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平成２３年度第３期第１０回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年７月１４日（木） １４時５３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、磯部委員、稲葉委員、宇佐美委員、折原委員、 

              草谷委員、小西委員、篠原委員、杉浦委員、日野委員、 

              望月委員、山本委員 

              （片瀬委員、鈴木委員、寺門委員欠席） 

        （蒲原支所）宇佐美支所長、石切山参事兼主幹、杉山主幹 

        （事 務 局）広瀬総務・防災課長 

              山梨総務・防災課参事兼区付主幹 

              久保田総務・防災課副主幹 

 

４ 議 事    

 （１）蒲原地域における課題等について（資料１） 

 （２）津波対策に関する要望事項について（資料２） 

 （３）その他 

 

５ その他 
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蒲原支所参事   審議会の前に、危険と思われる橋の現地視察ということで、暑い中

ご苦労様でした。それでは、ただいまより第３期第１０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、ご出席いただきまして、ありがとうございました。 

  初めに報告いたします。本日は、片瀬委員、寺門委員、鈴木委員の３名の委員から欠

席の連絡がありました。また、小西委員は都合により橋梁の視察終了後中座をさせて

いただいております。現在１１人の委員が出席をされておりますので、会議は成立を

しております。 

  それではまず、資料のご確認をお願いします。 

  資料１としまして、蒲原地域における課題等に係る要望書の案。それと、蒲原地域に

おける津波対策についての要望書の案となっております。皆さん、お手元にございま

すでしょうか。 

  それでは、次第２の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

いします。 

会長   皆さん、暑い中、視察ご苦労さんでした。きょうは津波対策についての皆さ

んの意見を最終的にまとめて、田辺市長のほうへ要望書として出すという話と、それ

からもう一つは、蒲原町地域の課題について長い間皆さんと話をしてきた内容をまと

めて、同じく市長のほうへ要望書を提出しようという、きょうは二つのまとめの審議

会になります。ここ毎日といっていいぐらい、新聞紙上では津波対策等についての記

事が載っていますけれども、一つ紹介させてもらいたいんですけど、数日前に新聞に

出ていましたけども、「津波備え どこまで」という大きな見出しが出ていましたけ

ど、これは、東海・東南海それから南海地震が発生するであろう沿岸地域の１９７の

市町村でアンケートをとった内容ですけれども、避難計画策定が１４％から１００％

と。じゃ、静岡県はどうかといいますと、静岡県は１９％しか策定してないと、対象

の市町村の中で。そういう内容が出ているわけですけど、なぜ、津波避難計画がおく

れているかといいますと、静岡県の場合には津波よりも地震の揺れの対策を優先して

きたということで、例えば死者が何人出ましたという予想をしているんですけど、そ

の８割が建物倒壊で死んでしまったということで、津波で亡くなった方は１割にも満

たないという想定がされていました。そういうことで、東日本の津波の被害を目の当

たりに見ますと、早急に津波の避難計画の見直しはしなければならないというふうに
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思っております。どうか、きょう、津波の内容、それから蒲原地域の課題、この二つ

をしっかり審議していただいて、８月に入って田辺市長のほうへと要望書を提出する

という段取りになっています。そういうことも踏まえて、きょうは慎重な審議をよろ

しくお願いします。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  それでは、これから議事に入りたいと思います。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。 

  はじめに「（１）蒲原地域における課題等について」を議題とします。 

  前回の地域審議会では、蒲原地域における課題等に係る要望書、これは素案ですけど

これについて審議していただきました。本日は、審議会の開催前に危険と思われる橋

梁の現地調査をしていただきましたので、安全性調査の実施を要望する橋梁の確認と、

皆様方のご意見を踏まえて作成しました要望書（案）についてご意見を伺い、正式な

要望書としてまとめたいと思います。 

  なお、本要望書は、津波対策の要望書とあわせて二つの要望書を一緒に８月８日、月

曜日に田辺市長に提出する予定になっております。 

  それでは、要望書の案について事務局より説明をお願いします。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   総務・防災課、広瀬です。座らせていただいて、説明させていた

だきます。 

  まず、資料１のほうですけど、今、会長から話ありましたように、８月８日に田辺市

長のほうへと要望書を提出するということで進んでおります。まず、表紙のところで

すけど、委員の方々それぞれ読み上げていただきたいですけど、８月８日までに、上

から４行目、「静岡市と蒲原町が合併し５年が経過し」と、その後に「合併建設計画

関連事業の進捗率は平成２２年７月現在６８．９％に達し」と、こうあるわけですけ

ど、分権のほうで数値の最新のものをまとめています。これが８月８日までにまとま



 

 ―４― 

れば、ここの数値を変更させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

そういう形で表紙はまた読んでいただければいいかなと思います。 

  １枚めくっていただきまして、要望内容につきまして四角で囲ってあります「合併建

設計画関連事業」と、こうあるわけですけど、これ、大変申しわけございません、間

違いで、「合併建設計画登載事業」に修正していただきたいと思います。 

  そして、生活環境ということで生活排水対策事業、これにつきましては、今までこの

要望書を出すに当たって、審議会のほうではこの案件については触れてはいなかった

んですけど、昨年度に蒲原・由比地区の住民を対象にした生活排水の処理に関するア

ンケートをやりまして、つい先日ですけど、そのアンケート結果が出されたというこ

とで、それも踏まえた中で蒲原・由比地区における下水道整備事業の今後について考

え方をお示ししてくださいというような要望を１点つけ加えたらどうかということで、

これ掲載させていただきました。 

  次に都市基盤として主要幹線道路の整備、これは蛭沢通線の整備ですけど、これは継

続して要望していくべきものであるという審議会の意見がありますので、これを載せ

ました。ただ、今回３．１１の東日本の大震災を受けて、その津波避難路あるいは防

災対策上から南北道路の整備が必要であるよというようなこともつけ加えた中で、Ｊ

Ｒ東海道線を高架、立体交差にする蛭沢通線の早期実施を要望しますというような書

き方にさせていただいたんですけど、現在、旧蒲原から引き継いでいるこの事業につ

いては平面交差という中で進められているというような状況でございます。これが、

別に高架になったからというと、ある程度計画の変更というようなことがともなって

くるということだけは、まずご承知おきください。 

  次にセンター事業として、先ほど主要道路における橋梁の安全性調査の実施というこ

とで、ここに８つの橋を上げてありますが、これは全部このような形で載せるのか、

それともきょう見てきた結果、これは、いらないというようなことは、この後協議し

ますか。会長、どうします。それとも全部このまま載せておきますか。 

会長   これは、きょう実際見てきた内容ですので、皆さんの意見を聞いて変更もあ

れば変更していくということにしたいと思います。 

総務・防災課長   じゃあそういうわけで、この安全性調査の実施について強く要望

したいという審議会の意見ということで、これは載せます。 

  次、裏面にいきまして、蒲原支所の跡地利用。これは前回の要望書にも載せました。
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これは旧蒲原町と静岡が合併した際には、この項目は関連事業にも載っていないとい

