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平成２３年度第３期第１２回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年９月１日（木） １９時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席者   （委  員）須藤会長、磯部委員、稲葉委員、折原委員、 

              篠原委員、杉浦委員、鈴木委員、寺門委員、 

              日野委員、望月委員、山本委員、草谷委員、 

              小西委員 

              （片瀬委員欠席）    

        （事 務 局）区政課：山口統括主幹、杉山主事 

              総務・防災課：広瀬課長、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）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（資料１）（資料２） 

 （２）その他 
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蒲原支所参事   皆さんこんばんは。定刻になりましたので、ただいまより第３期第

１２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、片瀬委員から欠席の連絡がありました。また、寺門

委員からは少しおくれるとの連絡をいただいております。現在１３人の委員が出席さ

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、資料のご確認をお願いいたします。本日配付しました資料は、まず本

日の次第、次に資料№はかがみの次の回答分に記載しておりますけれども、資料１と

しまして静岡市蒲原地域審議会課題等に係る要望事項に対する回答、それから資料２

としまして静岡市蒲原地域審議会津波対策の要望事項に対する回答となっております。

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

くお願いします。 

会長   皆さん、こんばんは。台風が接近して足元が悪い中、ご出席していただきま

して、まことにありがとうございます。私、地域審議会の委員になって５年たちます

けど、初めて「こんばんは」というあいさつをさせていただきました。今回、夜に開

いたということは、蒲原地域の皆さん、津波対策について非常に関心があるだろうと、

市の回答が返ってくるということで、その内容を聞いていただきたいと思って、今回、

夜に開きました。台風の影響もありましてちょっと傍聴者の方は少ないようですけど、

きょうはどうも傍聴者のかたご苦労さまです。 

  ８月８日に、市長に会いまして、皆さんと話し合ってまとめた「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」を市長に手渡してきました。市

長と会見する前に、ちょっとびっくりしたことは、報道関係の人が大勢見えました。

第１テレビのカメラまで入りました。そういう中で会見したものですから、私もちょ

っと緊張しました。ちょうど今津波対策について皆さんが関心を持っているというこ

とで、そういうことに対する蒲原地域審議会の要望だということで、報道陣の人たち

も非常に注目したのではないのかと思っております。ただ、会見の時間がこの前も言

いましたように、非常に短いということで、今回要望しましたすべての項目について、

一つ一つ話をすることはできませんでした。ただ、その中でやはりしっかり聞いてお

きたい、市長にじかに聞いておきたいということで、津波対策に対する市長の考え方
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と、それから蒲原病院の緊急医療対策についての要望をしっかりと市長に話しました。

後で市長の話については報告させていただきますけど、きょうのこの内容につきまし

ては、最初８月２５日に夜の審議会を開こうということだったですけど、なかなか市

のほうの回答がまとまらないということで、２５日は無理だという話になって、きょ

うの開会となりました。どうかきょう、この回答の内容をしっかり聞いていただいて、

いろいろと意見、要望を出していただきたいと思います。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、８月８日に静岡市長に提出しました「蒲原地域における課題等に係る要望

書」、それから「津波対策についての要望書」に対しまして、静岡市長のほうから回

答をいただいております。広瀬課長から須藤会長に伝達していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

総務・防災課長   それでは、本日２３年９月１日付で蒲原地域における津波対策に

ついての要望、並びに、蒲原地域における課題等に係る要望についての回答を静岡市

長・田辺信宏より預かってまいりましたので、須藤会長のほうへと手渡したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

会長   確かに承りました。 

蒲原支所参事   ただいま広瀬課長のほうから、回答書を須藤会長に伝達していただ

きました。 

  それでは、これから次第の３、「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

ずマイクのスタンドを押して、氏名を述べてから発言するということをお願いします。 

  まず議事に入ります前に、今、私のほうから話をしました市長との懇談の内容で、話

をした内容が２つございます。それに対する市長の話を皆さんにお伝えしたいと思い

ます。 

  まず市長の津波対策についての考え方ですけど、私のほうから蒲原地域は駿河湾の最

奥部にありまして、海岸に沿って住宅が密集しています。今回の東日本大地震の巨大

な津波被害を受けまして、蒲原地域の住民は非常に危機感を持っております。そうい
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うことで、市長に津波に対する考え方をお話しいただきたいという話をしました。田

辺市長のほうから、スピード感を持って取り組む、スピードが大事だと。ソフトの事

業を中心に取り組んでいきたい。住民が５分間に５００メートル以内の高い所に逃げ

るという意識を持つことが大事。そのために動線をつくる。まず高い所に避難場所を

確保する必要がある。これは従来、旧清水市中心に指定していた津波避難ビル、これ

を上乗せして指定を追加していきます。今、自分の海抜が何メートルかを知りたいと

いう要望がすごくありますので、海抜標示というものを充実させていきます。そうい

うふうにして、この地域はこのくらいだというような環境整備を進めていく。その体

制づくりとして緊急津波対策室を設置した。スピード感を持って関わっていきたい。

ことしの１２月末日で解散だというふうになります。この半年間ですべての要望を形

づけていくという、今、指示を出している。スピード感を持って取り組んでいるとこ

ろです。どうしてもビルもない、高台もない、公園もない、道路の法面もないといっ

た所は、新たに津波から逃げるための専用の避難タワー設置も検討しなければならな

い。バックアップしなければならない。そんな状況で津波対策はスピード感を持って

取り組んでいるところです。たくさんあるが、まず市ができること、津波対策室を中

心に国のほうでは中央防災会議、これは科学者が集まってある程度専門的な見地の中

から、今、被害の想定の見直しを進めている。本当はこれがきちっと出ないと、静岡

市はどこからどこまでが被害地域かわからないので非常に対策が立てにくい。しかし、

これを待っていては期待に応えられないので、その前にやることはやっていくという

内容が市長の津波に対する考え方です。 

  それから蒲原地域の緊急医療体制について。「蒲原病院の経営が非常に苦しいことは

私たちも承知している。２４時間体制で地域住民のために応えてくれていることはわ

かる。ですけど、ただ緊急医療体制について不安の声が聞こえています。そうしたこ

とで緊急医療体制のさらなる充実をお願いしたいと、私のほうから要望しました。市

長の方からは要望事項の中にも入っているようなので、現地のかたとしっかり検討し

て後日回答する。富士市長とも話をしたが大変難しい問題。きちっと地域医療をどう

充実させていくかということについては責任がある。私も就任してから４カ月足らず

ですので、これからいろいろ取り組んでいかなければならないと思っています。」と

いう市長の話がありました。 

  これが短い時間の中での私と市長との話です。 
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  以上です。 

  それでは、「（１）の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」を議題とします。 

  事務局からの説明をお願いします。 

  広瀬課長。 

総務・防災課長   清水区総務・防災課、広瀬です。大変申しわけございません。座

らせていただいて報告させていただきます。 

  まず資料のほうに写しというものが２つあるかと思います。そのうちの「蒲原地域に

おける課題等に係る要望について」こちらのほうから回答させていただきますので、

よろしくお願いいたします。１枚めくっていただきまして、静岡市蒲原地域審議会課

題等に係る要望事項に対する回答。要望事項につきましては項目のみとさせていただ

いて、回答のほうを報告させていただきます。 

合併建設計画登載事業１、「生活排水対策事業。下水道整備事業について」。下水

道事業に新たに着手する場合には、ほかの汚水処理整備との費用比較や投資効果の検

証が必要となることから、平成２２年度に、蒲原・由比地区において、業務委託によ

る検証作業を実施しました。業務委託の中では、国のマニュアルに基づいた新規事業

地区での検証を実施しましたが、さらに検証の精度を高めるため、現在は本市の実情

を加味した検証を行い、既存下水道計画区域を含めた本市全体での経営シミュレーシ

ョンを実施し、収支バランスを検討しています。アンケート結果ではほとんどのかた

が水質改善の必要性を感じているものの、汚水処理整備方法については、どの方法が

最適かはわからない状況であることがうかがえました。今後は公共下水道や合併処理

浄化槽などの汚水処理方法について地元の皆様の理解を得るとともに、経営シミュレ

ーションの結果や下水道法改正等の国の動向を考慮し、市関係部局や地元と調整を図

りながら、最適な汚水処理整備方針を決定していきたいと考えておりますとの回答で

ございます。これにつきましては所管課が下水道計画課であります。 

  次に、同じく合併建設計画登載事業２、「主要幹線道路「蛭沢通線」の整備」。蛭沢

通線は、県道富士由比線と神沢白銀線を接続し、蒲原地区の南北交通の円滑化や防災

機能の向上を図るため、都市計画上必要な路線と位置づけております。蛭沢通線の整

備に際しては、ＪＲ東海道本線横断部を立体交差とする必要があることから、道路の

構造上多くの課題があり、今後、関係機関との協議、調整や都市計画の変更に加え、
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財源の確保など、整備実施までには相当の期間を要するものと考えられます。このこ

