議会で審議しました５項目の結果について事務局より報告を

お願いします。 

蒲原支所参事   蒲原支所の石切山です。それでは審議の結果につきまして報告いた

します。きょう配付しました資料の２をご覧いただきたいと思います。この資料につ

きましては資料の一番右側に前回の審議結果を記載しております。薄墨になっている

項目につきましては審議の結果、自治会で対応していただくという項目になっており

ます。 

  それでは報告に入らせていただきます。初めに片瀬委員から提案がありました№１

「住民の通行に関わる安全確保について」であります。この１点目の危険と思われる

橋梁を調査し必要であれば改修をお願いしたい、こういったご意見につきまして担当

課のほうでは旧静岡地区、旧清水地区では平成１７年に耐震度の調査を実施して、蒲

原・由比地区につきましては現在調査の予定はありませんが、緊急輸送路ですとか避

難路等の橋梁については危険と思われる橋梁を地域で拾い上げていただいて要望があ

れば対応する、こういった回答をいただきまして、審議の結果、危険と思われる橋梁

を各地域で具体的に出してもらい、その結果を連合自治会でまとめて審議会に報告し

てもらう、こういった結果になっております。本日資料で、資料ナンバーがついてお
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りませんけれども、災害時不安と思われる橋の地図を配付させていただきました。こ

の資料につきましては連合自治会のほうでまとめていただいて、資料として配付した

わけですけども、次回の審議会でこの資料を基に結論を出していきたいと思いますの

で、また皆さんご検討してきていただきたいというふうに思います。 

  ２点目の「法師沢にかかる橋の改修」につきましては、自治会で安全性について確認

してもらい必要であれば連合自治会で対応していく、こういった結論となっておりま

す。 

  次に杉浦委員から提案がありました№２の１「蒲原海岸保全について」は審議の結果、

連合自治会として離岸堤の長期計画について国交省から説明を受ける機会を設け、地

域審議会委員もその説明会に参加して計画の内容を確認する。こういった結果になり

ましたけれども、昨日、生涯学習交流館におきまして蒲原海岸保全の事業説明会を開

催いたしました。国土交通省の静岡河川事務所の海岸課長から蒲原工区の海岸保全計

画について事業説明していただいております。審議会委員の方にも何名か出席してい

ただいております。 

  №２の２「蛭沢通線について」につきましては、蛭沢通線の計画区域等具体的な内容

についてまず地域住民へ詳細説明を担当者に要望し、その上で地域審議会としての結

論を出すとしております。 

  №２の３「蒲原病院について」につきましては、地域審議会として地域の救急医療体

制の充実を図ることについて市長に要望書を出していくと、こういった結論になって

おります。 

  続きまして折原委員から提案がありました№３の１「第１、３日曜日における蒲原生

涯学習交流館の開館について」という項目につきましては、この結果に書いてありま

すように現条例の運用の中で休館日の変更が可能なのか、また平成２４年度を目途に

準備を進めている指定管理者制度への移行に伴い、地域の状況に合わせて休館日を変

更できるかを調査し、その結果を踏まえて地域審議会として結論を出す、こういった

結論になっております。公の施設の設置及び管理につきましては条例で定める必要が

ありまして、指定管理者制度に移行した場合におきましても管理の基準は条例規定事

項となります。そのため現条例の中での休館日の変更はできないことになります。な

お静岡市では生涯学習施設のうち比較的大きな施設を生涯学習センター、比較的小規

模の施設を生涯学習交流館としておりまして、生涯学習交流館の休館日につきまして
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は静岡市生涯学習交流館施設条例で規定されております。葵区及び駿河区の生涯学習

交流館につきましては休館日が月曜日、休日、１２月２８日から翌年の１月４日まで

の日となっておりますけれども、清水区の生涯学習交流館につきましては毎月の第１

及び第３日曜日、それから休日、１２月２８日から翌年の１月４日までの日、こうい

ったことで規定されております。これは旧静岡市と旧清水市が合併したとき、休館日

につきましてはそれぞれの状況に合わせて統一せず、それぞれの地区で今まで実施し

ていた休館日をそのまま継続したことによりまして違いが出てきております。 

  続きまして裏のページをご覧いただきたいと思います。望月委員から提案がありまし

た№４の項目につきましては、右側の結果の中に記載されておりますように第８回審

議会の中で建設計画の７３の事業について整理検討する。こういった結論になってお

りまして、本日議題の（３）合併建設計画関連事業の整理についての中でご審議をい

ただきたいと思います。 

  続きまして山本委員から提案がありました№５の１「蒲原生涯学習交流館に隣接して

いるプールについて」であります。こちらにつきましては子供たちが安心して使用で

きるよう現状の施設のメンテナンスをしっかり行うこと、また耐用年数がきたときに

は新しく建て替え、子供たちのために継続することを要望する。こういった案も出て

きましたけれども、最終的に現在のプールの耐用年数を確認し、その上でどう要望し

ていくか結論を出すということになっております。このプールを管理しておりますス

ポーツ振興課にプールの耐用年数について確認をいたしましたけれども、耐用年数に

ついては特に決まっていないとこういったことを聞いております。 

  №５の２「新蒲原駅から蒲原中学校へ通じる歩道の植木の管理について」の審議結果

につきましては、交通安全上、また景観上支障が生じた場合はその都度、各自治会、

連合自治会を通して手を入れてもらうよう各管理担当課に要望し、地域審議会として

は要望しない、こういった結論になっております。 

  以上、前回審議しました項目の結果につきまして報告させていただきました。 

会長   今報告がありましたけれども、きのうありました海岸保全の内容について、

稲葉委員、少し参加していない方も委員の中にいますので簡単でいいですから報告し

てください。 

稲葉委員   稲葉です。きのうはお疲れさまでした。きのう説明会に参加された方は

資料をお持ちだと思います。きのうおられなかった委員の方には先ほどお渡ししまし
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た。参考にしてください。 

  簡潔に言いますと、海岸保全というのは大きく防護という波のエネルギーを弱めると

いうか吸収してしまうということと、環境ということ、それから浜を利用するという

３つの面から海岸保全をやっているということで、ここの蒲原工区、これは富士海岸

という名称で富士海岸の中の蒲原工区ということで定められていて、高潮とか波浪対

策ということで向田川から東のほうが１５メートル、西側のほうは１２メートルとい

う防波堤の高さ、これはいろいろな想定、過去の台風だとかそういう想定を基にして

適正につくっているということのようです。それから津波についても現在予想されて

いる東海地震の第３次想定からいくと津波の高さが２、５メートルから３、６メート

ルという想定もあるものですから、その中では十分だというふうな話がありました。

ただこれからの見直し、想定の見直し、そういうふうなことについてはまだ結論が出

ておりませんので未検討ということでした。 

  それから一番関心のある離岸堤の長期的な計画はどうだということですが、現在、新

田の向田川のところから東に向かってテトラポットで積んだ離岸堤が４基あります。

そしてもっと東へいくとカルモスが２基、それから斜板堤というのが２基、この有脚

式というのが４基できています。それで新たに来年の完成でもう１基有脚式、ちょう

ど放水路の下あたり、そこに造るということで今工事を進めている。それからその先、

富士川の河口に向かって１０基の有脚式を２４年度以降進めていきます。ただ何分に

もこの有脚式というのは９億円から１０億円かかりますので、今の１０基をやるとす

れば、１基造るのに三、四年は予算上かかりますので、１０基造るとなったら４０年、

５０年先でないと完成しないというふうなことです。 

  それから今度は向田川から西側のところですが、ここは比較的海岸が５メートルと浅

いものですからブロック式の離岸堤を造っていくと。予算上のこともあってブロック

式だと１基３億円くらいでできるので、年間に１００メートルを１基とすると１００

メートルの離岸堤を２基造れると、そして堰沢ぐらいのところまで９基が必要になる

ものですから４年から５年でブロック式なら完成できるというふうなことで、現在す

ぐに取りかかることとして、平成２３年度の完成を目指して小金の下にブロック１０

０メートルを２基完成させるという計画で今進んでいる、そのためには地元とかいろ

いろな関係者の了解を得たらすぐに契約に入って工事を進めたいというふうなことが

ありました。それ以西については予算のとれる範囲で順次やっていくというふうな説
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明がありました。ただきのう話題になった堰沢の一部と神沢の漁港区のところは、国