う中で、現在、蒲原支所は別棟を除いて空き家状態ということで、跡地をどうしてい

こうかというのは、やはり審議会においても重要な課題かなということですから、こ

れは載せていきたいと考えております。 

  次に、共立蒲原総合病院の２４時間診療体制の確立ということで、これについては蒲

原病院が現在、２４時間体制ではないですよ。というのは、日曜、休日の昼間につい

ては当番制というような形になっているということで、旧蒲原町時代に２４時間行っ

て、現状は必ず見てもらえるというような状態ではないということで、このような文

言で２４時間診療体制の確立というような文言で要望したらどうかというような考え

で載せてございます。 

  ４番目として、蒲原プールの施設整備について、これは審議会の方で審議されて、こ

れも要望していこうということで載せてございます。 

  ５番目として、蒲原生涯学習交流館の第１、第３日曜日の開館について。これについ

ても何回となく審議会のほうで協議されてきましたので、これも載せていくというよ

うな方向で、このような要望書を８月８日に出したいということで、きょう最終的に

決定していただきたいと思います。 

  資料１については以上でございます。 

会長   ただいま資料１の説明がありました。この中で、今まで課題として上げてな

かった内容が入ってきていますね。最初の生活環境の生活排水対策事業。それからそ

の他の事業の２番、蒲原支所の跡地利用。これについては、こういう形で入れたらど

うだという提案ですね。これは、小島市長のときに要望書として挙げた内容です。で、

今どうなっているのかというような内容も含めて要望書を入れていこうという提案に

なっていますけど、この点も意見があったら出していただいてやっていきたいと思い

ます。 

  それでは、何か今の説明について質問、ご意見ありますか。 

  はい、どうぞ。杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。２番目の蛭沢通線についてですけれども、説明で、現在は平

面で進められているということですが、これはこういう形で、例えば高架、防災上の

ことで、高架ということを地域審議会でぜひ進めていただきたいという要望を出せば、

今後、変更はもしかしたら可能になるということでいいんでしょうか。 
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会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   変更が可能かどうかという問題よりも、結局平面で今やっている

わけですけど、その中で、よく費用対効果というような話が出てきます。それも含め

た中で、高架にした場合の費用対効果というようなことも考えなければならないとい

うことで、変更できる、できないじゃなくて、高架としての費用対効果を考えた中で、

蛭沢通線自体が今後必要とされる道路であるかどうかというのは引き続いて協議しな

ければならないよということでございます。 

会長   はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。一応説明はわかったんですけど、審議会の希望というか今後

の進め方としては、小金の踏切は平面でもうできていますよね、平面として。ですか

ら、いろいろな防災の点を考えたら、絶対に立体が必要ではないかなと。費用対効果

ということも確かに考えなければいけないことですけれども、やはり避難ということ

を考えたときに、絶対にあそこは一カ所高架で話を進めていただけたらなと思います。 

会長   一応要望書ですから、市のほうがどうかというよりも審議会の思い、審議会

はこうしてほしいということで出したいものですから、杉浦委員としては高架はどう

しても通したいということでいいですね。はい、わかりました。 

  そのほか。はい。 

稲葉委員   稲葉です。ちょっと今のところで、細かいことですが、表現で蛭沢通線

整備（１）ですね、３行目のところが「県道３９６号線から神沢白銀線までの区間

（区間１）については」となっているんですけど、これ３９６からスタートでしたか、

この蛭沢通線というのは。もっと上の山手線からですよね。だから、これだと３９６

から北側の山手線までのところも、我々が外してしまっているような表現なので、ち

ょっと、ここ精査しないといけないなと思いました。 

  以上です。 

総務・防災課長   これについては確認させていただきます。 

会長   そのほか、質問ありますか。 

  はい、どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。その他事業の橋のことでよろしいでしょうか。 

会長   はい、いいですよ。 

稲葉委員   ここに８カ所の橋について調査してくれということでまとめてあるです



 

 ―７― 

が、元をいえばこれは各自治会から出てきた橋をそのまま受けて出したんですけど、

きょう見てきて、素人見でこれなら大丈夫だと思うものもあるんですけど、といって、

勝手にこれは要望しなくても大丈夫だなと見た目だけで判断するのも、削ってしまう

のも半分心配もあるので、ここは補修してくれとかという要望じゃなくて、まずは安

全性調査の実施なので、そのまま出してしまったほうがいいのかなと思うんですが、

その辺皆さんのご意見を聞かせてください。 

会長   今、そういう話があったわけですけども、例えば鉄管路、県道のところの橋、

下から見ると、平成８年に改修しているわけですね。かなり下から見るとしっかりし

た改修がされているというようなことも、実際に視察してみてわかったわけですけど、

じゃ、これを抜くかということになりますと、今の話のようにそれぞれの思いがあっ

て出してきたものだから、とにかく耐震調査だけは結果を出してもらおうというよう

なことで、全部出すかどうかですね。その辺ご意見ありましたら出してください。 

 はい、磯部委員。 

磯部委員   磯部です。先ほど会長が話したように、確かに新しくて最近のものだと

わかりました。でも、元蒲原町の職員に聞いても、いつごろかなというような返答し

かないわけですよね。そうなれば、今回耐震性を調べていただいて、どの程度の耐震

性があるのか、それの確認の意味を含めて調査していただいたほうがいいと思います

けど。 

会長   どうですか、そのほかに。 

  はい、望月委員。 

望月委員   望月です。きょう見せていただいて、個人的に橋の強度、それから利用

度ですね。２点チェックさせてもらったんですけど、利用度ということになりますと、

私は１から８まで、六千坪の橋というのは交通量からしたら少ないのかなと思います

けれども、後はすべてがなくてはならない。大きい、小さいはありますけれども、も

し、仮にその橋が倒壊した場合には非常に混乱を招くようなところに架かっている橋

ですので、私は今磯部委員が言われたのと同じ意見でして、調査していただくという

ことであれば、この８箇所すべてやっていただくということに賛同したいと思います。 

  以上です。 

会長   いいですか、そういうことで。 

  じゃ、どういう結果が出るか、きょうの皆さんの判定と、どういう内容が出るかわか
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りませんけど、この８箇所についてはそのまま要望書の中に入れていくということに

