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平成２３年度第３期第１３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年９月２９日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席者   （委  員）須藤会長、草谷委員、小西委員、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 

        （関 係 課）分権・広域政策課：海野主査 

        （事 務 局）区政課：増田課長 

              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）蒲原地域審議会要望書に対する回答について 

 （２）合併建設計画関連事業の進捗状況について（資料１） 

 （３）合併建設計画関連事業の整理について（資料２、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

１３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。本日は稲葉委員、折原委員、小西委員、片瀬委員、磯部委員

の５名の委員から欠席の連絡をいただいております。また、望月委員、篠原委員から

少し遅れるとの連絡をいただいております。現在８名の委員が出席されておりますの

で、会議は成立いたします。 

  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、本日の

次第、それから資料１と振ってあります「合併建設計画蒲原地区関連事業等」という

ことでＡ３の横書きの資料となります。その次に資料２としまして「蒲原地域審議会

が提出した要望書の内容一覧」、それから資料３としまして「合併建設計画（静岡・

蒲原）進捗状況」。資料は以上となっております。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   久しぶりに人数が少なくてちょっとさみしいですけど、日程は相談して決め

たことですけどその後用事ができたということで、現在８人で２人遅刻ということで

１０人になりますけど、やっていきたいと思います。 

  久しぶりに静岡県に大きな台風が上陸して、皆さん被害はなかったですか。また前回、

夜の会議ということで傍聴者の方を期待していたんですけど、大雨の影響で傍聴者の

方が少なかったですけど、ああして夜の会議というのも市民の皆さんに聞いてもらう

ためには今後も必要だろうなというふうには思っております。 

  前回から今回までの中で、新聞記事の中には各地で津波対策をどうするかというよう

な記事が載っていました。それで一番新しい記事をきょうここへ持ってきていますけ

ども、「東日本大震災を教訓にした地域津波対策に関する国の専門調査会が２８日、

提言となる最終報告を出したと。最大クラスの津波が起きても行政や社会機能を保つ

ため、役場や病院を浸水の危険から少ない場所に造ることや、地震から５分を目安に

原則として徒歩で避難できるまちづくりを目指すよう求めている。」というような記

事が載っていまして、その同じ新聞ですけど「徒歩５分、避難無理。」と大きな見出

しで出ていましたけど、やはり高齢者とか例えば昼間津波が来るならいいんですけど、
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真夜中に津波が来たとき果たして避難所まで５分で行けるかどうかというようなこと

もありますが、こういう内容が出てくればこれを一つの検討の前提として県のほうも

考えるでしょうし、静岡市もその内容を基に基本計画等を立てていくのではないかと

思っていますので、今後審議会としてもその動きを期待していきたいと思っています。

また前回その他の中で、台風が来ると東名高速道路が止まって蒲原地区は渋滞に巻き

込まれて、いざ緊急のときに非常に困るということから、皆さんから要望として新東

名高速道路の早期開通というような要望を出したらどうだというような話が出ました

けど、その後の新聞で、県内区間については６月ぐらいまでに何とか開通したいとい

うような内容の新聞記事がありました。御殿場ジャンクションから三ヶ日ジャンクシ

ョンまでのその区間だけ。新聞によっては５月の連休ぐらいまでには、というような

内容もありましたけど、そういうことで開通したいというような記事が載っていまし

た。その他の項でまた皆さんの意見を聞きたいと思っていますので、こういう内容を

踏まえた上でまた意見を出していただきたいと思います。きょうはそういうことでや

っていきますので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。 

  それではこれから次第の３、「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。よろしくお願いいたします。 

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さんにお願いがございます。会議録作成のため、発言の際には