交省としては現在一切調査等計画に入っていません。ですから何としても早く漁港区

撤廃という手続きを、もう出してありますけど、そこをきちっと整理して、そして国

交省の持ち分として、ブロック式離岸堤を設置する。または、防潮堤の高さをきちっ

と１２なり１５メートルぐらい嵩上げするという取り組みが必要かなと、時期は未定

というふうなことできのう説明がありました。 

会長   きのう行われました海岸保全についての説明会の内容を話していただきまし

た。 

  １番から５番までの結果について何か質問ありますか。いいですか。 

  それでは質問もないようですので、本日予定しております№６、№７の２項目につい

て審議を行います。 

  初めに日野委員から提案がありました№６「広域避難所について」審議します。 

  委員の皆さんからご意見を伺う前に、この件に関連して事務局のほうから説明、報告

ありますか。ないですか。いいですか。 

  それでは委員の皆さんからご意見をいただきたいと思います。この日野委員の提案に

ついて要望していくかどうか。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。いみじくも３月３日にこういう形で提案されて、その後３月

１１日に東日本の大地震がきたわけですけど、日野委員の言っていることは正当です。

しかし、地域の住民が蒲原中学校の建物、中学生は研究所のほうへ避難するというよ

うな形がとられたようですね。そういう意味で高い建物が蒲原中学校しかないという

ことで、果たしてこの小池川以東にどのぐらいのものを建てたらいいのか、津波がど

のような形で遡上してくるのか、そういうこともしっかり国や県のほうとこれからい

ろいろな避難地の見直しも出てくるでしょう。ですから、そういうものの考え方を聞

きながらやはりこの地域にはどうしても必要だという形のものを造っていかないと、

この地域は仮に日曜日に地震が来て津波が来たという形になった場合にはもう子供た

ちがたくさんいる地域ですよね。それからお年寄りはそんなに子供と比べれば少ない

でしょう、新しい家庭が多いわけですから。しかし、そういう形でどうしたら一番避

難方法が安全な形でできるかということをもう一度、国なり県なりの中で地域の皆さ

んもそうでしょう、こういうものが必要だということを訴えながら安全を確保すると

いうことが私大事じゃないかなというふうに思います。この提案は私としてはいいと
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思いますけど、場所的なものをどうしたらいいかということをまた考えていく必要が

あるじゃないかなというふうに思います。以上です。 

会長   そのほかご意見ありますか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。この広域避難場所というところの役割ということを考えると、

例えばドーンと地震が来て「津波が来るぞ」といって避難していく先というのは必ず

しも広域避難場所でなくてもより安全なところでいいと思うんです。一般的にいわれ

ている広域避難場所というのは地震が来ておさまって、もう自分の家では生活できな

いと、倒壊してしまって、そういう人たちが集まって生活できるような場所というふ

うに私は認識しているんですけど、そうすると例えば小池川のところが壊れてしまっ

て行けないとか、それはとっさの場合の移動手段であって、広域避難地というのはや

はり最低限住めるとか雨露をしのげるとか、多くの人が生活できるような場所じゃな

いといけないと思うんです。そうすると必然的に今ある中学、東小、西小、それから

市民センター、より増やすであるならば例えばコミセンですよね、東町にある。そし

て堰沢のコミセンくらいしかないと思うんですよね。だから避難場所にするとき、ど

のくらいの設備をしなければいけないのかという状況もわからないですけど、それな

らそれでどんどん増やしておいて多くのところで共同生活ができるような体制をつく

っておくということでもいいのかなと、一応指定すればいいと。ただ全般的に心配す

るのは広域避難場所と指定すると何でもかんでもそこへ行けばいいんだという認識と

いうんですか、それがすごく多いような感じがするので、広域避難場所というのはあ

くまでも自分の家が倒壊してしまってという、そういうことをきちっと整理した上で

増やすものは増やしていくとかということでもいいのかなと……。 

会長   日野委員が提案している内容は違うでしょ。 

日野委員   私は地震がとっさに来てそのとき逃げることが不可能な場合に、例えば

地震がおさまって、それから中学校に逃げるときにこの橋が大丈夫なら大丈夫でいい

のかもしれないですが、小池川の橋がこれには載っていないんですが西尾さんのとこ

ろの橋ですよね。それが渡れなくなったときは線路を上る道から県道を通って、また

富士見橋から下りて中学校にいくことは可能なのかもしれないし、そういう考えにす

れば別にいいのかなと思ったり、あとは広域避難場所というところにいないと、いろ

いろな救援物資がもらえないという話を聞きますよね。広域避難場所ごとに配布する

ので勝手なところにいたらそれはもらえないという話を聞いたことがあるので、やっ
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ぱりみんな広域避難場所にいかないと困ってしまうことがあるじゃないというふうに

思ったんです。それから結局今は津波のことがあるので、あの坂を上がってみんな研

究所の方面に逃げましょうと、その後中学校に行けばいいのかなというふうにも話は

出ています。ただ東町に寺門委員がおっしゃったように確かに子供がとても多いんで

す。だからそのときにどういうふうにすればいいのか私もとても考えてしまいました。

そういうふうに考えると広域避難場所というのは高い建物でなくてもいいんですよね、

先ほど稲葉委員がおっしゃったように。そうするとやっぱり東町のほうにも広域避難

場所が必要なのではないかなと思うですけれども。ただやはり救護所という形をとっ

た場合、やっぱり中学校しかないということは私も納得しました。ただみんな一般の

かたたちが避難する場所というふうに考えると、やはり東町のほうにも必要なのでは

ないかなというふうに思います。以上です。 

会長   折原委員。 

折原委員   折原です。これは昨年でしたっけ、国で東海地震と富士川断層との連動

を指摘したことがありましたね、去年の秋でしたっけ。そのときに今もホームページ

で公開されていて、これはだれでも見られますが、その富士川断層の一部がこの地図

上で見てみると、富士川バイパスのちょうどカーブのところ、富士川渡る手前のカー

ブありますよね、あのあたりのところに斜めに走っているんです。ということはみは

らし公園のあたりを断層が走っているということになるんですけど、次の宇佐美委員

の話にも続いてくることがあるかもしれませんけど、そうだとすると東部地域にあっ

てはまずいわけですよね。それを信用してそこに造ったら断層の真上だったというよ

うなことがあっては困るので、とりあえずはやっぱり高いところに避難するしかない

のかなと思うと、蒲原中学校も全員日本軽金属のグラウンドのほうに避難するという

指針が出ていて、全員で避難訓練もやったというふうに校長から聞きました。ですか

ら地域住民が蒲原中学校に避難しても中学は危ないというふうに判断してそのように

したということなので、どこまで津波が来るかわからないですけれど、とりあえず高

いところに逃げるというのが現段階必要なわけで、建物を云々よりも桝形向留出東線

から上のほうに行く道路がありますね、あそこの橋を渡っていくしかないのかな、上

原北橋が一番新しいですね。富士見橋のほうが古いので、あの橋ができた理由という

のは富士見橋が古くて崩壊する危険性もあるやなしやということで耐久年数のことが

あって、たしかあの橋が新しくできたと思いますから、あちらの橋を通って上に渡っ
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ていくというのは普通住民がとる選択としてはいいのかどうかわからないですけど、

私としてはそういうふうに考えているんです。 

会長   宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。今２つのことが混ざってしまって話をしていると思うん