したいと思います。 

  そのほか、ありますか。例えばですね、４番の蒲原プールの施設整備、内容が少し変

わりました。この点について、最初からプールの建て替えを要望しますということで

要望を出すわけですけど、以前はメンテナンスをしっかりやって、最終的にどうして

もだめだという場合には建て替えをしてほしいという、そういう内容になったのをこ

ういうふうに建て替えを前面に出して要望するというふうに変わったんですけども。

提案者であります山本委員、どうですか。いいですか。 

山本委員   はい。 

会長   それから、５番目の休日の件ですけど、もっと、実際に困っている人たちの

内容を要望書の中に入れたほうがいいということで、こういうふうにちょっと変えた

んですけどどうですか折原委員、提案者として。 

折原委員   折原です。具体的にということも、もっとあったと思うんですが、これ

で十分だと思うんですけどどうしましょう。 

稲葉委員   稲葉です。地域の実情に見合った開館ができるご配慮をお願いしますと

いうことだと、条例は第１、第３が休館だと。現状のままで、どうしても使いたいと

きには申し出てくれれば現行と同じで、市長の決裁で開けるようにしますよというふ

うに逃げられてしまう可能性があるので、もっとはっきりと地域の実情に見合った開

館、すなわち休日の変更という、第１、第３も開館日にしてくださいというふうには

っきり書いてしまったほうがいいのかなと。 

会長   具体的に、どういうふうに変えますか。 

稲葉委員   こういうのがありましたですね。「利用者から日曜日の開館を望む声が

多くあります。実情に合わせ、日曜日の開館を要望いたします。」というふうに。 

会長   ここは、地域の実情に見合った日曜日の開館を要望します、と。 

稲葉委員   開館ができるご配慮をお願いしますと。運用でやりますよというふうに

なってしまうと意味ないなって。 

会長   はい、宇佐美支所長。 

宇佐美支所長   蒲原支所長です。例えば、この開館ができるご配慮じゃなくて、要

は条例ですが、条例とはいいきらないで、制度の改正をしてほしいというような、関

係する条例なり要綱とかいろいろ逃げられてしまうと、そういうこともあるので制度
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の改正とかそういうことでよろしいですか。 

会長   はい、日野委員。 

日野委員   日野です。結局条例があるために、第１と第３の日曜日が休館日という

のは決まってしまっているわけですよね。けれども、利用者からはこういう声が多く

あるために条例変更により全日曜日を開館日としていただきたいみたいな、そういう

書き方のほうがわかりやすいような気はします。 

会長   どうですか、今の全日曜日を開館日としてくださいと、条例の変更で。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   今、条例に変更となると、これ例えばですよ、清水区ばかりのこ

とをとらえた場合、２１地区が全部そうしなければならなくなってしまうんです。今

のままでいくと。条例の変更と。ですから、ここでいう地域の実情に見合った開館と

いうのは、例えば蒲原地域で極端なこと、例えば、生涯学習交流館の館長の権限でそ

ういうことができないかという程度のものがいいじゃないのかなという意味合いでこ

ういう書き方をさせてもらったんですけど。なかなか、これ２１地区、例えば清水区

ばかりだと、２１地区を条例改正させて、「蒲原だけじゃないの、そういう声が出る

のは」というようなことを言われてしまうと、というような意図もあります。ただ、

配慮となると優し過ぎるかなと思います。 

会長   いいですか。あります、望月委員。 

望月委員   ですから、私そのご配慮ということが少しやわらかいのであれば、この

ご配慮をもう少し強い、要望の強いのにしたらどうかと・・ 

総務・防災課長   例えば、地域の実情に見合った開館ができる制度。 

会長   できるようで。 

総務・防災課長   そういうことですよね。 

稲葉委員   条例改正という言葉は使わないで、できるようにお願いします、要望で。 

会長   はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。ここの文章を一番下まで読みますと、一番下には蒲原地

域の状況に合わせて変更していただくよう要望しますとあるわけですね。この言葉を

上にもってくるか、あるいはその間の言葉を抜いてしまえば通じるじゃないかという

気がするんです。例えばですが、「しかし条例に基づき第１、第３の日曜日が休館日

になっており、利用者から日曜日も開館を望む声が多くあります。」そこで１行ぐら
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い抜いて、「平成２４年度に予定している指定管理者制度への移行を機会に、蒲原生

涯学習交流館の休館日を蒲原地域の状況に合わせて変更していただくよう要望しま

す。」という文章になれば、それで強い口調にもなりますし、意味が通じていくじゃ

ないかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

会長   どうですか。 

  今の内容でいきますと、２４年度に予定している指定管理者制度への移行を機会に、

こういう要望をしていくということになるわけですね。だから、その前にやってほし

いという要望があるものですから、上が出てきたということですよね。二つの要望が

あって、一つは、こういう実情によって使い勝手が悪いと。だから何とか使えるよう

にしてほしいというのと、もう一つは、指定管理者制度に移行する、そのときに実情

に合った改善ができないかと。二つの内容が含まれているものですから。はい、どう

ぞ。宇佐美委員。 

宇佐美委員   今のことで、ちょっと質問させてください。 

  例えば、今ここでこういう形で、会長がおっしゃるように二つの段階を要望しておい

て、上の段階の部分、指定管理者以前の部分で要望書を出したからといって、時間的

なところですが、２３年度前にこれが受け入れられて、そういう変更が行われる可能

性があるのかなという気がちょっとしているんですね。そうしたら、もちろんその方

法で動いていくのはいいんですけど、２４年度の指定管理者制度に移行のとき、もち

ろん動いてくれることを私たちは望むわけですが、時間的なところはどうでしょうか。

そこまでに達して、私たちの要望が受け入れられて、休館日の変更が行われる可能性

というのはあるのかないのか。（「そうしてもらうしかない。」の声あり） 

会長   稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。私、立場上の指定管理者制度の受託というか、自治会連合会