ま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。 

  初めに（１）「蒲原地域審議会要望書に対する回答について」を議題とします。前回

の審議会で蒲原地区における課題等に係わる要望書及び津波対策についての要望書に

対する静岡市長の回答について、委員の皆さんからご意見、ご質問等をいただきまし

たが、回答書の説明を受けた直後でしたので、その後改めて回答書をご覧になりご意

見をお持ちになった委員もいるかと思います。前回出された以外で、回答書に対する

ご意見等がありましたらここで出していただきたいと思います。何か意見、あるいは

質問でもいいですけどもありましたら出してください。 

  まず課題についてどうでしょう。何かありますか。市のほうから国のほうに要望して
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ほしいという内容については、要望しますということで回答がきているわけですけど、

そういうものを含めて何かあればどうぞ。課題のほうはいいですか。 

  それでは、津波対策についての要望書についてどうでしょう。前回もいろいろな意見

が出ました。それで宿題をもらっていますけど、ちょっと期間が短いものですから、

広瀬課長から担当者のほうから十分な回答をまだ得てないということで、きょうの審

議会ではその宿題については皆さんに返すことができないということですので、きょ

うは津波対策についての要望書についての回答、これについての皆さんの意見があり

ましたら。ここはこういうふうに、例えばこれは市の考え方じゃおかしいと、やっぱ

り審議会として担当者を呼んでもう一度聞く必要があるとか、いろいろあると思うん

ですよ。どうですか。はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。現在この津波のことに関しては、第３次の被害想定しかない

ですね。第４次が出てきてそれがどういう形のもので出てくるのか。東海と南海と東

南海地震というような形のものが連動した場合には、どういうふうになるかというよ

うなものが今年中には出るんですか。 

総務・防災課長   総務・防災課、広瀬です。今はっきりとしたことは言えないんで

すけど、今年度中ということは聞いています。 

寺門委員   そういうことで、第４次が出た時点でどういうふうな資料が出てくるか

わかりませんけど、第３次よりもっと大きな数値が出てくるのか、そういうものを一

つ知ってからまた、いろいろ考えてみたいとは思っているんです。想定は第３次の想

定で話をして第４次になったらもっと大きいという話だと考え方がまた大分変わって

きますから、それが出てきてからでもいいじゃないかなというふうに私は思っていま

すけど。 

会長   ただ、当面やってほしいという内容の要望も入っていますので、そこら辺に

ついての回答がこれでいいのかどうか。例えば海抜の標示はやりますと、これは蒲原

では百カ所の標示をします。セブンイレブン、ローソン等４カ所あるんですけど、そ

こへは、ここは海抜何メートルですとちゃんと標示します。そのような動きというの

は静岡市のほうでやろうとしているわけです。はい、寺門委員。 

寺門委員   稲葉委員がいればその話をすると思いますけど、この間自治会のほうで、

各地域にマップでそこに丸をくれてここへ標示しますというのが出てきたんです。そ

れで各地域へ持ち帰って多いところは削る、少ないところは増やすと、もっといえば
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海抜が１０メートル以上のところもしたほうがいいじゃないかという話も出て、私は