とから、今後、周辺南北道路の部分拡幅や幹線道路との交差部など、住民の避難路と

しての整備について、地域の方々のご意見を聞きながら検討していきたいと考えてお

ります。所管課は街路課でございます。 

  １枚めくっていただきまして、裏面で、次は、その他事業の１、「蒲原地域内の主要

道路にかかる橋梁の安全性調査の実施について」。ご要望の橋梁のうち、耐震対策が

必要とされる複数径間の橋梁は⑤諏訪橋及び⑥蒲原橋で、耐震対策は行われており安

全性の確保はされていますが、今年度に策定中の耐震化計画の中で最新の基準での再

精査を行い、必要な場合は追加対策も検討していく予定です。その他の橋梁について

は単径間の橋梁であり、過去の大地震の経験からも落橋等の危険性は低いものと考え

られ、市内に未対策の複数径間の橋梁が多く残っている現状から、早急に対策を実施

する予定はありません。また橋長５メートル以上の主要橋梁を対象に行いました点検

結果を基に、橋梁健全化計画を策定中で、老朽化等により補修が必要な橋梁について、

計画的に補修等を行っていく予定ですが、この要望のあった橋梁の点検結果では、早

急な対策が必要な橋梁はなく、健全性は保たれております。なお、④、⑦の橋梁は５

メートル未満のため健全化計画の対象外ですが、現地調査を行ったところ、健全性は

保たれており問題はないと考えております。所管課につきましては道路計画課でござ

います。 

  次にその他事業としまして、２、「旧蒲原庁舎の跡地利用」。旧蒲原庁舎の本庁舎は

昭和３６年の建築で老朽化が進んでおります。一方、敷地内の他の建物は比較的新し

く、現在も国土交通省富士砂防事務所やシルバー人材センターが利用しており、また

敷地内では雨水排水ポンプ施設や防災水槽等の施設も稼働中であります。そのため、

今後の方針として、老朽化した本庁舎建物はできるだけ早期に解体し、跡地の利用は

稼働中の他の施設と調整しながら、例えば、災害時には避難・集合場所にも活用でき

るような公園的整備等、地域振興につながる利用計画を検討していきます。所管課は

管財課でございます。 

  同じく、その他事業３、「共立蒲原総合病院の維持・継続」。本市としましては、蒲

原総合病院が地域の公立病院として、高度医療・二次救急医療を担うだけでなく、蒲

原・由比地区の診療所とともに初期救急医療を提供するなど、地域住民の安全・安心

の確保に必要な医療機関であることは十分に認識しているところです。現在、蒲原総
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合病院については、医師・看護師不足等を要因として、診療科の休診や稼働病床数の

減少等の影響が出ているため、平成２２年度に運営検討委員会から受けた答申を踏ま

え、経営改善に向けた今後５年間の中期経営計画を策定中であります。既に蒲原総合

病院では入院病床等に療養型の病床を取り入れるなど、病院事業の改善に向けた取り

組みを実施しておりますので、今後はこの中期経営計画による改善策が着実に推進さ

れるよう助言・指導を行うとともに、安定した病院経営と地域医療の確保が図れるよ

う、構成３市が連携・協力して支援してまいります。所管課は保健衛生総務課でござ

います。 

  次に、４ページ目、同じく、その他事業として、４番、「蒲原プールの施設整備」。

蒲原プールは、大プール１面、小プール１面、鉄筋コンクリートづくりで、昭和４２

年度に開館しました。以来、蒲原地区の児童生徒を初め多くの市民に利用されており

ます。開館から４４年が経過する中、ろ過機の取り替え、更衣室等の修繕を行い、使

用には支障がない施設と考えており、今後も修繕等には迅速な対応を心がけていきま

す。所管課はスポーツ振興課でございます。 

  次に、５ページ、最後ですけど、その他事業５番、「蒲原生涯学習交流館のすべての

日曜日の開館」。この回答についてはちょっと形態が違いますので、主な点だけ述べ

させていただきます。まず現状として、１番として、清水区の学習交流館の休館日は

従前、合併前の蒲原生涯学習交流館の休館日と比較して、総開館日数は約３０日ふえ

ているというのが現状でございます。次に、３番目として、今年度当初、休館日に地

区全体のイベントを開催せざるを得ない場合や、地区の伝統的なイベント開催日と休

館日が重なる場合など、臨時開館で対応していくということで、清水区２１館へ周知

しているということで、現在６館において延べ７日の利用の申し出を受けているとい

うことで、蒲原生涯学習交流館においても、ことしの１１月第一日曜日に蒲原地区青

少年育成推進大会を開催するとのことから、臨時開館も予定しておりますということ

でございます。それで今後の対応１、蒲原生涯学習交流館の休館日を変更するには、

現状の人員と予算の中で、総開館日数を変えられないため、現在の開館日の一部を休

館日にする必要が生じます。新たに休館日を設けることは、現在活動しているグルー

プが影響を受けることも考えられます。２、地区の実情に沿った運営のため、今年度

は臨時開館などによる対応を行い、この結果を検証した上で今度の運営のあり方につ

いて検討していきたいと考えております。所管課につきましては生涯学習推進課でご
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ざいます。 

  以上が課題等に対する回答でございます。 

  資料１については以上でございます。 

会長   進め方ですけど、この課題等に係る要望事項に対する回答については全般に

ついて意見、要望、質問があれば出していただく。それから津波対策の要望事項に対

する回答につきましては１６項目ありますけれども、１項目ずつ説明してもらって、

それについて質問、意見を出していくという形にしていきたいと思います。 

  では、今、説明がありました、課題等に係る要望事項に対する回答について質問、意

見がありましたら出してください。なお、ちょっとつけ加え、いいですか、ちょっと

言ってください。 

総務・防災課長   本日９月１日付で、このような回答をさせていただくわけですけ

ど、これがなぜ９月１日にしたかというのは、審議会というか正副会長の意向もあり

まして、９月３日にまちみがきトークということで、田辺市長が蒲原にお越しになっ

て、タウンミーティングを開催する予定だったんですけど、今回台風の影響でこれが

延期になったということ、結果そういうことだったんですが、特に津波対策について、

まちみがきトークの中で、いろいろな質問が多分出されるんじゃないかということで、

地域審議会としてせっかく出しているものを、その後にというよりも、事前に皆様に

回答したほうがいいじゃないかということで、９月１日、きょう、開催させていただ

きました。その反面、これをまとめるに当たって、いろいろな部局の人たちに回答し

ていただいたわけですけど、最終的には市長、両副市長の決裁をとるという中で、急

いでこういう回答をさせていただきました。中身について、ここはどういうことなの

とか、そういう疑問等があるかと思います。きょうは大変申しわけないですけど、そ

の辺の意見等を聞かせていただいて、きょう、この場で回答できるような状況でない

ものもあるかと思いますので、ご承知おきいただきたいと思います。以上です。 

会長   こういうような事情もありますので、質問、意見、要望については出してく

ださい。制限はしません。ただ質問に対して、すぐそれがこの場で答えられるかどう

かというと答えられないものもありますので、了承していただきたいと思います。最

後に、次回審議会の日程の話をしたいと思っているんですけど、それまでにはできれ

ば回答ができるものについては回答していただくというようなことで、進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 
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  それでは、質問、意見、要望ありましたら出してください。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。津波のほうも含めてすごい量の要望に対して、非常に迅速に

今まで体験したことのないくらいの早さで、これが上がってきたということに驚きと

すばらしいなという、市のほうの姿勢に感謝するといいますか、非常にスムーズに上

がってきたということに感謝しております。１つ、蛭沢通線の、２番目のくだりで、

下の２行、実施までには相当の期間を要するものと考えられますということで、これ

はどういうことをいっているのかちょっとわからないですけど、このことから、今後、

周辺南北道路の部分拡幅や幹線道路との交差部など、住民の避難路としての整備につ

いて意見を聞きながら云々という、これは蛭沢通線、計画している所は非常に問題が

大きいんだと。だから、このことから、今後、周辺南北道路のという、この周辺南北

道路というのは何を指しているんですか。蛭沢通線なのか、全然違う所なのか。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   これにつきましては、このような形をどういう形でヒアリングを

やったかというと関係所管課の者が説明して、そのあと市長、両副市長の前でこのよ

うなヒアリングをやりました。そうしたところ、副市長のほうから確かに蛭沢通線、

旧蒲原町時代からこういう流れの中で検討してきていると、それはもちろん今後とも

検討する必要はある中でも、今後、周辺南北道路というのは、今、稲葉委員がおっし

ゃるようにどこを指しているかというと、蛭沢通線以外のものを拡幅、あるいは幹線

道路との交差部で、住民の避難路として地域の方々と、今後、意見を聞きながら検討

していくのも１つあるではないかというような意見が出ましたので、これをつけ加え

させていただきました。以上です。 

会長   いいですか。 

稲葉委員   意味はわかりました。 

会長   意味はね。蛭沢通線はちょっと時間がかかるので、ほかのところで、こうい

う対策も立てていかなければならないだろうというような説明ですね。 

  そのほか。杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。次のページの、「主要道路に架かる橋梁の安全性調査の実施