です。緊急避難、一次避難といわれる部分と、それから一次避難が終わった後ある程

度落ちついた部分への広域避難の場所ということと両方混ざって話ができているので、

多分、日野委員の話というのは広域避難場所であって一次避難場所ではないと思うん

ですね。折原委員がおっしゃることの内容というのは、とりあえず今のところは蒲原

中学校で指定したのが一次避難場所として上まで上ってしまおうということを、この

間も教頭先生からもお話聞きましたけど、そういうことだと思うんです。 

  ちょっと分けて考えないと今回の場合は話が混ざってしまうといけないと思いますの

で、とりあえず今は広域避難場所についてのお話だけで進めていったらどうかと思う

んです。その上で私も考えますのに私も日の出に住んでいるですが、日の出もそうや

って考えてみますと非常に子供の人口が多いです。そうしますと例えば広域避難場所、

蒲原中学校の広域避難場所に一体何人ぐらいの人口の避難民を想定しているのか、西

小は何人なのか、東小は何人なのか、ここの市民センターは何人なのか、その割り振

りをどうするのか。そういうところが見えてこないと蒲原中学校が広域避難場所とし

て指定されていたとしても、西の人口は少しずつ減りつつありますけど東の人口はま

だまだ増えている部分もありますので、そういう意味から考えても人数からの面で適

正なのかどうか。現状を知らないと議論が先へ進まないと思いますので、もしよろし

ければ現状把握を先にさせていただいてから次の話にしてもいいじゃないかと思うで

すがいかがでしょうか。 

会長   寺門委員。 

寺門委員   寺門です。一次避難場所と広域避難場所という形で議論を進めていて

広域的な場所をどうしたらいいかという話ですけど、市のほうとしては、広域避難場

所ありますよね、堀川だと東小学校だ、果たしてあそこがどうだろうかとその辺の見

直しが今後進められていくことがあるのか、見直しをどういうふうな形でしていくの

か、現地を全部一回回ってみて果たしてここが広域避難場所でいいだろうかというふ

うなことをこれから調査していかなければまずいと思うんです。地元としてあそこは

行ってはだめだよという形になっているものですから、その辺の見直しをどういうふ
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うな方向性でいくのか、そういうことはどうですか。 

会長   先ほど２１カ所の人たちの意見を聞きながら、もう一度防災対策の見直しを

するという動きがもう既にスタートしているというような話もありますので、多分地

域の住民の皆さんから今言ったような話、本当にここの地域、どことどこの地域が中

学校へと広域避難場所として避難した場合に本当に（不明）あるのかどうかとか、そ

ういうことも多分地域の皆さんからいろいろな意見が出てくると思うんですよ。だか

らそういうことで今いろいろ動きを始めたいじゃないかなという感じがしますけど。 

寺門委員   スケジュール的にはどうなの。蒲原のことを調査というか皆さんの意見

を聞く時期がどのくらいになるんでしょうか。 

稲葉委員   ６月７日に蒲原地区の防災懇談会を予定しています。それの参加者は会

員と自主防災会長１９名、プラス自治会長、兼務していない自治会長を一応対象とし

て意見交換会やるということで今進んでいます。 

会長   そうすると住民の皆さんというのは入らないの。 

寺門委員   入らない。だから自治会長、自主防災会長ととりあえずやる。各自主防

災会長なりがその地区のいろいろな声をもって参加してくれれば一番。でも一応それ

はもう連絡してありますから、開催日だけは。もう一度今月末に見直しをしてそれぞ

れの地区の課題等をもって、そしてこの懇談会に出るようにという指示はできると思

います。 

会長   望月委員。 

望月委員   望月です。私が思うにはまず地震ということの考え方、これが今までの

地震、ただ揺れるということから今度は津波ということに意識の先が随分変わったじ

ゃないかと思うんです。そうしますと最初に避難場所というよりは自分の家をどうや

って守るか、どこの高台に逃げるかということじゃないかと思うんです。そのあと家

がなくなってしまった。どこへ行くんだ、広域避難場所に行くのか何なのかというこ

とを考えていかなければならないと思うんです。ですからその辺の考え方というんで

すか、今までの地震、ただ揺れということだけではなくて今度は津波からどうやって

命を守っていくかという、そうなると高いところはどこにあるんだと、それが先ほど

の宇佐美委員からも言われました中学が一次避難場所としては日軽金の研究所ですか、

あそこにしたというのはそういうところじゃないかと思うんです。ですから私どもも

考え方を少し変えて、まず高いところといいますか一次避難場所をどこに設定するの
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か、これは先ほど稲葉委員のほうからもありましたように各自治会でいろいろな取り

まとめをして、それをそういう防災会みたいなところに提案する、そしてそこに地域

として審議会としてどういうふうな取り組みをやっていくかということで、ですから

一たんこれ振り出しに戻して考えなければいけないようなことじゃないかなと私は思

うんですけど、いかがなものでしょう。 

会長   片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。今話が出たように一次避難場所と広域避難場所の区別という

のは当然必要だと思うんです。たまたま私は小金にいますけれども小金でどこへ逃げ

るんだといったときに、先ほどの蛭沢川がつぶれたら小学校には行けないんだから例

えば東名のバス停に行ったらどうかという話もありました。ということは、もし大き

な地震が来てそちらに逃げて車は多分停まるんじゃないかというような想定の中で、

そうすればもっと違った展開ができるんではないかというような気持ちもありまして、

とりあえず第一次避難場所はある意味では住民の中には東名というような想定もある

のかなというふうに思います。ですから先ほど稲葉さんが言いましたけれども、防災

懇談会の中で各地域で２１日のアンケートを調査して取りまとめるような形になると

思いますので、その中から住民の知恵みたいなものが出てくるんじゃないかなという

ふうに思いますので、ぜひ区別をした中での避難場所指定といいますか、そういった

ものを決めてほしいなというふうに思います。 

会長   一次避難場所と広域避難場所は違うと。まずそこを分けて、今片瀬委員が言

われた内容は一次避難場所を東名の上だと。先ほどちょっと会議が始まる前に望月副

会長と話したんですけど、例えば東、新栄、私たちは東ですけど、一時どこへ逃げる

んだと。今までは公園へ集まってそれでおさまったら中学校へ行くんだと、津波が来

たとき公園へみんな集まってどうするんだという話が今出ているんです。だから非常

にこの一次避難場所が不安です。広域避難場所よりも。それで今いろいろ考えると例

えば東なら興国ゴムの屋上あたりに市からしっかり話をしてもらって、そこを一次避

難場所にするとか、あるいは日の出町はリョービの事務所の屋上とか。だからそうい

う各地域でいろいろの意見が出てくると思うんですよ、一次避難場所については。だ

から今度６月７日にやる内容でもかなりそういう津波に対する対応の話が出てくるじ

ゃないかなという気がするんですけど。だからもう少しこの内容については経過を見

ますか。今まではただ地震だけだったというのが今度は地震プラス津波ということで、
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非常に津波に対する不安を蒲原地域の市民の人たちはもっているわけですから、少し

そういうミーティング、あるいは市の対応の様子を見た中で要望していくものがあれ

ば市長に要望していくという形で、この内容については少し時間を置くと、動きを見

てからにするということでいいですか。どうですか。どうぞ。 

杉浦委員   杉浦です。今、津波ということが第一だと思うんですけど、この２１日

の防災訓練のときに各自治会で地すべり、同じ地区だったらわかると思うんですよ、

この辺が危険だと。だからそういったものも一緒に検証していただけると、より安全

な場所が出てくるじゃないかなと思うので、津波とあとは地すべり対策、２本立てで

やっていただきたいと思います。 

会長   地すべりについては地震のほうなので蒲原町のときにもこのところとこのと

ころは危ないよというところはある程度わかっているんです。津波はちょっとわから

ないですけど。わかりました。そのほか何かありますか。 

  じゃこれについては少し市の動き、あるいはミーティングの話を聞いた中でまた具体

的な話をしていくということでいいですか。 

（「はい」の声あり） 

 じゃそういうことにします。 

  続きまして宇佐美委員から提案がありました№７「防災対策について」を協議します。 

  事務局のほうから何か報告はありますか。どうぞ。 

蒲原支所参事   蒲原支所の石切山です。宇佐美委員のご意見の中で蒲原地域に設置

されています水門の管理状況についてのご質問がありましたので報告させていただき

ます。 

  蒲原地域におきましては水門が３カ所設置されているのを確認しました。小池川の下

流に設置しております小池川樋門、それから谷津沢川の下流に設置しております向島

排水樋管、この２カ所の水門につきましては富士川のほうに通じております。もう１

カ所、日本軽金属が発電用として放流しております放水路に設置してある水門があり

ます。私のほうからはこの小池川の樋門、それから向島の排水樋管について報告させ

ていただき、放水路の水門につきましては会長のほうから説明があると思いますので

よろしくお願いしたいと思います。 

  小池川の樋門、それから向島排水樋管につきましては１級河川の富士川の洪水、それ

から高潮、津波による逆流を防止するために設置されております。まず小池川の樋門



 