のほうでやっているものですから、それからいきますと、指定管理者制度へ手を自治

会が上げるのは、この９月ぐらいを予定しています。そうすると、一つの条件といい

ますか、条例どおりの条件でというか、くるので、来年３月以降になってしまうと既

に決まっている条例のとおりにやらなければいけないので、動かしようがなくなって

しまうんで。上でも下でも、いずれにしても指定管理者に、「はい、この条件でやり

なさい」と指示される前に、この条件でというときに蒲原だけはこういうふうに緩や

かにとか、そういう考え方がきちっと示されていないと実現できないなと思いますの
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で、何しろ早く、９月、10月ぐらいのところまでにその考え方を整理したものが提示

されるような進め方をしなければ、ちょっと間に合わないじゃないかなという感じが

しています。 

会長   いいですか、宇佐美委員。 

宇佐美委員   はい。 

会長   それでは、地域の実情に見合った開館ができるようお願いしますという上の

内容を残して、それで下も要望していくという、二つの考えを入れた中での要望と。

今から指定管理者制度に移行するときに、こんな要望が前にあったということをうた

うことも必要だという稲葉委員の話もあったということで、いいですか。そういう内

容でいくと。あと、ありますか。 

  はい、望月委員。 

望月委員   単純な質問ですけど、その他事業の中で１から５まであるんですけど、

あえて１から５というのは、要求が低い、高いとは関係ないですね。 

会長   ありません。 

望月委員   この中で見ると、やはり共立蒲原総合病院の２４時間営業体制の確立と

いうのにここでは非常に関心をもったところですけど、もし、これが３ということに

なっているとちょっとどうかと思いまして。１に格上げしてもらえませんかという要

望をしようと思ったんですけど失礼しました。ありがとうございました。 

会長   それぞれの委員の要望ですから、これは一番重要とかということが。皆さん

がこれをトップにもっていってほしいという要望があって、それをまた検討して、じ

ゃあこれをトップにもっていこうということならいいですけど。こういう形で提案す

るということでどうですか、いいでしょう。 

  はいどうぞ、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。最初に戻って申し訳ないですけど、生活排水対策事業の件で

すけど、蒲原地区は、以前アンケート調査をしましてある程度回答が出ているんです

けど、ここには蒲原・由比地区における下水道整備事業となっているものですから、

これは蒲原だけじゃなくて由比のほうでも何か公共下水道に関しての話し合いという

のを行政の間でなされているんですか。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   いや、ここでいう蒲原・由比地区というのは、昨年度蒲原と由比



 

 ―１２― 

地区を対象にアンケートをやりました。これが前回かな、アンケート結果出させてい

ただいたんですけど、その結果に基づいて、今後市の考えはどうなのというようなこ

とを確認したいというような意味で載せてあります。 

会長   はい、草谷委員。 

草谷委員   そうすると、由比地区とはもう話し合いができているということの解釈

でよろしいですか。 

総務・防災課長   そんなことは言っていません。そんなことは出ていません。 

草谷委員   じゃ、アンケートの結果だけということの解釈でよろしいですか。 

総務・防災課長   はい。 

会長   そのほか質問ありますか。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   ２番の蒲原支所の跡地利用ですけど、これ皆さん、例えばここに

いる方々、蒲原支所というとどこを指すかというのは多分理解できると思うんですけ

ど、これ市長のところに行ってパッと出した場合、蒲原支所ってどこを指すのという

ようなことが懸念されるものですから、この文面の中に旧蒲原町役場庁舎とあるんで

すけど、そのものずばり旧蒲原町役場庁舎の跡地利用というような文言にしたいと思

います。 

会長   そのほうがいいですね。ありがとう。 

  それから、ここでこれは皆さんの了解を得るわけですけども、地震の対策についての

要望書の中にありました蛭沢通線の整備。これは、こちらで要望しますので、向こうは抜

きました。そのかわりに、この中にもありますように地震発生時における津波避難路など

の防災対策上からのということで入れてありますので。それからもう一つ、その他の事業

の１、橋梁の安全性調査の実施ということで、これも向こうの地震対策のほうにありまし

たけれども、これもこの中に、「つきましては蒲原地区内の主要道路に係る                                    

橋梁の安全性調査を実施し、調査の結果、危険な橋梁については安全確保のため耐震化な

どの事業実施を要望します」と。これは、向こうの地震のほうに入っていましたけども、

ここに、この文章を入れて向こうを抜きました。ですから、地震のほうの要望書に入って

いませんので了解してください。 

  それでは、この蒲原地域における課題等に係る要望書について、この内容で市長へ要

望するということでいいですか。 
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（「はい」の声あり） 

会長   それでは、この要望書についてはこれで終わりたいと思います。 

  それでは、５分休憩します。４０分まで。 

休憩 午後 ３時３５分 

再開 午後 ３時４０分 

会長   再開します。 

  次に、続きまして「（２）津波対策に関する要望事項について」を議題とします。 

  前回の地域審議会では、皆様から提出していただきました蒲原地域の津波対策の要望

事項について各委員から説明をしていただきました。今回は、皆様から提出された要

望事項を整理し、正式な要望書としてまとめたいと思います。要望書（案）について、

事務局より説明をお願いします。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   資料２のほうを説明させていただきます。表紙については後ほど

読んでいただいて、ここはおかしいよといっていただければ、また修正させていただ

きたいと思います。中身のほうから入らせていただきます。 

  津波対策要望事項ということで、過去の審議会において皆様方から出たいろいろな意

見をこんな形で集約させていただきました。 

  まず、組み立て方として、津波対策、避難所等対策、それとか情報周知対策、そして

防災関連全般的な対策というような仕分けをさせていただきました。 

  まず、津波対策として、１番目として「海抜表示の設置」ということで、地域住民や

他市町から訪れている方々に対しても周知できる海抜表示を早急に設置してほしいと

いうことを最初にもってきました。２番、３番、４番につきましては、これは市単独

でできるような事業じゃないということで、国等への働きかけを要望するというよう

な要望の仕方をさせていただく形になっております。 

  まず、２番目としては、「防潮堤の強度調査及び嵩上げ」。３番目、「防潮堤用遮蔽

板の設置」。４番目が「離岸堤の早期着工」ということで、この２、３、４につきま

しては県あるいは国への働きかけを要望するというようなところでとめてございます。

５番目として、「樋門の設置及び稼働確認」ということで、「津波の進入を防ぐため

蒲原地域における川や放水路等の開口部すべてに樋門を設置し、定期的に稼働確認を

実施することを要望」ということで、私、今ここを読んでいて「あれっ」と思ったの
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が、稼働確認というのは、現在あるものという意味ですよね。富士川のほうへ流れて