について」の回答でお聞きしたいですけど、３番に挙げてある、蛭沢川に架かる橋、

西小学校部分、あそこはもともと工事用の道路の橋としてできたといういきさつがあ

って、明らかにもうそろそろ危ないんじゃないかなという素人考えではあるんですけ
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れども、これがどのような方法で安全を調査して大丈夫だという結論に至ったのか教

えていただきたいと思います。 

稲葉委員   広瀬課長。 

総務・防災課長   実はここの要望内容については８月８日にこういう形で要望しま

した。それを踏まえて道路計画課のほうでこの８つの橋を点検しました。その方法が

どういうものかというと、現場へ来て、もちろん橋梁の下を覗いたり、簡単にいうと

目視というような点検をしました。以上です。 

会長   いいですか。杉浦委員。 

杉浦委員   現在の見方だと、目視という方法しかないでしょうか。より安全だとい

うものを確立というか確かなものにするには、ほかに何か方法というものはないでし

ょうか。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   その回答の中にもあるんですけど、まず橋の長さが５メートル以

上のものが対象となるという中で、例えば、４番、山居沢川に架かる橋（山手線）、

これについては、まず５メートル以下、５メートル未満という中で、対象外であった

にも係わらず目視というような現地調査を行ったというのが実情でございまして、対

象外であるにもかかわらず現地調査を行ったということで、まずご理解いただきたい

と思います。 

会長   杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。理解はいたしますが、より安全性を高めるためにもう少しし

っかりとした、目視以外のものがないでしょうか。今後その方法を期待したいと思い

ます。 

会長   今の内容については、そういう方法があるかどうか調べてほしいという要望

でいいですか。 

杉浦委員   そうです。 

会長   いいですか。 

  目視といいますけど、特にこの３番は大きな車が通る、狭い、避難場所が西小学校だ

ということもあって、地元の人たちは非常に不安を持っているから、目視だけではな

くて何かしっかりした調査方法がありはしないかということで、そういう調査方法が

あるかどうか調べてほしいということでいいですか。 
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杉浦委員   杉浦です。そうです。よろしくお願いします。 

会長   じゃ、ちょっと調べてきてください。なければないということで。折原委員。

先にどうぞ。 

折原委員   折原です。前回の地域審議会の時に、５メートルということに関して正

しく市のほうからいってきたのが諏訪橋と六千坪橋でしたか、ほかは５メートル未満

だから対象外だという回答だったですけど、実はその後、自分でメジャーを持って測

りに行きまして、蛭沢川の所は５メートル以上は優にあると、７メートル以上。５メ

ートル以上あったものですから、それ以上測らなかったですが、そういった状況だっ

たんです。それで、じゃ、どういった認識で市のほうが５メートル未満というふうに

言ったのかということに関して、甚だ不審に思いまして、なおかつ、あの場所が工事

用道路だということと、市のやっていることに関してちょっと疑問を感じたものです

から、ここで発言させていただきました。 

会長   だから５メートルというのはどこからどこまで。前にちょっと説明ありまし

たよね。もう一度説明してください。 

総務・防災課長   ５メートルの測り方については、下の、例えば橋梁がこうあれば、

ここですね、橋台があった場合は、ここからここの間です。 

会長   折原委員。 

折原委員   折原です。それを測りました。それを見て、下を見て、測ったら、優に

５メートルは軽く超えておりました。ということで、そのことに関しての回答がこの

中には何も載っていないものですから、どうなのかなということで再検討していただ

きたいという要望です。 

会長   今そういう要望がありました。 

  どうしても理解ができないということなら、次の審議会でその担当者に来ていただい

て説明を受けるということもあり得るわけですけどどうですか。 

総務・防災課長   すいません、確認してきますが、この文面の中で複数径間とか単

径間とあるわけですけど、その複数径間というのは橋の橋台の中間に橋脚があるもの

を複数径間というんですけど、単径間というのは橋脚がないというような橋梁である

と。これらについては、私が前回報告するのに間違えたのかもしれないですけど、単

径間の場合は、今まで過去の大地震の経験からも橋が落ちたという危険性は低いとい

う判断の中で、それには対象にはしませんというような意味合いにもとれるわけです。
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ですから、あそこは単径間なものですから対象外と。ただ、これについては、私も確

認してこなければ正式なことは言えないものですから、これについては、次回確認し

てまいります。 

会長   じゃ、次回確認して報告していただくということでいいですね。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。この文面の中の「また橋長５メートル以上の主要橋梁を

対象に行いました点検結果を基に」というこの文章ですけど、これは静岡市内の５メ

ートル以上の橋梁の中でも主要な部分という意味でよろしいですか。まずそこを教え

てください。 

総務・防災課長   大変申しわけございません。そのようなとらえ方でいいと思いま

すということしか、ちょっと回答できません。 

宇佐美委員   宇佐美です。それでは、その主要橋梁の中に今回の８つの橋のうちど

れかが含まれていたのかどうか、それも確認できますでしょうか。 

会長   この前の話では蒲原橋だけだったという話じゃなかったですか。 

総務・防災課長   すいません、それがちょうど一番上、１行目、耐震対策が必要と

される複数径間の橋梁は諏訪橋と蒲原橋ですということが、ここでいう橋長５メート

ルの主要橋梁、蒲原の場合は指すものだと思います。 

会長   はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。その話ですと、単径間の橋梁でも５メートル以上あった

はずの諏訪橋、六千坪橋についての点検は行われていないと、裏返して考えると。そ

ういう意味でしょうか。 

  すいません、もう一つ。意味が違いました。点検というのはどういう点検を意味して

いるのか、それを教えてください。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   すいません、８月８日にこれを出されて担当のほうで点検に行っ

たということですので、先ほどから言っているように、これらすべてについては、こ

の時点では目視というような点検でございます。 

会長   いいですか。鈴木委員。 

鈴木委員   ちょっと自分も整理ができなくなってきたんですけど、折原委員が５メ

ートル以上あったという事実は非常に重大だと思いましたので、これは絶対に調べて

いただく必要があるなということでお願いしたいと思いましたので、委員がそこまで
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やっていただいたのにというのはぜひ酌んでいただいて、調べていただきたいと思い

ます。 

会長   そのほか質問、意見ありますか。 

鈴木委員   ほかの件でも。 

会長   ほかの件で結構です。鈴木委員。 

鈴木委員   蒲原病院の件ですけど、前回の審議会の後に調査したら、それ以前から

そういう話は聞いていたんですけど、蒲原病院には循環器科のお医者さんがいないと

いうことで、循環器に関しては救急は診られないと。それは日中であっても夜であっ

てもということが事実としてあの後判明しているんですけど、その点に関しては、市

長並びに関係所管の方は把握された上での回答というふうに理解していいですか。 

会長   私の感じでは、市長はそういう細かいことまでわかっていないじゃないかな

という気がするわけです。私もこれを出すにあたって、少し宇佐美支所長のほうから

話がありまして、こんな問題もちょっとあるよと、その後。ですから、直接蒲原病院

に聞いてみました。２４時間体制で緊急医療体制は大丈夫ですという話なのか、ある

いは何か問題があるのかという話をしたところ、循環医療の医者は１人いますという

話がありました。その担当者のほうから。ただし１人ですから、宿直の担当には入っ

ていません。ですから、緊急医療体制のほうへは入っていないということで緊急医療

の内容としてはできないと。それから、もう１つは眼科の医者もいないということも

あって、緊急医療体制の中では、その２つの内容が対応できないという、直接担当者

に聞いて、話を聞いた上で要望書の提出に行きました。ただ市長のほうからは、そう

いう詳しい内容はありませんでした。 

鈴木委員   目のほうも大切ですけど、循環器科がないというのは文字どおり致命的

なような気がします。きょうの雨で清水方面にまさしく行けなくなっているような、

こういう地理的状況の中にあって、循環器科を持たない病院が総合病院の看板を上げ

ていて救急医療をやっていますというのはちょっと恥ずかしい話でして、この循環器、

多分そのお１人というのは、循環器内科じゃないかと思うんですけど。外科はやらな

い方じゃないかと思うんです。だから、医療の詳しいことはわかりませんけど、この

点何とかしていただきたいというのを具体的に要望に加えていただくということはで

きないんでしょうか。 

会長   具体的に要望ということはどういうことでしょうか。この前、そういう問題
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が後で出てきたものですから、本当は時間がないものですから地震の考え方だけ聞こ