堀川ですけど６カ所です。既に１カ所はホテイフーズさんの流通センターのところに

あるものですから７つになるわけですけど、そういうふうな形で各地域へ持ち帰って、

既にこの間取りまとめましたから、稲葉委員がいればその話を多分してくれると思っ

たんですけど、きょうは欠席ですか。そういうふうに進んでいるところは進んでいま

す。それで同報無線も何とか自治会として一地域だけ緊急な場合に使うことができな

いかということで、そういうものもこの間話をするということで決まりました。だか

ら、自治会は自治会としてできること、身近なことはやっていくというふうな話にな

っています。補足みたいな話ですけど、そんな経過もあります。 

会長   ただ、新聞記事を見ると５分で避難場所にたどりつくということになると、

かなり避難ビル、例えば新しく建てるじゃなくても企業のビルを指定してもらうとか、

そうしていかないと５分で避難場所までというのは非常に大変じゃないかなという気

がするんです。例えば、この新聞に出ていましたけど焼津市の母親がお年寄りとか子

供を連れて５分かけて逃げたと、どのぐらい行けたかといったら２１８メートルしか

行けなかったと。焼津市は半径５００メートルのところに避難ビルを１つ、ずっとや

っていこうと思ったけど、また考え直さなければいけないというような話が記事にな

っていました。だから蒲原地区でも５００メートルのエリアの中に、避難場所を１つ

ずつ造っていくとなるとこれは大変ですよね。だけど、そういうふうにしていかない

と５分ですからね。だから、この記事では徒歩５分で避難場所というのは無理だとい

う話をしています。中には、その地区の実情にあった内容でいいじゃないかという人

もいるわけです。 

  ほかに何かありますか、市の回答について。はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。先日、静岡新聞の９月１０日付の記事で、科学技術高校の生

徒さんたちが由比・蒲原の防波堤を強化する必要があるんじゃないかという見解を新

聞に載せてくださったんですけれども、それに対して市のほうではどういう思いで見

ているのか、そして実際に防波堤を強化する方向に動いて、４次ですか、年度内に出

るという津波対策に対しての基準以前に、それはそれとして進めていただけるものな

のかどうか、お聞きしたいと思います。 

会長   どうですか。その点は。ちょっとわからないですか。 

  そういう記事が出ていたということは知っていると思うんですけど、具体的にどうし
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ていくかということについては、地域審議会も耐震性、防潮堤の強度は本当にいいの

かどうかというような内容を調査するというのは地域審議会でも要望しています。は

い、杉浦委員。 

杉浦委員   早期に実現してほしいと思います。 

会長   悪いですけどその辺も何か動きがあるようなら聞いてくれますか。寺門委員。 

寺門委員   その件ですけど、これ、回答の３番目、これが当てはまるかと思うんで

すけど、これは国交省の関係になるんですね。こういう話もこの間出たんです、ほか

の会合で。これをするにはどうしたらいいかということを市へ言っても、「はい、わ

かりました。国、県へ伝えておきます。」で終わってしまえば前へ進まないわけです

ね。だから、これをいろいろな方の力を借りながら国や県へ直接話をする。それも無

理だったら審議会ではそれは越権行為だよという形になる場合もあり得る。だから、

自治会と一緒になってこれを早急に何とかしろと。科学技術学校の話もこの間僕した

んです。こういう高校生がこういう提案していますよ。ということで、稲葉委員がい

ればそういう話は多分してくれるだろうと思うんですけど、自治会と審議会との合同

で要望するという形にして、市でなくて市にはこういうものを出しますよ。という形

で、県、国のほうへ出してみたらどうかという話もあるんです。会長さんが自治会の

ほうの会長さんと、その辺の話をちょっとしてもらって、そうすれば前へ進むのかど

うなのかということを検討してもらったほうがいいような気がします。市だけじゃ絶

対これ前へ進まない。 

会長   これまでも自治会と一緒に聞いた津波想定とかそういう話と同じように一緒

に要望するとか。しかしこれは一応、市のほうへは要望したんですけど、市のほうが

どういう形で国のほうへと要望したのかということは確認しなければいけないんです

ね、まずそれを。はい、寺門委員。 

寺門委員   第４次が出た後には何か動きが出る可能性はあるんですか。どうですか。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   今の問題以外に市が直接係わるようなこと、例えば先ほど第４次