いる嘉右ヱ門堀、あっちのほうに、今、設置してあるものについてのことを指してい

るということでよろしいですよね。もちろんそこしかないから、稼働確認というのは。

そういうことですよね。 

宇佐美委員   はい、宇佐美です。現時点ではそうですけど、それがほかのところに

もつけばという意味もつけ加えていただいていたらいいと思います。 

総務・防災課長   

次に、避難所等対策ということで６番目から、６、７、８、９、１０という形で、

まず６番目が津波避難ビルの指定等について」ということで、津波発生時における緊

急避難場所として民間企業等が保有する土地・建物への緊急時における立ち入り許可

及び津波避難ビル指定の促進をお願いしたいということであります。 

  ７番目、「高所避難塔の設置」ということで、地震発生後、津波が到着するまでに避

難が困難と想定される地区に、１０メートルから１５メートル程度の堅固な避難塔を

設置と。 

  ８番目として、「避難所における備蓄品の見直しと備蓄倉庫の設置」 

  裏面にいきまして、９番目、「避難場所、避難路の見直し及び周知徹底」 

  １０番目、難地への誘導看板の設置及び避難路の整備」というような項目にさせてい

ただきました。 

  次に、１１番、１２番が「情報周知対策として緊急用ラジオの全戸配布」、それと

「同報無線の時間のロスの解消」この２点を情報周知対策としてあげさせてもらいま

した。 

  そして、防災関連対策として蒲原漁港区域の指定解除というところが、これがなぜ防

災関連となるかというと、その神沢地区の防潮堤の嵩上げ及び離岸堤の整備を国に働

きかけるわけですけど、蒲原漁港区域となっていると、なかなかそれができないとい

うようなことで漁港区の指定の早期解除を要望したいということでございます。 

  １４番目として、「市防災計画の早期見直し」ということで、現在は東海地震を想定

されたハザードマップ等が作成されているが、東日本大震災を踏まえて東南海地震等

の３連動地震を想定した防災計画を早期に見直ししてほしいというような要望でござ

います。 

  １５番目としては、「状況・局面・場面を多様に設定した避難訓練の実施」をお願い
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したいと。 

  １６番目は、「災害地における行政機能の確保」ということで、細かいことは、今ま

で皆さん審議会の中で話されてきましたので、このような項目、全部で１６項目につ

いて、審議会として津波対策についての要望書というような形で８月８日に資料１と

同時に提出させていただくというような考えでおります。 

  以上でございます。 

会長   ただいま、広瀬課長のほうから説明がありました。以前は１から１９まであ

りました内容を、それぞれ津波対策、避難所等対策、それから情報周知対策、防災関

連対策と、この４つにまとめてそれぞれ出すと、ただ今の説明について質問、意見等

ありますか。はい、草谷委員どうぞ。 

草谷委員   草谷です。１３番の蒲原漁港区域の指定解除。これありますが、前回の

地域審議会の中でも、私、話しましたように、以前、神沢区と堰沢区の会長さんのほ

うからぜひ指定解除をしてもらいたいという要望がありまして、３、４年前にもう文

書化して、市並びに県、それから国のほうに書類が回っていると思うんですけど、水

産漁港課のほうへ聞いていただければ、この指定解除がどうなっているかというのは

わかるはずなんですけれども、我々のほうでも指定解除の書類は出してあるにもかか

わらず、３、４年経っても全然、今だかつて音さたがないという状況ですから、そこ

のところは市と県のほうへと先に聞いていただいて、国のほうに陳情書が行っている

かどうか確認していただきたいですよ。でないと、我々も３、４年前にこの指定解除

の件に関しまして、指定解除しますよという明確な回答もしましたし、文章で出して

あるものですから、それの確認だけはしていただきたいと思います。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   今、草谷委員がおっしゃるとおりですよ。蒲原漁港区は第１種の

漁港ということで市が指定廃止できる漁港となっているんですけど、市が廃止の手続

きをしても県から引き取るつもりが得られていないような状況というのが現状でござ

います。今、それについては市の水産漁港課のほうで、県と何とか協議をしている状

況というようなところでございます。 

会長   いいですか。 

草谷委員   そうすると、県へ上がった段階で、そこでストップしてしまっていると

いうことで、国にはまだいってないということですよね、これ。 



 

 ―１６― 

広瀬総務・防災課長   そのとおりです。 

草谷委員   そうすると、３、４年前にやったことがいまだに県のところでストップ

してしまっているということだと、せっかく皆さんの同意を得て指定解除したにもか

かわらずそういう状況だと、我々が指定解除した意味がなくなってしまうんです。そ

れと、津波だけでなくて台風なんかでも越波してくると。そうすると、我々が漁港区

域をもっているがために賠償責任が発生してしまうものですから、この指定解除の手

続きを早期にやっていただきたいと思います。 

総務・防災課長   草谷委員がおっしゃるとおりで、市のほうもそのままほっといて

いるわけではないんですよ。つい最近、７月５日も県との協議をやっているというよ

うに、県のせいにするわけじゃないですけど、なかなか引き取りに難色を示している

というような状況で、市のほうもずっとそのままにしている状態ではないということ

だけは、ご理解いただきたいと思います。 

会長   はい、草谷委員。 

草谷委員   なるべく早くにやってもらいたいと思います。もし、行政だけじゃなく

て我々のほうからも県のほうへと働きかけろといえば、私どものほうでも局長のほう

に直談判に行ってきますので、そこのところよろしくお願いします。 

会長   地域審議会としても、この蒲原漁港区域の指定解除ということで要望を出す

ということですから、審議会のほうとしても、実際に地元の人たちはこういう要望を

しているんだということを強く要望していきたい。 

  そのほかありますか。はい、山本委員。 

山本委員   山本です。内容についてということではないですが、先ほども８月８日

に資料１、２を市長さんのほうに提出すると。それに対する回答というものは、この

内容に関して、いつごろいただくことができるんですか。ある程度の期限を、こちら

のほうで欲しいということがいえるでしょうか。役所には役所のやり方があるでしょ

うが、すみません、私素人ですから。ただ、内容によってはこの生活排水についても、

もう少し詳細な説明が欲しいというところもありますし、先ほどの、生涯学習交流館、

これも２４年度からといいますと、早目にというお話もありましたし。そういう、い

つまでにという期限を区切るということはできないものでしょうか。 

会長   広瀬課長とも話したんですけど、これを早目に蒲原地域の審議会から、こう

いう要望が出てきますよということを各担当のほうに渡していただけるじゃないかと。
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そして、実際に私たちが８月８日に行くときは、それに対する回答がもらえるじゃな