うかと、市長に。だけどそれだけじゃやっぱりまずいだろうと。審議会の後にそうい

う問題が出てきたものですからここに書いてありますように、ただ緊急医療体制につ

いて不安の声が聞こえてきますということで、緊急医療体制のさらなる充実をお願い

したいというような要望をしてきました。それについての先ほどの市長の話と。です

から、ここにも書いてありますように、大変難しい問題ではあるけどきちんと地域医

療をどう充実させていくかということについては責任があるということでありますか

ら、その点については、また今後、審議会の中で確認していきたいというふうに思っ

ているんですけど。どうでしょう。いいですか。折原委員。 

折原委員   折原です。この中に書かれている経営改善に向けた今後５年間の中期経

営計画を策定中であるということと、今後はこの中期経営計画による改善策が着実に

推進されるように助言・指導を行うとともに、というふうになっているんですが、と

いうことは、実施されるのは５年以降なのかなというふうに、この文面を見ると感じ

てしまうわけで、ちょっと余りにも残念だなという形、私たちの力が及ばないのかど

うかわからないですけど、市のほうとして何かそのあたりを強く、地震のこともあり

ましたし、大型災害がすぐ前に迫っている可能性が高いという状況で、こんな悠長な

ことは言ってはいられないじゃないかなというのが本音でして、ちょっとこのあたり

を何とかしていただきたいなと。期間的に５年経ってというじゃなくてできるだけ早

急に進めていただきたいなという要望を市のほうから出していただきたいなというふ

うに思っているんですけど。以上です。 

会長   この５カ年中期計画というのがどういうものであって、ここにも若干触れて

いますけれども、入院病床に療養型の病床を取り入れるとか、そういうのは、これは

あくまでも経営改善ですね、赤字をなくすために入院病床だけでは赤字は解消しない

と、だから療養型の病床をつくってお年寄りを入院させることによって、そういう改

善をしていこうというような内容だと思うんですよね。それを５年経ってやるじゃな

くて、多分やっていくと思うんですよね。５年でできるじゃなくて、それを早急にや

っていただきたいという要望だと思うんですけど、それをどういう形で要望していく

かということですね。これについても、ちょっと５年間の中期経営計画がどういうも

のであるかということを一度聞きたいと思います。その点は広瀬課長、どうでしょう

か。そういう病院関係の担当者の人にこうしてああしてではなくて、この中期経営計
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画というものはどういうもので、どういう計画になっているのかという説明ぐらいは

地域審議会の中でしていただけるでしょうか。 

総務・防災課長   それにつきましては保健衛生総務課のほうに確認させていただき

ます。 

会長   よろしくお願いします。杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。今この問題、同じですけれども、この台風の波によってこと

し２回目ですか高速道路が通れなくなって、その影響でバイパスが物すごく混雑して

いるんです。その中で清水方面に行くというのは、絶対、救急搬送が不可能になって

きていると思うんです。ですから、地域審議会でも今後、道路事情等をいろいろ強く

要望しながら、この蒲原病院をなるべく正常な形での救急医療病院として位置づけて

いきたいと、私自身は思っています。 

会長   わかりました。そのほかありますか。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。病院じゃなく橋へ戻りますけど、先ほどから出ている蛭沢川

に架かっている橋、これは自治会でも一番主となっている橋です。ということは、先

ほどから杉浦委員もお話ししていますけど、西小学校が避難場所になっているわけで

すよね。そしてそこには地震が来て津波がきた場合には、何百人、千人規模の人たち

がそこへ行くような状態になると思うんです。それで、この文章が気に入らないのが、

過去の大地震の経験からも落橋等の危険性は低いものと考えられると。ですから過去

の大地震とはいつの話なのか、その時この蛭沢川に架かっている橋が現在の橋なのか

どうなのか、そういうことも調べる必要がありますよね。そして、市内に未対策の複

数径間の橋梁が多く残っていると。すると、この橋のことをやってしまうと、複数残

っている各市内にある所から、いろいろな問題が出てくるじゃないかということが読

み取れるんです、この文章から。面倒くさいからやりたくないというような。言って

しまうと大変ですけど。 

会長   条例等でそちらのほうが優先するということですよね。 

寺門委員   しかし、地震対策の一つとして、要するにここの場所は避難地へ行く主

要道路の主な橋であるわけですよね。これが落ちた場合にはもう行けなくなってしま

うわけじゃないですか。ですから、さっき折原委員も言っていましたけど、これが複

数径間であったならば調べてくれていますから間違いなくそうでしょう。ですから、

その辺をくどいようですがもう一度調べ直して、実際地震が来たときに本当に耐えら
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れるかどうかということを、未対策の複数径間がある所はどうでもいいといえば悪い

けど、ここだけはそういういろいろな事情の中で必要な一番重要な橋だよということ

を再認識してもらって、何とかこの辺の対策を練ってもらうようにしていただきたい

という要望です。 

会長   複数径間というのは中間に橋脚がある。あそこには橋脚がないから、複数径

間じゃなくて単径間ですけど、非常に今言っていることはわかります。 

  時間的に津波対策のほうの回答についてもありますので、きょう配って皆さんもきょ

う見たばかりですから、きょうはこのぐらいにして、また９月末ごろ、次の審議会を

やろうと思って、後で提案しますのでその時にまた出していただきたいと思います。

いいですか。 

（「はい」の声あり） 

  それでは、津波対策の要望事項に対する回答につきましては１項目ずつ説明して、皆

さんの質問、意見を聞いていきたいと思います。では、よろしくお願いします。 

総務・防災課長   それでは、資料２のほうの回答をよろしくお願いします。 

  まず要望事項１、「海抜表示の実施」ということで、これについての回答であります

が、海抜表示につきましては、１１月末を目途に市内３，０００カ所の電柱等へ設置

します。なお今後９月中旬ごろから１０月にかけ地元と意見交換を行い、設置箇所等

を確定していきます。また蒲原地区の沿岸域のコンビニエンスストア４店舗へも同様

の表示を行います。これにつきましては危機管理部防災対策課の回答でございます。 

会長   それでは、１の海抜表示の実施について説明がありました。これについての

質問、ご意見ありますか。ありませんか。いいですか。 

  では、私が１つだけ質問させていただきます。３，０００カ所のうち、蒲原地域は何

カ所、考えているんでしょうか。 

総務・防災課長   市内３，０００カ所ということで、この市内３，０００カ所とい

うのは、まず単位自治会を単位として考えています。蒲原でいうと１９地区を１単位

というようなカウントをしております。市内に単位自治会が沿岸部で５５０から６０

０ぐらいございます。それを単純に計算していくと単位自治会当たり５カ所か６カ所

ということで、蒲原にすれば１００弱の箇所へ設置する予定でございます。 

会長   わかりました。１００カ所くらい蒲原の地域の中に表示されるということだ

そうです。いいですか、後は。 
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  それでは、２をお願いします。 

総務・防災課長   ２、「樋門の設置及び稼働確認」。現在、津波に対する対策は、

市内全域において、県の第３次被害想定に基づき実施しているところであります。蒲

原海岸の市管理河川開口部については樋門が設置されていませんが、第３次被害想定

津波高よりも沿岸部の宅地高が高いため、現時点では津波の遡上による浸水被害はな

いものと考えております。現在、国の中央防災会議で地震・津波対策の見直しを実施

中であり、静岡県においても国の見直し結果を基に第３次被害想定の見直しを進める

こととしているため、次期被害想定津波高が現在の被害想定を上回った場合は、見直

しが必要な施設等について早急に調査を行い、対策を検討していくということで、こ

れについては河川課でございます。以上です。 

会長   今、樋門の設置及び稼働確認についての回答がありました。質問、ご意見あ

りますか。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。おくれてすいませんでした。今あの波で、波は上って来るん

ですよ。すごい音ですよ。ザザザザザって上ってくるんです。これでいくと、沿岸部

の宅地高が高いため現時点では津波の遡上による浸水被害はないものと考えていると。

１回現場を見たほうがいい。すごいですよ。怖いような音がする。今の波で。だから、

津波の時、仮に３メートル、３．５メートル、あれが連続して来たら、今の波より大

きくなりますよ。それと前から言っているように、新蒲原付近があふれる。必ずあふ

れます、あそこしかいく場所がないから。後でもう一回行かなければならない。朝行

って、さっきもみんな集まっているから見てきて、やっぱり怖い。だから、これはち

ょっともう一回調査してもらいたい。蒲原の川は。私はそのほうがいいと思う。ばか

にしたものじゃないよ、あの波っていうのは。音を聞いただけでびっくりしてしまう

から。その辺を一つ、もう一度考え直してやってみることはできませんか。 

会長   一応そういう意見が出たということで。確かに実際に今経験している人の話

ですから、一度やはりそういう状況を担当者の方に来て、見ていただくということが

一番いいと思うんです。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。寺門委員の言うのは堀川の所ですよね。堀川の川だけは、大

雨になると水がうまく流れていかないとか、大雨が降るともうタプタプになってくる。

ほかの川はちゃんと流れているわけです。だから、堀川の所は問題があると思うんで

す。だから、それが、構造上問題のある川なのか、あそこがそういう状況だから、蒲
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原のすべての川がそうだといってしまっていいかどうか。ですから、特にここでは、