が発表されて、現在ある例えばハザードマップを修正しなければならないとなれば、

これは市としては早急にやらなければならないという中で、全世帯に配布するかどう

かわからないですけど、そういうことをしなければならないということは十分承知し

ております。 
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会長   寺門委員。 

寺門委員   田辺市長が今、防災にすごく力を入れていますよね。津波対策室を設置

して。これがことしいっぱい。ことしいっぱいじゃあと日がないですね、あまり。 

総務・防災課長   今、寺門委員が言うように緊急津波対策室というものは１２月３

１日まででありまして、もちろん災害とか安全安心のまちづくりというのは田辺市長

のキャッチフレーズにもありますので、これは継続してやられることは間違いないと

思います。 

寺門委員   だから、「鉄は熱いうちに打て」じゃないけど、そういうふうに気持ち

の強いうちに何らかの形で市のほうへもう一度何か動きをとってくれというような形

をしてもいいような気がするけど。どうですか。 

会長   とりあえず私たちが要望した内容について、この前も出ましたけど国に要望

してきますと。じゃ、したんですか。という話をやっぱり一度確認しないといけない

と思うんです。市でやることと例えば防潮堤の強度、これ、例えば市じゃなくて国の

問題だといったら、そういう要望をちゃんとしたんですかという話をしていかないと、

要望しますと言っているんですから、その辺をやっぱりしっかりと確認しないといけ

ないなという気はします。そういう回答が来ているんだから。 

寺門委員   今のところはしてない。 

会長   いや、回答が来たばかりだから。例えば極端なことを言うと、次の審議会が

１１月にありますよと、それまでに確認しておいてくださいと、どうなっているかと

いう要望を出してもいいわけでしょう。しているかどうか、したかどうか。 

寺門委員   市のほうへこういう要望を出したんだから早期実施を要望していきます

という形があるわけですよね、回答としては。ですから、これがどういうふうな形で

今進捗しているのか、要望してくれているのかどうなのかという返事を、次の審議会

までにもらうような形ができれば一番いいですけど。そうしていただきたいなと。こ

の要望書に関してはその１項目が終わるわけですから。 

会長   やっぱり出しっ放しじゃなくて具体的にどうなったのという話をしていかな

いと、ただ出して格好つけて終わりじゃ、意味ないですよね。それは国のほうの方針が

出てこないと動けない問題もあるでしょうけど、市独自で動ける問題も提案している

わけですから、「どう動いているんですか。」ということはやっぱり聞いていく必要

があると思います。 
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  そのほか、ありますか。草谷委員。 

草谷委員   草谷です。関連したことですけど、この嵩上げと同時に含めて、既存の

堤防、防潮堤。あれはどの程度の強度があるか、最近調べたことがあるのかないのか、

ちょっと市のほうへお伺いしたいですけれども。今まで全然してないわけですか、強

度的なものは。 

総務・防災課長   すいません、その辺確認してございません。 

草谷委員   草谷です。嵩上げと同時に既存の堤防、防潮堤、どの程度の強度があっ

てどの程度までこたえるのか、そういうところまで調べていただいて、なおかつ、そ

れに応じて嵩上げ対策というのを同時に進めていってもらわないと、今の堤防をその

まま嵩上げするということになると強度的にどうかという問題もあるので、そういう

ところも同時に要望してもらいたいと思うんですけど。 

会長   防潮堤の強度について調査してほしいというのは、要望事項に入っているで

しょう。 

草谷委員   草谷です。既存の防潮堤に関しては入っていないです。今これ、見直し

ているんですけれども、嵩上げと書いてあるんですけど、既存の防潮堤の強度とか、

もろもろのものは全然うたっていないものですから、そういうところまで調べてもら

えたらどうかと思って今、提案してみたですけれども。 

会長   第３番目にあります。防潮堤の強度調査の実施。これで嵩上げと。だから、

審議会として要望しているんです。はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。前回の審議会で３番から５番についてはいつごろかをお聞き

したいということで市のほうに要望として出してあるんですけれども。今回だめであ

れば、やはりその都度この会議の中でどの程度まで進捗しているのかを説明してもら

っていったほうが私もいいと思います。 

会長   今回期間がちょっと短かったので、次は１１月にやろうと思っているんです

けど、それまでにはしっかりした話をするということでいいですか。いいですか、草

谷委員。３番目にあります。 

草谷委員   草谷です。すいません、ここに書いてありました。それを早期に出して

いただければと思います。それと庵原高校のほうの防潮堤ですけれども、もうここ何

年か砂おろしによる侵食がありまして、かなり下まで堤防が出てしまっている。工事

を何回かやっているんですけれども、その工事が進んでいないようなので、そういう
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ところもしっかりした検証をしてもらって、なおかつ国交省のほうで工事を進めてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