いかと。 

山本委員   ８月８日以前に、 

会長   以前にじゃなくて、その場で。 

山本委員   ですから、８月８日以前にある程度のお話がいっているということです

か。 

会長   そうです。 

山本委員   ８月８日の時点で、これを提出するときに市長さん側の考え方を聞ける

ということですか。 

会長   そうです。前回１時間ぐらい時間があったと思うんですけど、今回は３０分

しかありません。市長と話し合う時間が。そうすると、前は各課の、例えばこの中の

離岸堤の問題も出ているわけですけど、そういう部署の人が来て、市長の前で、「今

こうなっていますよ」と、詳しい説明してくれるんですけど、それをやっていると３

０分なんてすぐ過ぎてしまうわけですね。だから、事前に蒲原の地域審議会からこう

いう要望が出ていますよと、それについての考え方を一応まとめてもらって、８月８

日にその３０分の中でいろいろ説明してもらう。 

山本委員   審議会に対しても、その次あたりの審議会でこれに対してのお話という

のは聞けるということですか。 

会長   後でスケジュールをやりたいと思っているんですけど、８日に行きますから、

中旬か下旬、８月中にできれば地域審議会をもって、市のほうからこういう話があり

ましたという説明をしたいと思っています。 

山本委員   はい、わかりました。ありがとうございます。 

会長   そのほかありますか。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。一つ確認、ちょっと不勉強なものですから、先日津波の要望

のところで、由比漁港を活用した支援体制ということで、現状はどこまでその支援体

制ができているのか勉強不足なものですからお願いしたいんですけど、もし、既にこ

うなっているよというふうなことがあって、この要望に載せてないのならその辺ちょ

っと教えていただきたいんですが。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   すみません。冒頭にいわなければならなかったんですけど、由比
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漁港との協定については、これもう結ばれているんですよ。万が一、緊急避難の物資

の搬入とかいろいろな件で由比漁港、あるいは清水漁港と市との協定が結ばれており

ます。 

稲葉委員   ということは、万が一、薩埵が崩れてしまったときには海上輸送による

由比・蒲原、富士川とか、こういうエリアへの支援体制とか補給、それは一応できて

いるということですね。 

総務・防災課長   そのときの災害によって、もちろんそういう状態であれば可能と

いうことです。 

会長   いいですか。 

  はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。先ほどの草谷委員の漁業区ですか、それについての質問です

けどいいですか。蒸し返すような形になって、質問というか、ちょっとお聞きしてお

きたいということですけれども。 

会長   ああ、いいですよ。 

杉浦委員   ４、５年前にそういう外すという話が出ていて、いまだに進んでいない

と。それは、市から県への話の中で、何がネックになってそれほどの年数が経っても

進まないのか、それは市のほうでは把握しているでしょうか。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   もちろん、水産漁港課のほうでは把握しております。それをいか

にクリアしなければならないかということで、今やっております。 

会長   はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。その内容については、別にここでは教えていただける問題で

はないんですね。 

  はい、わかりました。 

会長   はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。今、稲葉委員からの話ですけれども、その漁協の中で細かい

マニュアルを策定しまして、地震が来て船で運搬すると。そういう面においてのマニ

ュアルは、今、一応自分が策定しております。ですから、細かいいろいろな部分で、

まだうちのほうも煮詰めなければならないところがあるものですから、それは、今策

定中です。 
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会長   ありがとうございます。 

  そのほか。はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。７番の高所避難塔の設置についてですが、１０から１５メー

トル程度という数値が出ているんですが、これは入れたほうがいいんでしょうか。そ

の１０から１５という数値を入れる必要があるかどうか、ちょっと疑問だったので。

どの程度のものがいいかは、わからないですけれども、あえて１０から１５ぐらいと

いう数値を入れたほうがいいのかどうかわからなかったので、質問してみました。 

会長   想定の前提は、なかなか難しいですね。３つの地震が一遍に来たとき、いろ

いろの人が言っていますよね。例えば、今想定されている津波の２倍だろうとか、あ

るいは３倍だろうとか、もっと高い津波が来るだろうとかね。だから、非常に難しい

ですけど、これを提案したかたは１０から１５メートル程度と提案しているんですけ

ど。どうですか、皆さんの意見は。 

総務・防災課長   確かにそうですよね。今２１地区のいろいろなところを回ってき

た中で、やはりこの高所避難タワーとか、そういうものを設置してほしいとなると、

どのぐらいの高さがいいのとなると、現在、どの高さがいいというと、なかなか難し

い話で、１４番目に市の防災計画の早期見直しということで、現在、国においても東

南海地震等の３連動地震について、起こればどれぐらいの想定になるかというのを、

今早急に出している状況ということで、正直言うと、それが出てこないと「じゃ、何

メートルがいいの」というようなことはちょっとお答えできないですよね。だからと

いって、１０メートル、１５メートル程度というのもいかがなものかなと、自分でつ

くっていてそう思いましたけど。どうしましょう、ここは。 

会長   じゃ、１０メートル、１５メートル削りますか。だから、高所避難塔だけに

しようかということですね。はい、どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。私は１０から１５メートル程度の建物というか高さの物とい

うことでいいじゃないかと思います。というのは、蒲原は１５メートルとか１２メー

トルの防潮堤があるわけですね。どういう想定をしようが、要は堤防よりこちら側で

それを必要とするということは、津波が来て１２メートルの防潮堤を超えて来た場合

に必要になるわけですね。そして、入ってきて１５メートルの高さで水がいっぱいに

なったとする。そのときにほとんどの地盤が８メートルとか１０メートルなので、蒲

原は。プラス１０といったら、１８メートルから２５メートルとかという高さになる
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わけですよね。はっきりとこのぐらいの高さの物を欲しいといったほうが明快だと思