 ―１８― 

ですけれども、富士川の左岸にあります国土交通省の富士川下流出張所で管理してお

りますけれども、水門の操作ですとか点検につきましては静岡市が委託を受けて実施

しております。水門の開閉につきましては、通常は遠隔装置で水門を開閉するように

セットされておりまして富士川の下流出張所で操作ができるようになっております。

点検時につきましては手動に切り替えて実施しております。点検につきましては基本

的に毎月１回実施しておりまして、雨季となります６月から１０月につきましては月

２回の操作点検を行っております。３月１１日に発生しました東北地方の太平洋沖地

震では大津波警報が発令されておりますけれども、このときは遠隔装置により水門を

閉じております。 

  次に向島排水樋管ですけれども、現在、静岡市河川課が管理しておりまして、やはり

月に１回点検を実施しております。こちらの水門開閉の操作につきましては自家発電

によって手動で対応しております。こちらにつきましても３月１１日の大津波警報が

発令された際には、解除されるまでの間水門は閉じております。 

  なお両水門の操作員につきましては、ともに日の出町の方が委嘱を受けて対応してお

ります。以上、小池川の樋門、向島排水樋管につきまして報告させていただきました。

放水路の水門につきましては会長のほうでよろしいですか。お願いします。 

会長   放水路の樋門については、国土交通省海岸管理事務所と今、管理について覚

書を作成しようということで話し合っているということで、日軽金の土木課長からの

話ですけども、放水路には日軽金のものと国交省のゲートがあります。２つあります。

日軽金のほうが上流です。国交省のほうが下流のゲートとなっています。国交省のほ

うは防災に関するゲートで操作規則については現在策定中ということでまだ全部決ま

っておりません。策定中であります。ただゲートを締める際に日軽金の発電所をとめ

なければならないんですね。上から水がぼんぼん落ちてくるわけですよ。ゲートをと

めたらその水はどうなってしまうのという話になりますから、津波でゲートをとめる

ということになると、まず鉄管路の上のところをとめて富士川のほうへと水を、大き

いパイプが富士川楽座の下ぐらいのところを通って山の上から富士川へと落ちるよう

になっています。だからまず津波が来て国交省のゲートをとめますよと、上に上がら

ないようにということになると日軽金は水をそちらへ放水する準備をして発電所をと

めなければならない。そういうことで今、日軽金と国交省で話し合っているというこ

とです。 
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  それから操作については、電動で遠隔操作できると。それからスーパー堤防のほうは

国交省の管理ですけれども、チリ地震のときは樋門ぎりぎりのところまで下げて終え

たと。水は流していたんですけど、ぎりぎりのところでとめておいたというような話

を聞いているということです。それから東日本の地震の対応は今協議中ということで

具体的には動かなかったじゃないかというふうに思っています。放水路の樋門につい

ては以上です。 

  どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。放水路の話を聞いていて、やはり５分とか何とかで即放水路

の樋門をふさがなければならないんだけど、全部おろしてしまって放出ができない状

態にするのは危険だけど、通常の放水状態でぎりぎりのところまでおろしてとめてお

けば津波が来ても片方から水は来るし、その水面ぎりぎりのところまで樋門が落ちて

いれば今度は海からの水は防げるわけだから、向こうの操作をしなくてもレベルいっ

ぱいまで落ちれば津波対策は数分でできるのかなと感じます。 

会長   チリ地震のときはそういう対応をしたということで、ただ完全にゲートをお

ろしてしまうということになると、水が流れないからそういう操作をしなければなら

ないということです。折原委員。 

折原委員   ２カ月前の安全会議のときに緑川さんがおっしゃっていました。日軽金

に勤めていましたから。鉄管路の上の水は地震が起きたと同時に自動的にドスンと全

部シャッターが下りると。そして下りたと同時にたまった水は脇の大きなへこみがあ

るから、それに全部落ちると。流れるんです。瞬間的にそういう形になっているらし

いです。その訓練は毎回やっているそうです。地震が起きたと同時にこっちに落ちる

水は残っている水だけで上からあふれてくることはないという。だから残ったのは全

部向こう側に落ちて富士川に流れ去るようになっているということなので、そうすれ

ば別に５分もかからないと思うんです。下のほうに流れていくのは。だからその心配

はまずこっちからふたを閉めてもあふれるということはないでしょうということが言

えると思います。 

会長   先ほどの宇佐美委員の防災対策について何か意見ありますか。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。ちょっとお聞きしたいですけど。先ほどの日野委員と同じよ

うなことですけど、３月１１日の東日本の大津波が来てああいう惨事になったわけで

すけど、富士川がきのうの話だと大した波の高さじゃないですよね、蒲原海岸へ来る
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のは。そういう話ですよね。１５メートル超えるような波は来ないという話ですけど、

経験したこともない人がああいうことを言っているんですから、果たして学者の中へ

入っているでしょうけど、何か富士川が半分に割れると、駿河湾に富士川のほうへ沿

ってこういうふうに割れるような感じらしいんです。そうした場合には東のほうが沼

津の方向が高くなるというような感じの話をしていましたけど、この樋門が果たして

その津波に耐えられるのかどうなのかというのもあるわけですよ。（「そうなんです

よ。」と日野委員が言う。）そうですよね。だからその辺ももう一回検証してもらっ

て、どのぐらいのものに耐えられるのか安全なのかどうなのかということを一回検証

してもらう必要が私はあるような気がするんですけど。だって耐用年数だってあるで

しょう。だからそういうことも１つ検討してもらいたいと思います。 

会長   宇佐美委員の一点目は、樋門を操作するのにどういう内容になっているんだ

と、実際に人がやった場合、非常に危険じゃないかというようなことも含めて実効性

があるものなのか知りたいということで、これは個人が樋門のいろいろな内容を知り

たいということで、こういう要望していきたいという話じゃないんです。こういう要

望を市のほうへしていきたいという考え…。 

宇佐美委員   宇佐美です。３月３日の時点で考えていたことにつきましては、もし

津波が来たときにこの樋門が有効に動くのかどうかというただそれだけの疑問であっ

たんですね。それを考えたのは、その前に西浦海岸のゲートが一切動かなかったとい

う報道があったことを踏まえて私たちの地区では非常に低い、地盤が低いものですか

ら、それを考えたときに津波が来てしまったら危ないぞと、実際本当に動くのかなと

いうただ単純な疑問だったんです。ところが３月１１日にこれだけのことが起こって

しまったので、今度はもうちょっと進んだ要望を出していきたいという気持ちはあり

ます。と言いますのは、まず段階的に考えていかなければいけないんですけど、まず

第１段階としてこの先に多分津波の想定自体を変更してくるんだと思うんです。そう

なったときに、じゃあどうなるか、ということを待たなければいけないんでしょうけ

ど、ただその津波の例えば、済みません、私はっきり覚えてないんですけど、チリ地

震とか東北地方の津波は５０年確率だったんじゃないかと思うんですね。５０年に１

回起こるかどうかの確率というのだったと思うんですね。ところが今回のこの津波と

いうのは１０００年の確率だというふうな言われ方をしていますよね。そうすると例

えば東海地震も、きのうも話に出ましたけども３つの地震が連動した場合１０００年
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確率でも危ないんじゃないかと、２０００年確率とかもっと下の確率で考えていかな