ほかは大丈夫だった、第３次想定を前提にすれば大丈夫だと言っているけれども、堀

川のあそこは構造上ちょっと今でも危ないということで考えてもらうか、その辺の整

理が必要・・・。 

会長   浸水被害はないものと考えますと言っているけど、すべてかどうかわからな

いにしても、そういう実情があるよと、だから、そこについてはしっかり見てもらい

たいというような要望なら、それはそれで構わないと思います。いいですね、そうい

うことで。草谷委員。 

草谷委員   草谷です。今の寺門委員の意見に私も賛成でありまして、やはりこの波

の強さというのは、神沢から東、それと小金から東、かなり波の威力が違ってくるん

です。それで、樋門の設置というのはかなり、私も重要だと思うんです。それで、私

どもも全国の津波対策をやっている所をすべて調べまして、やはり、県の防災センタ

ーでマニュアルをつくってはいたんですけれども我々の参考にはならないと。全国で

も一番優れたマニュアルをつくっているのが石垣島地方防災連絡会という所が一番全

国的にも津波対策には適したマニュアルをつくっていると。これは平成１６年３月２

６日に石垣島でつくられているんですけれども、その時にもう想定が１０メートル以

上の津波が来るという想定でこれはつくられています。もし参考にしていただければ

と思ってきょう持ってきたんですけど、ぜひ置いていきたいものですから、広瀬さん

のほうへ預かっていただいて、目を通していただきたいと。非常に蒲原地区について

も参考になると思います。それで、また話は戻りますけれども、堀川の樋門の設置と

いうのはぜひお願いしたいと思います。 

会長   まず実情をしっかり調べてもらうということですね。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。この文章ですと、静岡市管理以外のものについては何の

回答もないんですが、例えば富士川の所に架かっている樋門がありますよね、２カ所。

名前は忘れました、すいません、２カ所あります。これに関しての管理は静岡市が委

託されているのか、あるいは、富士川が１級河川ですから国が管理しているのか、そ

の辺のすみ分けはまずどうなっているのかちょっとお聞きしたいのと、それの稼働確

認についても管理の部分に入ると思うものですから、この文章の回答には一切それが

載っていないですけど、下を見ると市として国とかに要望していきますみたいなこと

を書いてくれてあるんですが、その点の回答はいかがでしょうか。 
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会長   わからなければいいですけど、また調べてもらうということで、どうですか。

広瀬課長。 

総務・防災課長   たしか、小池川とか、あちらの話かと思うですが、これ、以前、

この審議会の中でも何度か報告させていただきまして、これはまず市の管理ではない

という中で、国が管理していると。それについては、日の出地区の自主防、自治会か

な、たしか、委託されているじゃないかなと。 

会長   それは、連合自治会会長がわかるようなことですか。 

稲葉委員   今、宇佐美委員が言われた富士川へ出ている樋門２つは国交省の管理で、

遠隔地からの遮断も上げ下げの操作もできるというもので、日常の管理は日の出町が

移管されていて定期点検をやったり、年何回か実際の稼働試験をやっているというこ

とで、いずれにしても、あそこの２つは管理されて定期点検とか稼働試験はやられて

いるという。私たちも実際一緒にやったこともありますので、やられているという認

識でいいと思います。 

会長   いいですか、宇佐美委員。 

宇佐美委員   いいです。 

会長   それでは、３番の「防潮堤の強度調査の実施及び嵩上げ」と３、４、５は回

答が一緒ですので、ちょっとお願いします。 

総務・防災課長   今、会長のほうからお話がありましたように３、４、５について

は市が直接できるものではないということで、市としては国・県に対し対策の早期実

施を要望していきますというような回答でございます。これらすべて防災対策課でご

ざいます。以上です。 

会長   内容については、国への働きかけを要望するとかそういう内容ですので、そ

れについては国・県に対して対策の早期実施を要望していきますという答弁でした。

いいですか。はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。早期実施の要望というのが一体いつごろになるのか、ある程

度の目安を示していただけると、地域住民は安心するのでは思うのですが、いかがで

しょうか。 

総務・防災課長   杉浦委員がおっしゃるとおり、地域住民についてはそれをされれ

ば安心かと思いますけど、申しわけございません、今の段階でいつ要望いたしますと

いうことは回答できない状況でございます。 
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会長   いつまでという内容は聞いていませんから回答できませんということです。

杉浦委員。 

杉浦委員   それでは、すいません、なるべく早い時点にいつぐらいということをお

聞きできるようでしたら確認してください。いつぐらいという時期を確認していただ

けるとありがたいです。 

会長   稲葉委員、関連ですか。 

稲葉委員   関連です。稲葉です。この３、４、５は市が市長に要望を出したら市と

してこうして早期実施を要望していきますと言っているけれども、それは蒲原の皆さ

んが来たから言っておきますということであって、これに任せておいたら進まないと

思います。ですから、地域審議会は市長以外の別の県知事だとか国交省とかに要望し

ていくという組織ではないと思うので、別のルートで市じゃなくて、国交省だとか県

に直接要望するくらいの動きでいかないと、それで、並行して市からもこの声を上げ

てもらうという、サポートしてもらうという両面からいかないと、とても実現しない

じゃないかと思います。これを読んでいて。市として、この国のやるべき県がやるべ

き仕事を、市がどこまで言って実現してくれるかといったら非常に問題があると思う。

だから、別の道も選ぶ……。 

会長   ちょっと違う内容になっているわけですよね。一応この内容については市に

要望して、市から県・国へと要望してもらおうということの内容の中で、この地域審

議会は市に要望したわけですよね。今の稲葉委員の話だと、それではだめだと。だか

ら、そういう考えで皆さんが了承して市のほうへ要望したんですが、この回答ではと

ても、ただ言うだけであってなかなか実現しないだろうと。だから、地域審議会とし

ては国交省とか県のほうへと働きかけていかなければいけないという話ですけど、さ

て、どうでしょう。どうぞ。 

稲葉委員   私はそう言ったんじゃなくて、国・県への要望を出していかなければい

けない。だけど、この地域審議会という組織が国・県に直接要望するということはう

まくできないだろうと思いますので、これは別のところでの課題として動かなくては

いけないのかなという感じを持ちました。（「そういうことですね。」と会長が言

う。）杉浦委員の言う、その期待だけでは、どうも危ないなと感じました。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   補足。市として国・県に対し対策の早期実施を要望していきますという
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書き方ですよね。市はこれでやっていきますと、だったら地域審議会が、市のほうか

ら何か案をくれて、我々はこれをやるけど、審議会のほうもこういう動きをとったら

どうだということはないのかな。 

会長   一応市のほうへ要望したから、市は皆さんがいうとおり国・県のほうへ要望

していきますという話しかないでしょうね。 

寺門委員   だから、もう一度こういうアクションを起こしたほうがより早急にでき

るじゃないかというような、稲葉委員と重なりますけど。どういう形がいいのか、一

つ方向性が見つかるとありがたいなと思っていますけどね。 

会長   ただ、地域審議会の杉浦委員のような考えがありますから、早期実施はいつ

までにやるのというような話で、そういう意見が出ていましたということを、この津

波対策室に言っていただくと、地域審議会としてはそういう意見が出ていましたので

早期の実施をお願いしたいという要望がありましたということで、どうですか、広瀬

課長。いいですか。 

  それでは、時間の関係もありますから、６にいきます。 

総務・防災課長   ６、「津波避難ビルの指定等」ということで、回答につきまして

は「市で指定する津波避難ビルの主な要件としましては、①耐震性が確保された鉄筋

コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリートビル、②原則３階建て以上、③原則２４時

間対応が可能な建物としております。蒲原地区においては今年度新たに蒲原市民セン

ター及び蒲原中学校を津波避難ビルに指定しました。今後、海岸に近い地域において

要件に適した施設があれば、地元からの推薦等も踏まえ民間施設の指定も行っていき

ます。」ということで、防災対策課からの回答でございます。以上です。 

会長   今の回答について質問、ご意見ありますか。草谷委員。 

草谷委員   草谷です。地元からの推薦等も踏まえて民間施設の指定も行っていきま

すということですけど、指定を行うのはいいですけど、今の蒲原市民ですね、全戸に

その津波避難ビルの指定の通知というのはしてもらえるでしょうか。例えばここは使

えますよ。というもののマップみたいなものは作っていただけるんでしょうか。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   現在、津波ハザードマップという地図がございます。これについ

ては指定のビルとかそういうのが載っている地図が支所にもあります。（「蒲原は今

まで指定されてなかった。」と支所長がいう。）だから、今まで蒲原にはなかったで
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すけど、今後新たにつくって、それをまた支所等に備えるというような考えがござい