いますけどね。何にも高さも書かないで、ただ高いところが欲しいみたいなような。

ある企業のビルがあるじゃないかとか、ここと契約すればいいじゃないかとか、ボケ

てしまうような感じがするんです。決して１０メートル、１５メートルというのが海

抜１０から１５の高さという意味じゃないと思うんですよ。地盤が１０メートルあり

ますからね。神沢白銀線の当たりでも８メートルぐらい高さがあるから、１８メート

ルの高さになるじゃないですか。と思います。 

杉浦委員   杉浦です。今の説明で、審議会として数字を出すということには異存は

ありません。ただ、私自身の気持ちの中に、そういったものがもしかしたらいろいろ

な調べがまた始まって、それよりももっと高い物を建ててくれるかもしれないし、最

低これということで出すには賛成です。 

会長   今の時点で要望することですから、まだまだ３つの地震が重なった場合の津

波の高さというのは、わからないわけですね。来年にならないとわからないとか、い

ろいろ言っているので、とにかく私たちが東日本の震災のあの津波の被害、あの恐ろ

しさというものを知って、今の時点でこういう要望をするということで考えるといい

のかなという気もします。いいですか。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。５番、津波対策の５番ですが、樋門の設置及び稼働確認とい

うところですが、この文章で、川や放水路等の開口部すべてに樋門を設置とあるです

が、放水路は、日軽金のあそこにしかないですよね。放水路といったときに軽金属か

ら出ている放水路、あそこはもう樋門が、蒲原東樋門と蒲原西樋門というのができて

いるんですよね。ですから、蒲原地域における河川等の開口部すべてに樋門を設置し

という、ここは放水路をカットしたほうがいいんじゃないかと思いましたけれども。 

  以上です。 

会長   どうですか、皆さん。はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。今、おっしゃるとおりで、放水路は一カ所しかないとい

う私も認識ですが、この文章の書き方なのかなと思うですが、定期的に稼働確認する

ことというのは放水路にも当てはまることだと思うですね。樋門設置というのは放水

路には当てはまらないけども。ですから、今どういう結果でいいのかわからないです

けども、稼働確認に関しては放水路にも当てはまりますよということですからね。と
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いうふうに思います。 

会長   どうですか、稲葉委員。今、そういうことで、放水路をとったほうがいいだ

ろうという話だったけど、こっちにかかってくるからという話だったんですよね。 

稲葉委員   稲葉です。これはもう明らかに文章上のことで、ここにある放水路とい

うのは樋門を設置しなさいという言葉ですので、これだけだと幾ら後ろに書かせても

変な解釈になりますから、そういう意味合いの文章に、専門の方に誤解のないように

正しい文章に書きかえてくださいというお願いになります。 

会長   じゃ、ここは少し文章を考えさせてください。いいですね、ちょっと勉強し

ましょう。 

  この内容については任せてもらえますか。 

  そのほかありますか。はい、望月委員。 

望月委員   これは皆さんで検討していただきたい事項ですけれども、情報対策とい

うことで、緊急ラジオの全戸配布と同報無線の時間のロスの解消と二つあるんですけ

れども、私、見させていただくと、ラジオというのは全戸配布と、私も提案した一人

ですけど、両方ともいかに情報を早くとるかということだと思うですけれども、それ

で、同報無線、要はテレビのテロップとかラジオで流れたもの、その情報がとれない

かたは同報無線で流れてくる、そこに（不明）があるということだと思うんですけれ

ども、それをどうにか解消したいというのが１２だと思うんですけれども。これは、

緊急ラジオの全戸配布ということが、いる場所にもよりますけれども、ちょっと似通

ったところがあって、一つにうまくまとめられないかなというのが私が思ったところ

ですけど、いかがでしょうか。 

会長   どうですか。情報周知対策の１１、１２を一つにまとめると。皆さんの考え

方を聞かせてください。 

  稲葉委員、どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。私は、１１と１２は別の意味合いでも分けておいたほうがい

いというふうに思いました。やはり、１２番のほうは外にいる人、家にいる人、いろ

いろな地域で行動している人、すべてに同報無線が聞こえれば対処できる。１１番の

ほうは、あくまでも家庭という場所が固定されてしまいますので、両方の面で完璧に

していきましょうよという要望になるかと思うので、１１と１２、別々のほうがいい

ような感じがします。そして、例えばラジオのことをやったとしても、そう簡単にラ
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ジオの配布とか、実現するのは非常に難しいと思いますし、それに時間がかかるので

あれば、どんどん１２のほうはやってほしいことになるという意味で、意味合いとし

ては似ているけれども、それぞれの要望というふうにしていいんじゃないかなという

ふうに思いました。 

会長   そのほかどうですか。ないですか、そういう考え方は。 

  はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。自分も稲葉委員と一緒の意見でありまして、１２番の同報無

線の場合は必ずしも蒲原地区に住んでいるかたばかりじゃないと思うんですね、昼間

の時間帯であれば。ですから、同報無線がよそから来ている人には頼りになると思う

んです。ですから、この１１番と１２番というのは分けて要望したほうが私もいいじ

ゃないかと思います。 

会長   そのほかどうですか。 

  じゃ、１１番と１２番はそのまま載せますか。いいですか。 

  そのほかありますか。 

  はい、山本委員。 

山本委員   山本です。１５番の高齢者及び在宅要介護者を含めた津波避難訓練があ

りますけど、前回も感じたんですが、障害者に対するそういう避難訓練というのはど

うなっているのかと思いまして。蒲原にあるさくらワークさん、授産施設があります

ね。そのほかに視覚障害のかたが何人かいらっしゃると思うんですけど。聴覚障害の

かたはそんなに多くないですがいるはずです。それぞれに、そういう対策というか、

どういうふうに緊急用の情報を入れるかというのは考えているかたもいるとは思うん

ですけど、ここに言葉としても、そういう方たちも含めたということも入れてもら

え・・・ 

会長   要するに、高齢者及び在宅要介護者並びに障害者というような形で入れると

いうことですか。 

山本委員   そうですね。そして、なおかつ、そういう方たちに適した避難訓練なり、

情報の収集なりということを市のほうで考えてくださるとありがたいと思います。 

会長   要するに、障害者の人も津波避難訓練を行うと。 

山本委員   そこまで含めての、こういうことをと。 

会長   ちょっと待ってください。杉浦委員、どうぞ。 
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杉浦委員   杉浦です。前回、市が取り組んでいることとして説明してくださった中