ければいけないんじゃないかと、まずそこの基準となる確率のところをできる限り低

いというか高いというかどういう言い方かよくわからないんですけど、起こりにくい

確率のもので考えてもらわないと、そこからスタートしてもらいたいというのがまず

１つ目の要望です。２つ目の要望が、それを踏まえた上で今ここにあるものがそれに

耐え得るのかどうか。耐え得るんだったらいいんですけど、耐えられないんだったら

一体いつまでにこれを改築、あるいは交換、あるいは何か有効にするためにはどのく

らいの期間、時間待たなければいけないのかということを段階的に２つの要望をして

いきたいなというふうには考えています。 

会長   要するに３日に話した内容と１１日の津波でかなり考え方が変わってきてい

ると、それはみんなそうですけどね。 

  １時間以上経ちましたので、ここで２５分まで休みますか。 

休憩 午後 ３時１３分 

再開 午後 ３時２７分 

会長   審議会を再開します。 

  どうも皆さんのお話を聞いていると３月３日に提案した内容であって３月１１日の大

津波でまた考え方が変わってきたということがありますし、市のほうでも県のほうで

もどういう内容で、今後出してくるかということもちょっとわかりませんので、この

地震の問題については少し様子を見るということで、そういうものを見ながらまた審

議会でも意見が出せるようなものは出していくということでいいですか。宇佐美支所

長。 

支所長   先ほどの休憩前に広域避難地の収容能力ですか、これについてちょっとお

話がありましたので、休憩中に静岡市の地域防災計画、この資料編があるですが、そ

こを探してみましたら蒲原地区の広域避難地の収容可能人数、これが入っておりまし

た。これは旧蒲原のときの計画がちょっと荒っぽくて建物面積のうちの２平米に１人

というような計算をされているんですが、今回の静岡のほうはもう少し細かくしてあ

りまして、全体の面積、それから利用可能面積、この利用可能面積を３平米に１人と

いうような計算にやり直されております。ということでまず市民センター、延床面積

と利用可能面積、収容人数とありますが、収容人数だけでよろしいですか。 

会長   収容人数だけ。後でその資料を配ってもらうということで、とりあえず聞く
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だけにしましょう。 

支所長   それではまず収容人数だけ報告いたします。蒲原市民センター４０６人、

それから蒲原中学校６８７人、それから蒲原西小学校１９０人、蒲原東小学校２５０

人というようなことです。それから東小学校につきましては、今の２５０人は体育館

です。東小学校の校舎のほうにつきましては５８３人。それから西小学校につきまし

ても校舎５８８人という数字が載っております。蒲原中学校につきましては校舎のほ

うについては数字が入っておりません。 

  それから市内全体の広域避難所、避難地のリストがありますが、ほとんどが学校です。

それから保育園といったようなところ、公共用の建物ですね、というのは耐震化とか

そういうのを進めたときに市の施設でないとなかなか進まないということで、こうい

うことになっているんじゃないかと思いますが、そういった建物が指定されておりま

す。以上です。 

会長   また後で面積とか３平米で１人というような割り出し方をしているようです

けど、資料をもらうということでいいですね。 

  それではそういうことで地震、津波対策については少し様子見ということでお願いし

ます。 

  それから活断層については、前回５月１２日に打ち合わせしたときにインターネット

で蒲原地域の活断層はインターネットで調べることができると、確かにそれで見ます

と新蒲原の駅の近くに１つ断層がありますね。何断層でしたか、そういう調査ができ

るということですけど、宇佐美委員、これどうします、内容については。 

宇佐美委員   宇佐美です。実際にこの断層の幅と言われていますものは１メートル

とか２メートルとかここまで正確じゃないと思うんですね。５０メートルの幅のどこ

かに断層が入っている。実際にその５０メートルとはいっていても、例えば淡路のと

き断層がずれていますけど、あれも言われていた断層とは相当離れている場所で実際

には動いたということがあるようですね。ただそれはどういうことかというと地面の

奥のほうの断層なのか、表面に近いところの断層なのかによってずれ方も違ってくる

と。これも実際こういうふうにしっかり書いていただいておりますけど、これも多分

そういう幅がある内容のことだと思うんですね。一概にこれを発表したからといって、

もう発表されているんですけども、実際にそこに住んでいるかたをどうするかという

ことよりも、今ちょっと話をしていたんですが、そこが例えば広域避難地などに指定
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されていたとする地域であって、そこに避難しているのに１回目の大きな地震で避難

しました。そこがずれる可能性がある場所が広域避難地に指定されていて、その上で

例えば余震が来て少し緩み始めていたものが余震によってまたずれてしまったと。そ

うすると建物の崩壊とかがあり得る。となったときには、やっぱり大きな問題がある

と思うんですね。ですからそこのところの意味での先ほどの日野委員の話の広域避難

地の部分というところと含めて考えてみると、やっぱり個人のお宅ということよりも、

そういう広域避難地であったり、一次避難地であったりということとずらしていかな

ければいけないはずなので、これから意見は続けて上げていく必要があるなというふ

うには思っています。 

会長   そうすると個々の問題じゃなくて、公の問題として避難地等がその上にある

ときは行政としてはどうするかというような話ですね。これも要望というよりも問題

提起という形で行政のほうで少し調べてもらうと。そういうことはどうですか。例え

ば蒲原地域の避難地、指定されている広域避難地が断層がありますよね、調べたら。

そういう上にあるのかどうか、調査ができるのか、どうですか。 

支所長   支所の宇佐美です。地震対策専門の先生、オブザーバー、そういうかたが

いると思いますので、そういったかたの中でこういった調査結果を県なり国なりには

いただいていると思いますが、今おっしゃりましたような広域避難地に断層が走って

いるかどうか、またそれがどういった影響があるか、それはどういった対策方法があ

るかとか、そういった問題だろうとは思いますが、そこまで研究されているかどうか

わかりませんが、とりあえずは関係する機関に問い合わせして、皆さんに納得できる

ようなお答えができるかどうかわかりませんが、問い合わせしてみたいと思います、

よろしいでしょうか。 

会長   今の内容に関連ですか。いいですよ、杉浦委員どうぞ。 

杉浦委員   ちょっとずれるかもしれません。そういった一連の話し合いの中で起き

た問題提起を、やはり市として新たな防災のハザードマップ等、そういう形で市民に

今後知らせてもらえるようになるでしょうか。しかも割と早い段階でいろいろなこと

を教えていただけるといいじゃないかと思うんですけど。 

会長   それはどうでしょう。 

支所長   これは皆さんの要望という中で、例えば今浸水域のハザードマップができ

ているのと同じように、公開しても十分耐えられるような内容であればそれを公開し
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なさいとか、してほしいよとか、そういった知識も住民のかたは求めているんだとい

うような形で市に提案していくとか要望していくというようなことはできるんじゃな

いかなと思いますけど、どうでしょうね。 

会長   防災対策室のほうでいろいろ市民の意見を聞きながら多分対策が出てくると

思うんですよ。それについては決まり次第やはり皆さんのほうには提出してくれるよ

うになると思うんですよね、回覧板とかそういうので。こんな対策が考えられますと

いうようなことで出てくると思いますけどね。 

杉浦委員   杉浦です。よろしくお願いします。 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   これからのいろいろな課題の始末の仕方だと思うんですけど、先ほど出