ます。 

会長   草谷委員。 

草谷委員   草谷です。それを各戸に配布していただくということはできないんでし

ょうか。 

会長   どうぞ。 

総務・防災課長   すいません、現在、各戸に配布できるか否かというのは確認して

いないものですから、また確認させていただきます。 

会長   いいですか。日野委員。 

日野委員   日野です。今、草谷委員がおっしゃった津波避難ビルの指定というのは

これから指定していくわけですよね。もう既に指定されている所が、民間の場合に。

結局ここの１０番にあるように、避難地への誘導看板設置及び避難路整備という、こ

こに関わってくると思うんですけども、その避難ビルというのを指定した場合に、こ

れをきちんと設置していけば、みんなも分かり易いかと思いますし、地域、地域でこ

の辺はここが避難ビルということを地域の方たちに知らせるという形にしていけばい

いのかなと思うんですけれど。 

会長   はい。 

草谷委員   それも１つの方法だとは思うんですけれども、事前に各家庭に配布され

ていれば、わかっていれば、看板なんかでも確認はできるでしょうけれども、やはり

津波の場合は時間との争いなので事前にわかっていればいいかなと思うものですから、

各家庭に配布したほうがいいじゃないかという意見です。 

会長   ちょっと聞きたいですけど、今そんなにたくさんあるんですか。蒲原地域に

は避難指定ビルというのは、ないんでしょ。今からいろいろ検討してつくっていくと

いうことですよね。 

総務・防災課長   ですから、現在、２カ所。 

会長   ２カ所しかないんですよね。だからそれを個々に配っても２カ所しかないん

ですよ。だから自分たちの身近な所に避難指定ビルがないんですよ、今は。だから下

田のほうでは実際にかなり高い所のビルを市のほうで頼んで避難指定ビルにして、ち

ゃんと看板をそのビルの前に「ここが避難ビルですよ。」と標示してあります。そう

いう所もあるんですけど、まだ蒲原地域においてはそういう所はないんですね、この
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２カ所しか。そういうことです。いいですか。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。実は蒲原地区の避難指定ビルというのは今までなくて、５月

２１日に避難訓練をやりました。そしてみんな山あいに逃げる。そのときのフォロー

で各地区とも山の高い所じゃなくてそういうビルだとか、ここに避難できたらなとか、

そういうアンケートも各地区でとっていますので、それをまとめていくと、例えば、

イオンタウンの横のアパートだとか、場合によっては、すこやかセンターも出てくる

かもわからないし、だからこれからもう少し集計していけば、候補となるビルがいろ

いろ出てくるかと思うんです。その辺が自治会で仕事をやらなければいけないかなと

いう感じはしますが。それでそれをリストアップして、市のほうに連絡することによ

って市のほうと民間の人たちとの契約をしてもらって、体系だったものにしていくと

いうような、これからの作業かなと思います。それは行政だけにやってくれじゃなく

て、自分たちが自分たちの目で見てこのビルはいいなというのを指定して取り組んで

いく必要があるのかなと感じます。 

会長   折原委員。 

折原委員   関連事項ですけど、私は草谷委員と意見が一緒で、結局そこにずっとと

どまっているわけではなくて移動中の場合もあるわけなので、そこの場所がどこにあ

るのかということは事前に知っておく必要があるわけで、津波看板がどこにあるかと

いうよりも、どこがどういう場所だよということはやっぱりこの地域の住民はどこで

も知っていたほうがいいと思うんです。ですので、地域のハザードマップを全戸配付

すれば、もっと分かり易く、どこに移動していてもここに避難していればいいんだと

いうことはわかるから、それはぜひやっていただきたいなというふうに思います。 

会長   現時点では２カ所しかないと、それでもその２カ所についてここが避難場所

ですよというマップを全戸に配ってほしいということでいいですか。 

折原委員   すいません、今はそれだけですけど、今後それがふえた場合に関してと

いうことです。 

会長   わかりました。今後そういう避難場所があちこちできれば当然みんなに周知

徹底しなければならないことだと思います。わかりました。いいですか、後は。 

  では、７番に行きます。 

総務・防災課長   ７番、「高所避難塔の設置」。高所避難塔のハード整備につきま

しては５分５００メートルで避難する範囲に津波避難ビルや、高台のない場所に対し
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ては新たな被害想定（第４次被害想定）を踏まえ検討を進めていきます。防災対策課

でございます。以上です。 

会長   避難塔の設置についてはどうですか。いいですか。 

  それでは、ちょっと私から質問します。第４次被害想定というのは大体いつごろでき

て、それからいろいろ検討するということですけど、大体それがいつごろ出る可能性

があるんでしょう。 

総務・防災課長   後の回答にも出てくるんですけど、現在、国の中央防災会議等で

審議している状況でございます。当初、年内という話も出ましたが、今聞いている中

では正式ではないですけど、年度内にできるかどうかというような状況と聞いており

ます。以上です。 

会長   そういう内容が出てきたことを踏まえてということでございます。 

  そのほかに質問なければ、８番に行きます。８番、お願いします。 

総務・防災課長   ８、「避難所の備蓄品の見直しと備蓄倉庫設置」。現在、非常食

や仮設トイレ等については食糧約３万６，０００食、トイレ３６基を４カ所の避難所

の防災倉庫に分散備蓄しております。今後、新たな被害想定が示されたところで、旅

行者等帰宅困難者も勘案し備蓄品等について検討していきます。この３万６，０００

食とか４カ所、蒲原地区のみを指しております。以上です。 

会長   いいですか。望月委員。 

望月委員   望月です。現在の３万６，０００食、それからトイレ３６基を４カ所、

これは量としてはどんなふうにとらえていますか。 

会長   宇佐美支所長。 

支所長   これ、合併前の防災担当のほうで各広域避難地に避難勧告した場合の想定

人数、それが３日分は何とかこちらで準備しようという中でこんな数字が出ていると

思いますが、市内の備蓄量を見たときに蒲原には割合と潤沢に備蓄されているような

状況じゃないかと私は思っています。 

会長   いいですか。 

望月委員   はい。 

会長   それでは、９にいきます。９、お願いします。 

総務・防災課長   ９、「避難場所、避難路の見直し及び周知徹底」。避難場所につ

いては蒲原駅前広場や小学校等６カ所を指定しておりますが、新たな避難場所として
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適地が確保されれば追加指定していきたいと考えております。なお避難路については、

地域を熟知している住民の皆様で適切な経路の検討をお願いするとともに、共有化し

ていただきたいと考えております。そのための一つの方法として地域ハザードマップ

の作成がありますが、その作成に当たっては区で支援していきます。以上です。 

会長   地区の避難場所、避難路の見直し及び周知徹底についての回答がありました。

質問、ご意見ありますか。いいですか。 

  それでは、１０、お願いします。 

総務・防災課長   １０、「避難地への誘導看板設置及び避難路整備」。今回津波避

難ビルの指定をした蒲原市民センター及び蒲原中学校への誘導看板は、１２月末まで

に設置していきます。なお避難地の案内看板につきましては、今後検討していきます。

以上です。 

会長   これはどうですか。だれか質問、ご意見ありますか。折原委員。 

折原委員   折原です。避難地の案内看板ですけど、今後検討していきますというこ

とはやらない可能性も、検討で終わるわけで、これはどこが避難地だというのは最低

限必要なことじゃないかということで、要望でも出しているんですけど蒲原地域に訪

れた方にもわかるようにということで書いてあるわけなので、これは今後検討ではな

くて、今後やっていきますという形でつくっていただきたいと思っています。 

会長   ここに書いてあるのは津波避難ビルの指定した所の避難看板の誘導看板です

よね。だけど各地区の今度は避難場所が地域の皆さんの要望もあってできた場合に、

そこへと誘導する看板を設置してもらわなければいけないわけですよね。だから避難

場所が設置されたら誘導看板もつけていきますという形にしてもらいたいですね。望

月委員。 

望月委員   望月です。まず避難場所については蒲原駅前広場や小学校６カ所を指定

しておりますと、これはもう決めているわけですよね。この上に、避難場所。避難場

所と避難地と違うんですか。 

会長   どうですか、その点は、この６カ所と。稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。避難地だとか広域避難地だとかいろいろ言っているんですけ

ど、私の認識だと広域避難地というのは蒲原では中学、小学校２カ所と、市民センタ

ーと４カ所、それは広域避難地ですよね。そして、それプラス避難場所というのかな、

一次避難地ということで蒲原駅と旧役場で６カ所。そして単に避難地と言っている、
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最近出てきた言葉で、津波なんかですぐに地震だ、すぐ逃げろといったときに自分が