で、民生委員を中心に高齢者等の対応の仕方を進めているとか、要介護支援者のかた

をどうしたらいいかということを自主防災計画プランを基にモデルとしてやっている

というようなことが、市のかたから説明があったと思うですね。だから、それを踏ま

えた上での文章なのかなと思ったんですけど、またそれは違うでしょうか。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   山本委員のおっしゃることよくわかるんですよ。ここでは、高齢

者及び在宅要介護者となると、じゃ、施設にいる人たちは外れているじゃないかとい

うような意味でしょうか。私、今そうとったんですけど、入ってないじゃないのとい

うことですよね。 

山本委員   ちょっと、この文章を読むと、言葉としてのニュアンスかもしれないん

ですけれど、そこまでですから、含めているという・・・（「にはならないよと。」

と総務・防災課長が言う。）やってくださっているのなら、それはそれでいいんです。

表現として、そこまでやっていますということを入れて。 

総務・防災課長   そうですね。 

支所長   よくいうのは、災害弱者といいますが、障害を持つかた、それからお子さ

んですね。それから妊婦さん。こういったかたを含めて災害弱者というんですが、地

域でその手を差し伸べなくてはならないかた、全体を指して訓練をやっていくと。そ

ういうかたも救えるような訓練を、という意味でいけば、災害弱者と広く書くのもど

うかと思うんですが。 

会長   ちょっと待ってください。いいですか、今の説明。今の説明でいいですか、

杉浦委員。 

稲葉委員   弱者でなくて、今、避難時要支援者だったかな。という言葉がもうでき

て、そしてマニュアルができて、今モデル地区でそれを実現化して、全地域が来年度

かな、民生委員を中心にして、リストアップしてという取り組みがもう進んでいます

ので、そこでの言葉は、今正しく言えないんですが（「災害時老齢保護者避難支

援・・・」と総務・防災課長が言う。） 

稲葉委員   そこの言葉、対象者を正確にしたほうが、そうすればその中には高齢者

もいれば、一人住まいもいれば、要介護者もいる。妊婦もいるし、精神的なハンデを

受けた人もいるし、すべて今言われた弱者というか、すべて入っているので、その言
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葉を使ったらいかがですか。 

会長   どうですか、提案がありましたけど。 

支所長   私の使った言葉は多少古い言葉で、今、静岡市では、災害時要援護者、そ

ういった形で表現していると思います。 

会長   それじゃ、ここの言葉をそういう形に変えていいですね。 

  じゃ、高齢者及び在宅要介護者、今の言葉に変えて出すということでいいですね。 

  そういう言葉に変えて、ここを。そして出すと。そうすると、相当広い範囲の人たち

が対象になるということでいいですね。 

  そのほか、ありますか。かなり時間が経ちましたので、この津波対策についての要望

書、一部言葉の内容についてはちょっと検討させてくださいという話をしましたけど

も、いいですか。これで、市長のほうへ要望する蒲原地区における津波対策について

の要望書の話し合いを終わりたいと思いますけども、いいですか。 

  それでは、この内容で決定したいと思います。 

  続きまして、「（３）その他」に入りますけども、何かありますか。議題にするよう

な内容があれば出してください。 

  それじゃ、私のほうから一つ。３０分しかないものですから、多分この内容だけでぎ

りぎり、十分話し合えるかどうかもわかりませんけども。前回、新しい区長さんが来

たときに庵原高校の跡地についてはそろそろ動きださないと。以前、庵原高校の跡地

については静岡市長のほうへと要望してあります。ですから、時間があれば庵原高校

の跡地の活用についても、私たちはこういう考えでいますということを、新しい市長

に話をしたいと思っています。ただ、時間が 

 

あればの話です。そういうふうに思っていますので了解してください。 

  あと、ありますか。 

  それでは、（３）のその他がないようですので、続きまして、次第４のその他に入り

ます。事務局のほうから報告がありますか。 

蒲原支所参事   それでは、次回の審議会の日程ですけれども、先ほど会長等からも

お話がありましたように８月８日、市のほうに要望書を提出する予定になっておりま

す。次回の審議会の日程ですけども、その前に開くのか、その状況の報告も兼ねてそ

の後にするのか、８月に開催したいと思いますけれども、皆様の日程の調整をお願い
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したいと思います。 

会長   きょうで市長のほうに提出する二つの要望書については決定したということ

でありますので、緊急の問題がなければ８月８日に要望書を出して、市長の考えを聞

いて、その報告として８月の中旬から下旬にかけて審議会を開催したいなと思ってい

るんですけど。それでいいですか。 

  それでは、下旬ごろどうですか。どうですか、事務局のほう、下旬。そちらの案を出

してください。 

蒲原支所参事   下旬といいましたら、８月２５日ごろどうでしょうか。 

会長   何か言ってくださいよ。都合が悪ければ都合が悪いと。 

  地域審議会はどうも昼間だと、傍聴するのにしにくいという話があるんですよね。で

すから、夜やったらどうだという話もあるんですけども、夜地域審議会を開催すると

いうと、職員の方が超過勤務になってしまう人がいるらしいですけど。夜でもいいで

すか。じゃ、一度夜やってみますか。特に津波対策については、蒲原地域の市民の皆

さんも非常に注目していると思いますので、私たちがこういう内容で要望して、市の

ほうからこういう話があったということを、できれば大勢の方に来ていただいて聞い

ていただくという意味で夜にやりますか、一度。いいですか。どうですか。 

稲葉委員   ２５日の夜ということですか。 

会長   とりあえず、夜やるかということで。やっぱり７時ごろでしょうね、やると

なれば。７時から９時、やるとすれば。 

稲葉委員   一回だけね。 

会長   やってみますか。 

  それじゃ、２５日。地域審議会、夜やります。１９時から２１時で。いいですか。い

いですか、そちらは。 

  それじゃ、決定しました。次回の地域審議会、夜の開催。２５日の１９時から２１時

まで。よろしくお願いします。 

  そのほか何かありますか。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した。 

  なお、本日の会議録の署名委員は、日野委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第３期第１０回蒲原地域審議会を閉会させていただきます。 

  長時間御苦労さんでした。 



 

 ―２６― 

（午後 ４時２６分 閉会） 

会  長 

署名委員 

 