た地区防災懇談会、そういうところで自治会とか自治防災会の会長がいろいろ意見を

言っていくんですけども、例えば２１地区、それを集約していくと個々の固有名詞な

んか出ないで大きな観点からの対策というふうなまとめ方になるんじゃないかなと思

うんですよね。ですからそれはそれでやってくとして、せっかく蒲原は地域審議会と

いうのがあるので、いろいろ課題はあるけど緊急事項として防災、地震、津波、３．

１１を教訓にしたとりあえずこういうことが心配だよとか、ここを見直ししてくれと

か、する必要があるとかということをダーッと羅列して、それを確認したいなという

ことを地域審議会としてまとめて、そしてドーンと別の要望とは別に出してもいいじ

ゃないかなという感じがするんですけどね。 

会長   蒲原地域の中で市長に直接意見を述べることができる、要望することができ

るのは地域審議会だけですから、そういう要望の仕方はできると思います。そういう

意味では地域審議会でなくても地域懇談会というのを別にやって皆さんの意見を集約

して改めて地域審議会にそれを持ち出して、じゃあこうしましょうと、皆さんの意見

を十分出してもらって、今言ったように津波対策で各地域に高いところ、企業の事務

所の屋上を市のほうから交渉してもらって、そこを一時避難場所に指定してもらうと

か、そういう要望を出していくとか。だからいろいろな意見、例えば今言ったように

東名高速道路のところへ行くという話もあるですが、各地域の一時避難場所について

こういう要望していくとかというのは出てくると思うんですよ。だから一度、防災、

津波対策についての地域審議会の懇談会を開くというのはどうですか。これは皆さん

に考えておいてもらって、いついつまでに考えをまとめてもらって、それぞれの地域
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の実情もあるでしょうから、いろいろな意見を出してもらって、津波対策について地

域審議会でこういう要望をしていこうというものがある程度まとまれば、地域審議会

を正式に開かなくても当然あるわけですから、そのときにみんなで確認して市長あて

に要望書を出すと、どうでしょうか。 

稲葉委員   関連して・・。 

会長   まだまだほかにありますので、その他で言ってくれますか。 

  それでは残りの６、７についてはこれで終わりたいと思います。 

  １から７の項目についてすべて皆さんの意見を出していただいて方向性が決まりまし

た。次回の審議会で蒲原地域審議会として要望していく項目をまとめていきたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。 

  次に（３）の「合併建設計画関連事業の整理について」を議題とします。 

  この件につきましては蒲原地域における課題等の中で望月委員から提案がありました

合併建設計画関連事業の整理について審議していただくものです。本日は事務局から

合併建設計画関連事業の整理についての基本的な考え方を説明していただき、審議会

委員の皆さんからのご意見等を踏まえて次回の審議会で事務局案を出してもらって審

議していくということにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

  それでは事務局より説明をお願いします。 

総務・防災課参事兼区付主幹   総務・防災課、山梨でございます。お手元の資料３

の２枚目、Ａ３の用紙、つづら折りになっている合併建設計画蒲原地区関連事業等と

いうのをご覧いただけますでしょうか。ご承知のとおり合併いたしまして合併建設計

画がスタートしたわけでございます。関連事業として７４事業が挙げられまして右下

側にございますように、２２年度の時点で完了している事業が１４事業、推進中が３

７事業、内部検討中が１５事業、未着手が８事業ということで、このような形になっ

てございます。今回ご提案させていただくものは網かけになっている部分、全部で４

６事業になりますが、これはすべて完了したものと、それと内容的に管理運営経費的

なもので事業が進められているものを挙げさせていただいております。具体的な例を

出しますと、１番のところ、蒲原東・西部保育園運営及び施設維持管理事業とござい

ます。これは保育課が担当しているわけですが、これについては保育園が存続する限

りずっとこの事業というのは存続していくということで、毎回毎回の事業進捗に関わ

る審議というのは必要ないだろうと、一覧表に載せて年度に関わる予算額ぐらいを提
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示していただきまして本当に審議していただかなければならないようなもの、この２

番目の蒲原東・西部保育園の統合事業というのが未着手になっておりますが、これが

実際にスタートしてしまった場合どうなのか、あるいは学校給食施設の統合事業、２

３番になりますけれども、地域のＰＴＡだとか、あるいは地域の皆さん方が統合した

場合どうなのか、統合が本当に望ましいものかどうかということを事業を絞る中で、

この白抜きの部分が全部で２８事業ございます。その辺を十分審議していただくとい

うことで、整理して絞り込んで皆さん方に審議いただくほうがより効果的な審議会の

運営につながるのではないかなということで提案させていただきました。あくまでも

事務局提案ということでございますが、次回に提案させていただきます事業について

もっとこの辺は審議する内容に含めたほうがいいんではないかなというようなご意見

を次回いただければと思います。全般的な考え方というのは以上でございます。 

会長   今事務局のほうから関連事業について、この白の、網がかかってないところ、

こういうものについて、いま一度話し合って削除するものは削除していくという提案

を次に出したいんですけど皆さんの意見を聞きたいと。どうでしょうか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。ここの白い２８事業について、それを進めるべきなのか却下

するとか、その辺の区分けを次回からやっていくという案ですね。でも中にはもう地

域審議会で結論づけたものも、例えば３２番の神沢地内公園整備事業というのは、こ

れはもう不要だということでこの前方向づけしましたよね。改めてもう一回やっても

いいんですけど、何かそれが混在しているのかなという感じがしますが。 

会長   実は平成２０年度に市長に要望書を出すに当たって地域審議会の中で７４項

目を全部チェックしたんです。そのときの審議会委員の皆さんと話し合って、例えば

蒲原東・西部保育園統合事業については別に住民が要望しないと、マンモス化は子供

を大事にしようという趣旨から離れるということで要望しないというような、そのと

きの審議会では結論になっているんですけど、新しい人がたくさん入ってきているん

でもう一度皆さんの意見を聞きながらこの白の項目について整理していこうというこ

とです。 

  平成２０年度の地域審議会で登録を要望しない事業というのをそのときは決めたんで

すよ。その理由が載った資料を早くしようということになっているものですから、そ

れを見ていただくと、そのときの審議会委員の意見はこうだったということが載って

います。 
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日野委員   この推進中というものの中に網がかかっているものと白のものがあるん

ですけれども、この網がかかっているのはもう決定してやることになっているから、

これはずっともう網がかかっているということですか、同じ推進中でも白と網との違

い。 

会長   事業がスタートしているので予算がついているんですね。 

日野委員   事業がスタート、推進中でも網がかかっているのはもうスタートしてい

るから推進中。 

会長   例えば完了しているところとか推進しているのは予算が計上されているとい

うことです。ほかのものについては事業が動いていないということです。なぜ動いて

いないのかということについて……。どうぞ。 

日野委員   日野です。例えば３４番の場合に、予算は２２年からついていますけど

白ですよね。それから４５番も予算がついているけど白ですよね。その違いが私ちょ

っとわからないですが。 

会長   そうですね。ちょっと説明してください。 

総務・防災課参事兼区付主幹   網がかかっているものの中で推進中というのは、管

理運営経費的な事業であるということで末代そのままつながっていくんじゃないかな

ということが予想されている事業でございます。それと終了までということ。網がか

かっていない推進中というのは、事業推進している中でいろいろな問題が出てきてい

る、あるいは問題が起こりそうなものが予想されるのではないかなということがあり

ますので、この辺については推進中であっても改めて審議会の審議を要する部分では

ないかなということで判断させていただきました。 

会長   わかりました。杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。私、何回前かちょっと忘れたんですけれども、こういう推進

中とかそういったものについての回答を市のほうに求めたところ、ちゃんとした一応

こういう資料№１、いつのものだったかな。一応１から全部のものが継続中であると

かどういう理由かということが回答されたものが私たちの手に来ているんですよ。で

すからこれを見ながら今後決めていけばいいということですよね。 

会長   そうですね。この提案についての質問。要望は後にしてください。宇佐美委

員。 

宇佐美委員   宇佐美です。質問です。この網かけの部分については、今後地域審議
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会の中で話す必要がないと思われるという、こういうことですよね。でよろしいです