どこへ逃げたらいいか、それをこの３．１１以降、避難地という言葉を言ってきてい

るんだけど、自分で避難地を探しておいてくれと自分はどこへ逃げるのかというふう

なことで、お寺の上だとか西小学校だとか、そういう高台を避難地と言い始めたんで

すよね、最近。それで今度、誘導板というのも、例えば広域避難地とか公的な既に定

められている所での道標もあるでしょうし、もう一つは、例えば高台に逃げるにして

もいろいろな所からすぐに高台に逃げられるような誘導の、津波のときはここからこ

の高台に逃げたらいいよというようなものも標示板なんですよね。だから誘導標示板

というのが公的な広い所で目にする標示板と、もっとその土地に住んでいる人だけが

知っていればいいような山へ抜ける、そういうのも含めて整備していかなければいけ

ないというふうに思うので、ですから案内看板等についてはまさに今後検討じゃない

ですか、市としても。どの程度か。場合によっては地区、自治体のほうで、ここにこ

ういう看板をつけたいので設置費の助成をしてくれ等の話にもなるかもわからないし、

そんなこと、私は広く含んでいるから、これからの取り組み次第かなというふうに思

っています。 

会長   望月委員。 

望月委員   稲葉さん、ありがとうございました。大分理解できてきました。私が言

ったのは避難場所と避難地、要は今説明していただいたように、避難地というのはあ

る意味自分たちでマップを作成して決める、それについて適当な場所であれば誘導板

の設置ですか、案内板の設置について検討しますということじゃないかなと私なりに

理解できましたので、ありがとうございました。 

会長   折原委員。 

折原委員   追加です。実は一次避難地と広域避難地に関しては、第３期の９回、６

月２３日に行われた地域審議会の資料で、私がコピーしたものがあります。７ページ、

７という所に書いてありますから、そこで定義と設置基準を見ていただければ何が一

次避難地で何が広域避難地かわかると思いますので、すいません。手前みそで申しわ

けないんですけど。 

会長   わかりましたか。 

  それでは、１１に行きます。 

総務・防災課長   １１、「緊急用ラジオの対策」。同報無線の難聴対策として市民
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向け防災メールや同報無線の内容を電話で案内するサービスを提供しておりますが、

ひとり暮らしの高齢者等の方々には情報の入手が困難な方もおりますので、緊急時は

自動的に起動し同報無線の内容を聞くことができる「防災ラジオ」などの導入につい

て検討していきます。以上です。 

会長   ただいま１１の緊急用ラジオの対策についての回答がありました。質問はあ

りますか。いいですか。 

  それでは、１２の同報無線の内容をお願いします。 

総務・防災課長   １２、「同報無線の時間のロスの解消」。同報無線の放送には津

波や地震等に関連する緊急情報を消防庁から衛星通信を用いて受信する全国瞬時警報

システムを導入しております。これは自動で同報無線が起動するシステムとなってお

りますが、技術的な制約により起動させるのに数十秒を要するため時間的なロスが生

じることにつきましてはご理解いただきたいと思いますという回答でございます。 

会長   ただいま説明がありました。質問、ご意見ありますか。 

  それでは、１３、お願いします。 

総務・防災課長   １３、「蒲原漁港区域の指定解除」、本区域は蒲原地区の漁業者

の悲願であった漁港建設のため昭和６２年に区域指定を受けましたが、旧蒲原町の財

政事情等により建設に至らず、また由比漁港の外港建設に伴いその必要性もなくなり

ました。水産庁は実態のない漁港区域については指定を取り消す方針であり、静岡市

としても同区域の指定取り消しに向けて手続きを進めております。手続きには事前に

同区域の海岸管理を引き継ぐこととなる静岡県に管理移管の同意を得る必要があり、

防潮堤等の施設移管を含め目下協議を重ねております。蒲原地区住民が国直轄による

工事を望んでいることにつきましては県に地元の意向を伝えるとともに、県から国へ

直轄工事の施工を働きかけていただくよう調整しております。以上です。 

会長   ただいまの回答に関して質問、意見ありますか。草谷委員。 

草谷委員   草谷です。もう三、四年前に漁港区域の取り消しについての要望書は出

してありますよね。それでなおかつ、いまだかつてまだ市とか県の段階でやっている

んですか、これ。もうとっくに国のほうへ上がっていなければ、うその要望書ですよ

ね、これ。その要望書自体が３年も４年も前から出ているにも関わらず、もうとっく

に国へいっていれば防潮堤の嵩上げはできているはずですよね、これ。そこの所どう

なっているんですが、市と県との見解は。 
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会長   広瀬課長、わかりますか。 

総務・防災課長   申しわけございません、その辺の詳細については確認してござい

ませんので、これについてはまた水産漁港課へ確認してまいります。 

会長   いいですか。 

草谷委員   すいません、今、広瀬課長からの話ですけれども、これ、私どももちょ

っと聞いたところによると、農水省と国交省との予算の駆け引きだけの話し合いでな

かなか進んでいかないというようなことは私ども、聞いているんですけど、やはりこ

の要望書を出した、取り消しの要望書を出した限り私どももやはり責任があるもので

すから、なるべく早くに市でも県でも早くに国のほうへ出していただきたいと思いま

す。 

会長   事情についてはまた聞いてくれるということで。そのほか、ありますか。 

  では、１４、お願いします。 

総務・防災課長   １４、「市防災計画の早期見直し」、東日本大震災を踏まえての

国の見直し作業が少しおくれている状況にありますが、今後、国または県の防災計画

の見直しがなされた場合には、速やかに本市防災計画の見直しやハザードマップ等の

作成にとりかかるよう準備していきます。以上です。 

会長   それでは、時間の関係もありますので、１５へいきます。 

総務・防災課長  １５、「「状況、局面、場面」を多様に設定した避難訓練の実施」、

回答ですが、要援護者の避難を支援する仕組みづくりとしては福祉部において「静岡

市災害時要援護者避難支援プラン」を策定しております。この支援プランの推進に当

たりましては市民の皆様のご協力をお願いいたします。津波避難訓練等につきまして

は要援護者対応を含め時間や天候などの条件も多様に設定する等、工夫した訓練を実

施していく必要がありますので、今後の訓練計画に盛り込んでいきたいと考えており

ます。また、自主防災会において要援護者の避難支援のために車いすを必要をされる

場合は、防災資機材購入費補助金の対象となりますので、区役所へご相談ください。

以上でございます。 

会長   １５の内容について回答がありました。質問、ありますか。 

  それでは、１６をお願いします。 

総務・防災課長   １６、「災害時における行政機能の確保」、災害時における災害

応急対策と復旧・復興を遅滞なく実施するため、地域防災計画に基づき本市の防災体
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制の一層の充実を図っていきます。以上でございます。 

会長   １６の内容について何か質問ありますか。 

  それでは、津波対策の要望事項に対する回答についての質問、意見はこれで終わりた

いと思います。 

  小西委員、何か最後にありましたら。 

小西委員   小西でございます。すいません、貴重なお時間を。実は２４、２５日の

大雨で私どもの裏の、ご存じだと思いますけど、さくらつり橋という所の法面が崩落

しまして土砂が家のほうへ大量に流出してきました。１週間かかって、実は私きょう

どうしようかと思ったんですけど、ずっと片づけていたんですよ。土が入っていて生

活に大変不自由なものですから、とにかく土を片づけなければということで、市会議

員さんにもお知恵を借りて、とにかく自分で中はやりましたし半分は今回は市のほう

でやっていただきました。早くしてもらわないと困るし台風も来るからということで。

県だとか土木事務所だとか何だとか物すごいです。何人も何人も来るんです。すいま

せん、三、四人で。どこが主管というか責任があるのかというのをわかるまで３日く

らいかかりますよ、すべて。それで、これを見ていまして市のほうでも危機管理部防

災対策課も来たし、土木部河川課の人も来まして、すごくたくさんの要望を出すこと

はいいことですけど、でも、これを見ていますと、検討しますだとか、これからいろ

いろ何とかかんとか、市のほうの苦渋の回答が見てとれるんですね。時間をそんなに

かけなくてもできることと、それからこれはもう当分できないなということと、相当

これは難しい、私たちの代じゃできなくて、子供の代じゃないとできないなんてこと

までたくさん出ているわけですけど、どうもこの当審議会としては、さっき出ました

喫緊にやらなければならないこと、堀川の樋門だとか、西小学校の避難路の橋だとか

というのは優先順位をつけて強くこれから関係機関へ働きかけていくという、市を通

じて。そんなスタンスでいったほうが私は有効のような気がするんですけど。今、皆

さんの意見を聞いたりしていて、どうもソフトの部分はすぐできることもあるし、ハ

ードの部分は５０年たたなければできないこともこの中にはあるような気がしますの

で本審議会でも優先順位でこれだけは早くしてもらわないと蒲原の市民のためにとい

うことで、そんなことを考えたほうがいいような気が私はいたしまして、感想で申し

わけございません。 

会長   どうも貴重なご意見ありがとうございました。 
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  きょう質問、意見を出していただいたわけですけど、皆さんのお手元にはきょう、こ