よね。 

会長   どうぞ。 

総務・防災課参事兼区付主幹   総務・防災課、山梨でございます。これはもう経常

的な経費ですから審議しなくてもずっとついていくだろうと、それよりもう少し白抜

きになっているような部分を十分時間をかけて審議していただいたほうが会として十

分な機能が果たせるんではないかなということで判断させていただいているものでご

ざいます。皆さん方のご検討をいただければというものであります。以上です。 

会長   宇佐美委員。 

宇佐美委員   そうすると、これは事務局提案であって、もし万が一この網かけの中

にもこれから継続審議が必要だなと思うような案件があれば、また手を挙げてもいい

ということでよろしいですか。 

会長   どうぞ。 

総務・防災課参事兼区付主幹   そのとおりです。 

会長   どうぞ。 

山本委員   済みません、山本です。基本的なことですが、これ今１枚目と２枚目が

ございますよね、資料が。１枚目と２枚目のこの網かけが違う部分があるんですが、

これ２枚目のほうが先ですか。１枚目のほうがその後で決まっている最新のものです

か。 

会長   ちょっと１枚目と２枚目、どういう意味で２枚目がついているのかというこ

とを説明してください。 

総務・防災課参事兼区付主幹   総務・防災課の山梨です。２枚目をつけ足していた

だいたのは、特記事項の部分、網かけの部分がちょっと違っているんですが、特記事

項の部分を参考に見ていただきたいということでつけ足していただいていますので、

２枚目の左側は、なしとして考えていただければと思います。 

山本委員   １枚目の方は……。 

総務・防災課参事兼区付主幹   そうでございます。１枚目を見ていただきまして、

参考に２枚目の特記事項を見ていただくということでございます。 

会長   わかりました。そのほか何かありますか。今聞いておきたい内容です。稲葉

委員。 
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稲葉委員   稲葉です。この白抜きのところの２９番、公共下水道整備事業、これに

ついて次回からどうするんだという話をしていくにしても、昨年の１０月にもうアン

ケートをとって当然分析もまとめもできていると思うんだけれども、それがいまだに

公表されていないし知らないんですよね。何をどうしているのかわからないんですが、

もうちょっと例えばアンケートの結果を見て、これをもって例えば市はどうやろうと

方針を決めるのかというふうなことを考えていて、もし難航しているならばそれはそ

れで言ってくれればいいと思うんですが、そこまで奥に行政が踏み込む前に、例えば

アンケートは客観的なデータとしてこういう結果だということでどんどん公表してく

れてもいいんじゃないかな、またそれが全般に公表できないんであるならば、少なく

ともアンケートをやってくださいよといってお手伝いした自治会だとか、そういうと

ころにこうだ、結果だよとか、それをベースにしてもうちょっと意見を欲しいとか何

らかの形で進んでかないと、もうあれから半年以上経っているわけで、これからの審

議会での審議のためにもアンケート結果はまとまってなくても中間報告でもいいから

出していただいて、それを勉強する中で、ここで検討していけたらなというふうに思

いますので、要望です。 

会長   そこの事情について私も打ち合わせのときになぜ出てこないんだと最初は２

月に出る、それが４月に出る、結局まだ出てこない。なぜかということを聞いていま

すので、ちょっと話を。 

総務・防災課参事兼区付主幹   総務・防災課の山梨でございます。ご指摘のありま

した公共下水道整備事業について昨年の秋に各地域の皆さん方に、下水道計画課のほ

うからアンケート調査を依頼したものでございますが、アンケートが終わって３回目

になっているかと思います。本日も午前中に連絡しましてアンケート調査はどうなっ

ているのというお話をさせていただいたんですが、関わっている議員さんたちへの説

明がまだすべて完了していないということでお話がございました。よって間もなく出

せますよということをおっしゃっておりましたので次回には説明ができる資料をお渡

しすることができるかと思います。蒲原・由比に一人ずつ議員さんがおりますが、お

１人については説明が完了しております。もうお１人を抜きにはできないものですか

ら、そちらの説明をさせていただいた後、審議会の委員の皆さん方にご提示させてい

ただきますという返答をいただいております。以上でございます。 

会長   どういうこと。蒲原・由比の議員さんにまだ説明が済んでない。議会のほう
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の根回しがしっかりできていないから、まだ。議員でしょ。 

総務・防災課参事兼区付主幹   議員です。 

会長   だから地元議員が、私が知らない前に何で地元へ言ってしまったのかという

話になるわけでしょう。おかしいですね。だって蒲原地区の市民全員に協力を求めた

アンケートでしょ。できたらすぐ市民に公表するのは当たり前のことだと思うんです

けど。 

日野委員   逆に言えば蒲原が協力したわけですから、これ由比も一緒に（「蒲原・

由比」の声あり）由比も一緒にやっているからやっぱり両方にしないといけないとい

う・・。 

会長   由比の議員のほうにもね。それじゃもう一度いつまでにということではっき

り今度は聞いてください。ずっとそんなことでは困ります。公共下水道については小

嶋市長のときに要望書の第１に上げてありますし、早急にやってもらいたいという話

で、アンケート調査をしてからということで言われていますので、早目にこちらへの

報告をお願いしたいということを強く審議会のほうで要望していたということで、よ

ろしくお願いします。 

  １つだけ確認したいですけどいいですか。この表は網かけの金額もまた従来どおり出

してくれるんですか。というのは、急に例えば管理費が減ってしまったというような

数字がもし出たときに、なぜですか等やっぱり疑問もあるものですから、数字は出し

てもらうことはできるの。 

総務・防災課参事兼区付主幹   今まで同様この項目を変えるということでなく、こ

の項目の予算額あるいは決算額というのはお示しさせていただきます。審議の内容を

白抜きの部分で絞っていただいたらいかがでしょうかということでございます。 

会長   わかりました。例えば来年の予算がこうつきましたと、決算こうなりました

という内容については審議会のほうへ出していただける。わかりました。 

  そういうことでこれを見ていただいて、次の第９回の審議会で皆さんの意見を出して

ください。よろしくお願いします。 

  少しまた時間が長くなりましたので、その他に入ります。 

  委員の皆さんから本日の審議項目以外で何かご意見、ご質問等ありますか。折原委員。 

折原委員   折原です。ＰＲです。蒲原地区防犯まちづくり大会というものが６月１

２日に市民センターのホールで行われます。これは蒲原地区安全会議が主催しており



 

 ―３１― 

ますが、ＮＰＯ法人静岡県防犯アドバイザー協会の協力のもとに行う事業です。蒲原

地区を挙げて多くのかたにこの大会に来ていただきたいと思って皆さんのところに資

料をお配りさせていただきました。この日はちょうど子供会の長縄跳びの日と重なっ

ているんですけれども、高齢者のかたですとか多くのかたに来ていただいてさまざま

な内容のものがあります。特に災害時における防犯対策という項目もありますので、

ぜひ老人会のほうにもこれＰＲしますけど、あと回覧でお配りしますけどＰＲをして

いきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。主催は蒲原地区

まちづくり推進委員会、蒲原地区安全会、共催として蒲原地区連合自治会と県の防犯

アドバイザー協会です。よろしくお願いします。 

会長   日野委員。 

日野委員   これがこの地域審議会の要望として出していいかどうか私ちょっとわか

らないんですけれども、社会福祉協議会、福祉センターですよね、それが今度何か蒲

原の福祉センター……。 

会長   ちょっと待ってください。今の話についてはいいですか。 

  この件についてはよろしくお願いします。 

  日野委員。 

日野委員   社会福祉センターのほうが主になったので、蒲原の福祉センターには蒲

原支社とか蒲原何とかという蒲原という言葉がなくなってしまったんです。そうする

とボランティア連絡協議会でも何でも事務局はここに置くといったときに清水福祉セ

ンターになってしまうんです。蒲原という言葉がどこにもなくなってしまうので、や

はりとても不都合じゃないかという声が上がっています。それは一体どうしてそうい

うふうになってしまったのか、行政なのかどうか私もわからないですけど、その社会

福祉センターというのがハートピアのところが主になって、こちらは分庁舎でもない

らしいですよね、前は蒲原支所だったですけど、その蒲原支所とか何とかという言葉

が全部なくなって福祉センターで終わるんですね。その辺が私たち、こういう審議会

で要望できるものなのかどうかわからないですが、蒲原窓口でもいいですから、蒲原

という言葉を入れていただけないのかなと思ったんですが。 

会長   まず事実確認、果たしてなぜそうなったかということを。 

日野委員   いや、もうなっているんです。 

会長   稲葉委員はわかりますか。はい、どうぞ。 
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稲葉委員   稲葉です。資料がないので正確には言えないんですが、身分からいくと

私は市の社会福祉協議会の評議員となっています。この４月１日から組織変更をやり

まして、３月の段階で決まったんですが、要は市の社会福祉協議会として組織を見直

して、清水地区だとか蒲原とか一本化した統制のとれた組織にしていきたいというふ

うなこととか、より良い福祉を目指してということで組織改編がありまして、今まで

は清水地区はハートピアを中心にして本部があって、そして蒲原支所、それから由比

支所というふうにあったんですが、その地域福祉というふうな部分を一括して管理す

るという組織に変わりました。そして蒲原支所だとか由比支所という名前は全部消え

て統合されたと。ただし、業務としては蒲原支所のあったところに地域福祉の担当の

職員を置いて、蒲原地区の運営というか管理というか業務をやってくということに変

わったんです。それは社会福祉協議会の部長、理事会ずっといろいろあるんですが、

そこで組織決定されたと。ですから今心配されている日野さんのボランティア連絡会

をどうするかということは清水全体の中のボランティア連絡会もあるでしょうし、で

なくても蒲原地区のボランティア連絡会というのを今までどおり継続してやっていく

ということはできると思うんです。というのは、１つ具体的にいいますと、災害ボラ

ンティアというふうなものは清水に１つあって、そして蒲原・由比は一緒に災害ボラ

ンティアの拠点を置くと、万が一という考え方も出ていますので、蒲原は蒲原で由比

と協働してそういう活動を続けていくということができると思います。そういう経緯

で組織改編があったということです。 

会長   日野委員。 

日野委員   済みません。そうすると例えば規約の中に事務局はどこ、どこに置くと

いったときに蒲原の住所を書いて清水社会福祉協議会になりますよね。そうすると、

社会福祉協議会という言葉だけでいくと清水にあるようになってしまうんですよ。由

比も多分そうですよね。でも活動はここでやっているといった場合に、やっぱりもと

は清水に属しているということですか。 

稲葉委員   もとは清水。 

日野委員   だからその辺で、蒲原の中で何で蒲原という言葉がなくなってしまうだ

ろうという話になってしまうんですよね。せっかく蒲原は蒲原で一生懸命福祉という

ものを活動しているにもかかわらず蒲原の言葉がない、事務局が蒲原でなく清水にあ

るみたいになってしまうということが何でなんだろうという、これを私みんなに聞い
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てきてほしいと言われたので、こういうところでこれを質問していいかどうかはわか

らないんですが、伺いたかったです。 

会長   事務局のほうでわかります。組織が変わって……。 

支所長   稲葉委員から聞いているくらいの話しかわからないんですが、ボランティ

アの連絡会ですね、これ由比・蒲原で組織されていて、その組織の事務局はどこに置

くかまず決まっているんでしょうか。それはもとのすこやかセンターですよね。それ

がちょっと呼び名をどういうふうにするか相談すれば蒲原の要するにすこやかセンタ

ーの建屋の中に事務局があるよということがわかるような表現の仕方に変えてもらう

ということでよろしいかと思うんですけど。それは今、社会福祉協議会の……。 

会長   そういうことができるかどうかを確認してもらうということでいいですね。 

支所長   そうですね、できると思いますので。 

稲葉委員   蒲原地区国際ボランティア連絡会・・。 

日野委員   それはつきます。でも事務局はどうします。（「すこやかセンターに事

務局を置けばいいんじゃない。」と稲葉委員が言う。） 

会長   座談会じゃありませんので。ちょっと調べてください。そういうことができ

るかどうか。 

  そのほか、どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。先ほど防災の関係で、これから防災懇談会があるというふう

な話で自治会はそれに対応していこうかと思うんですが、これからまた皆さんといろ

いろな要望等まとめるときに参考にしていただければと思いまして先ほどピンクの紙

を配付させてもらいました。実はこれは３．１１が発生して、その３日後、３月１４

日にたまたま蒲原連合自治会の定例会がありました。議題全部終わった後、１時間ぐ

らいかけて、そのとき参加した自治会長１９人から本当に３日後のところでフォロー

しました。どうであったかという。そしてそのときいろいろ出されたことを大くくり

してありますけれども、自守というふうな意味で自分の命は自分で守るという観点か

らどういうことが必要か。それと津波の脅威、認識・対策の抜本的な見直しをという

見出しをつけましたが、そういうことに関した声、それから避難行動レベルの認識と

避難体制ということでの意見、それから自主防災組織のあり方ということ、それから

５つ目は蒲原地域の危険箇所、抜本的見直しが必要な箇所ということで声が出ていま

す。こういうふうに一応まとめてみました。多分６月７日のときには、この辺を念頭
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に置きながらもうちょっとまとめた形で意見を言っていくことになるのかなというふ

うに感じています。なお蒲原地区の危険箇所については各会長が出してきた言葉です

ので全部まだ検証してありません。例えば東小学校の発電機が動かないとか、貯水ポ

ンプが動かないとか、これは聞いただけで、これ本当はどうなのかどうかというとこ

ろの検証をしていないので、この内容がひとり歩きしてしまうとちょっと困ってしま

うんですけども、こういうふうな問題認識というか課題を感じながらその時点でまと

めてみました。それから２カ月ぐらい経っているんですが、一応もう一度これを今月

末ぐらいの自治会長会で精査したり考え方をまとめて、区の懇談会に出していきたい

と考えていますので、これから審議会でもまたいろいろ話があると思いますが参考に

していただけたらと思います。 

会長   わかりました。いいですか、この件については。 

  それではそのほかに、その他ありますか。いいですか。 

  それでは次第４、「その他」に入ります。 

  事務局から報告何かありますか。 

蒲原支所参事   それでは次回の審議会の日程につきまして皆さんで検討していただ

きたいと思います。先ほどスケジュール案、承認していただきましたけれども、次回

の審議会につきましては６月を予定しております。６月の下旬ごろを予定したいと思

いますけれども皆様のご都合を確認したいと思います。日程調整のほう、会長のほう

でお願いしたいと思います。 

会長   先ほど津波対策等について懇談会をやりたいと、早急に。そういう内容もあ

りますので、その内容も含めてまたやっていきたいと思うんですけど、懇談会のほう

は早いほうがいいですか。それとも地域審議会が６月の下旬ということでこのときに

懇談会じゃなくてこのときにいろいろ話し合うと、若干時間を延ばしてということで

もいいですか。どうですか。 

  改めて集まらないで、２時間じゃなくて２時間半とか少し延ばして津波対策のいろい

ろ話し合いをするということでいいですか。６月２３日はどうでしょう。ちょっと皆

さん向こうへいきますけども、６月２３日いいですか。 

  それじゃ次回の地域審議会は６月２３日の木曜日、このときに先ほど懇談会をやりま

しょうという要望がありましたけども、それも一緒にやりますので少し時間が延びる

と考えてきてください。いいですか。 
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  そういうことで事務局のほうよろしくお願いします。 

  そのほか何かあります。ありませんか。 

  特にないようですので、これで本日の議事はすべて終了します。３月１１日の津波発

生ということで、３月３日の提案とかなりまた内容が変わってきましたので、また改

めて津波対策等は十分に話し合っていきたいと思います。なお本日の会議録の署名委

員は篠原委員にお願いします。 

  以上をもちまして第３期第８回蒲原地域審議会を閉会させていただきます。長時間ご

苦労さまでした。 

 

                （午後４時１５分 閉会） 

 

            会  長 

            署名委員 

 