れが渡った。今、説明をしていただきました。しかし、きょう渡したということで、

皆さん、短期間のうちにこの内容を全部理解できたかというとなかなかそうではない

だろうと。今の小西委員の感想にもありましたように、やはりこれだけは蒲原地区と

してはどうしても早急にやってほしいとかいう内容も、意見の中にも、質問の中にも

出ていましたけども、きょうもらった内容ですから、また９月の終わりごろ、地域審

議会を開きたいと思っていますので、それまでにきょうのこの回答をじっくり精査し

ていただいて、また、今、小西委員が言われたような内容も含めて意見を出していっ

ていただきたいと思います。そういうことでよろしくお願いします。 

  それでは、この２つの要望書の回答についてはこれで終わりますけども、きょうで終

わりということではなくて、また次の審議会の中でもいろいろご意見があったら出し

ていただくということでよろしくお願いします。 

  それでは、（２）の「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、ご質問ありますか。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。先ほどちょっとお話が皆さんの間からも出ていたんです

が、ここ１カ月程度の間に何回かバイパスじゃなくて東名下り線が波をかぶって通行

止めになってですね、前回の時、上り線まで通行止めになっていると。そういう状況

の中で、私たちの生活道路である部分というのがもうぐちゃぐちゃに渋滞してしまっ

て本当に身動きがとれなくて困っているというのが地域住民、この辺の住民の思いだ

と思うんですね。それに対して前回の時は、何日間か波がかぶっていて通行止めが続

いたときに、私、長距離の運転手の方と話をすることがありまして、彼らはどうした

かというと東京・大阪、東京・名古屋の場合にはもう中央高速に回ったと、もうここ

は回れないということで全部迂回していったという話を聞いているんですが、何を言

いたいかといいますと、第二東名はもう使えるんだというふうに聞いているんです。

前回の３月１１日のときに緊急車両だけは通しているんですね、ここの裏を。そうい

う報道がありましたので、ということはそれを使えるんじゃないかと。私たち由比・

蒲原地区の地域住民の足、普段の生活、それから先ほどありました緊急車両が清水に

はもう行けないということを考えて、何とかこういう機会、こういう所を提供しても

らえないのかな、第二東名の通行をこういうときだけでいいから許可していただけな

いのかな、 
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きょうもそういうことを、強く思ったものですから、ぜひ、これは皆さんのお知恵をお借

りして、だれに訴えかけていけばいいのか地域審議会として意見を言っていいものな

のか、その辺がちょっとわからないですけど、皆さんのお知恵をお借りしたいと思っ

て、きょうこうやって提案させていただいたんですけども、いかがでしょうか。 

会長   鈴木委員。 

鈴木委員   私も実は今、全く同じ話を申し上げようと思っていまして、ここのとこ

ろ本当に通行止めが頻発していまして、渋滞だけじゃなくて非常に不安な思いを毎回

します。何十年来の懸案だと思うんですけど、あそこがとまったらどこにも行けない

という状態は本当に解決できていません。本当にいい知恵を皆さんで出し合って何と

かしていただかないと、毎回陸の孤島という状態になってしまいますので、本当に喫

緊の問題だと思います。これ、清水、興津の薩埵より向こうの方はよくわからないん

ですよね、実は、お話ししていても。何の話っていうような感じです。その辺ぜひわ

かっていただいて何か対策を本当に練っていただきたいと思います。 

会長   この前の新聞の記事を見ると、一部開通を少し早めようということで来年の

５月ごろというような話で新聞では出ていたんですけど、本当にこういう通行止めに

なって生活道路が渋滞してしまうと、地域の住民、非常に大変ですよね。 

寺門委員   今の件ですけど、月曜日の日に、岩本、黒田から見ていたら車が通って

いるんですよ。随分通っているなと思って何かデモンストレーションでもやっている

かなと思ったんですけど、あれが試験走行をやっているのかどうかよくわからないん

だけど、実はきょうも静岡へ行くだけで、和田島を回って行くんですよ。富士宮へ抜

けて芝川へ抜けて興津から今度は下へ出ないで、和田島、清水インターという所まで

出るんですけど、上りがとまってしまうと完全にだめ。下りだけとまっている分には、

まだそういう方法があるんです。上下がとまったらもう、静岡に行くだけで９時間ぐ

らいかかりますよ、往復。そんな状態ですから、今、宇佐美委員や鈴木委員が言うよ

うに、何か方法を考えて一部清水インターまで行けばいいわけですよ、由比が通れな

い場合。そこだけでも何とかならないのかなと。清水のジャンクションがどうなって

いるかよくわからないですけど、あの辺がまだだめなら下へ下りて来られないけど。

その辺をちょっと調べてもらって、一部だけというと、蒲原、この地域だけと言われ

るかもわからないけど、それは違うんですね。それを蒲原からそっちへ上がればいい

わけですから、富士から。ジャンクションが富士にありますから。そこから上がって
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いけば行けないことはないんだから。一部開通することによってまた流通も随分変わ

ってくると思います。ですからその辺を何とかうまい方法を考えてどういう力を利用

したらいいのか、その辺もまた決定していただくとありがたいなと思いますけど。 

会長   小西委員。 

小西委員   私の聞いた話で、５月に開通ですけど、その取りつけ道路とジャンクシ

ョンの部分がもう少しかかるという話を聞きました。それで一部だけでも供用しても

らって、でき次第、そういうことは強く働きかけていったほうがいいと思います、こ

こは。ひどいじゃないですか。３日間も止められたらたまらないですよ。本当にこれ

は言う権利が我々蒲原地区の住民にはすごくあると思うんですよ。私も大賛成です。 

望月委員   望月です。これは私見ですけど、松野へ行く馬坂ってありますよね、松

野へ行く道。ですから上がっていってすぐになると思うんですけれども、道の駅の所

からですね。そこに実は私も三、四日前に行ってきたんですけど、第二東名を一望で

きる所があるんです。公園になっているんです。そこへ行きますと今どんな状況かと

いうのが見てとれますので、皆さん行ってきたらいかがかなと思います。私が見た範

囲ではまだコンクリートがむき出しです、道路。ちょうど今上り線のほうを舗装して

いる最中だったですね。ですからまだちょっと時間がかかるんじゃないかなと思うん

ですけど。ですから宇佐美さんが言ったように片側だけでも通れるとね、上り線だけ

でも通したらどうかと。ただ、まだまだ時間かかるんじゃないかなというような気が

しますね。ちょっと行ってきたらいいです。公園があるんですよね。東海遊歩道とい

う名所になっているらしいです。 

会長   はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   私がその提案を出した１つの理由として、大震災のときに緊急車両を

通したという実績があるんですね。その話を聞いていまして、報道がありましたので、

実際に救急車が通ったのを見た人がいたり、消防車が通って行ったのを見た人がいた

りしているんです。寺門さんもおっしゃったように車が何台か通っていたということ

を見ているという事実があるので、多分、何かしらの方法で車がそこへ入っていって

実際に通り抜けているということがあるので、緊急の場合こういう場合には、それを

使わせていただくということは単純に考えてできるんじゃないのかなと思っているん

ですけど。 

会長   現状把握をしましょうよ。こういうふうじゃないかなと思うじゃなくて、実
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際に東名は、ここの区間でもいいですけども、どうなっているかという内容をできれ

ばどうですか、聞けますか。進捗状況というのは。そうしないと車が通ったじゃない

かとかどういうあれになっているかというと、今、望月委員が言ったようにまだコン

クリートも打ってないとかいろいろありますもので、現状のこの区間の第二東名は現

状がどうなっているんだという話を聞いてもらって、次の審議会の中でわかったら話

をしてもらうということでいいですか。確かに皆さんが言うように、非常に生活道路

が脅かされて大変だということはわかりますので、例えばよく事情を聞いた中で、ま

た陳情していくとか要望していくとかという話が皆さんで決まれば、どこへ要望して

いくんだという話も出てきますので、それはまた検討していきたいと思います。そう

いうことでいいですか。 

  そのほかありますか。 

  じゃ、（２）のその他についてはないようですので、引き続き次第４、「その他」に

入ります。事務局のほう、何かありますか。どうぞ。 

蒲原支所参事   それでは会長のほうからも話がありましたけれども、次回の地域審

議会の日程について確認していきたいと思います。 

  ９月の下旬ごろを予定したいと思いますけれども、９月２９日木曜日はいかがでしょ

うか。会長のほうで日程の調整をお願いしたいと思います。 

会長   ９月２９日木曜日、いいですか。昼間です。それではまた通知はいきますけ

ども、一応９月２９日ということで予定しておいてください。よろしくお願いします。 

  そのほか何かありますか。稲葉委員。 

稲葉委員   きょういただいた回答、資料１と２、これはあれですか、自治会のほう

の定例会があるんですが、自治会長には、報告またはこれを手渡してもいいかどうか。

構いませんでしょうか。 

総務・防災課長   構いません。 

会長   いいでしょう。公文書もう出しているから。 

  そのほか、ありますか。 

  こういう台風が来ているということで、本当は８時半ごろ終わろうかなと思ったんで

すけども、やはり要望書の内容を十分皆さんにわかってもらうために、若干時間がか

かりましたけども特にないようですので、本日の議事はこれですべて終了します。 

  なお、本日の会議録の署名委員は寺門委員にお願いします。 
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  以上をもちまして、第３期第１２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 ８時５５分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