会長   そのほか、ありますか。鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。議論が進んでいる中でちょっと基本的なことをもう一回聞か

せていただいて恐縮ですけど、前回の２番の回答で「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。」という記述があったんですけど、これをこのままとると現状で蒲原の宅地

には津波は来ないという予想をしていますよというふうに聞こえるんですけど、これ

はどう理解したらいいんでしょうか。 

会長   来ないという話ではないですね。広瀬課長。 

総務・防災課長   今、鈴木委員おっしゃるとおり、簡単に言ってしまえばそういう

ことです。第３次の想定の中では蒲原地区については海抜からいけば超えてくるよう

なことはないという考えでおります。 

鈴木委員   ということは、４次の段階で津波の高さに関しての見直しがないと、な

かなか話は前に進みづらいだろうということですね。 

会長   ただ、私たちは３月１１日のあの被害、あの津波の恐ろしさというものを目

の当たりにして、蒲原地域は海岸に面した地域であるから、いろいろな角度からしっ

かりしたものにしていかなければならないということで皆さんから意見を出していた

だいて、今回の要望になったと。今の内容に関連するのは、３月１１日の津波で防潮

堤が相当壊れているんです。２３０キロのうち１９０キロかな、私の記憶ちょっと違

うかもしれないですが、かなりの防潮堤が津波によって壊されてしまっているという

ところから、多分この提案は杉浦委員じゃなかったですか。防潮堤の強度は大丈夫で

すかという話が出てきたと思うんですけど。だから別に審議会の委員だけじゃなくて

蒲原地域の市民の皆さんも多分そういうふうに心配しているんじゃないかなという気

がするわけで、こういう要望内容を出したということですからね。それから、津波に

ついてはこの前、連合自治会の人たちとここで話を聞いたときに２．５メートルから

３．５メートルぐらいの、今までの内容でいくとそれぐらいに津波しかここは来ない

だろうというふうに考えているわけでした。だけど想定外というのがあるわけで、そ

ういうことを前提にして東日本の津波は想定内ということであれだけの津波が来たわ

けですから。先ほど寺門委員からも出ましたけれども、東海地震とか東南海とか南海
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地震３つが一緒に来れば、そんなものではないじゃないかというのをやっぱり、それ

ぞれ考えると思うんです。そういったときに蒲原地区の防潮堤が本当に大丈夫なのか、

そのほかいろいろ提案を出し要望したわけです。私ばかりしゃべって申しわけないで

す。 

  そのほか、ありますか。なければ時間的な問題もありますので、これ、追々いろいろ

な形でまた内容が進んでいきますので、その都度その都度、審議会の中で意見があれ

ば出してもらうということでやっていきたいと思います。 

  それでは、この問題についてはこれで終わりたいと思います。 

  続きまして（２）「合併建設計画関連事業の進捗状況について」を議題とします。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。手元の資料の№１を見ていただきたい

と思います。合併建設計画蒲原地区関連事業等ということで、これについて本当なら

ばもっと早い時期にお示ししなければならなかったんですけど、今回の要望書等の協

議ということでおくれてしまったわけですけど、２３年度の当初予算額までを入れた

進捗でございます。まず見方ですけど、左が事業名大項目、中項目そして小項目事業

名ということで記載してございます。そして右覧に回答とあるわけですけど、例えば

№２の蒲原東西保育園統合事業については、合併建設計画（不明）未着手ということ

で、これについては現在の保育ニーズの高まりと今後の国の幼保一体化など子育て環

境の動きを見ながら検討していくというような回答で現在、未着手でありますと、こ

のような見方をしていただきたいと思います。それから黒塗りでしてあるところにつ

いては既に完了しているということで、色を黒くつけさせていただいております。ま

ず主なところとしましては１２番、「介護予防拠点施設運営事業」は皆さんご承知か

と思いますけど、用地は蒲原中の蒲原学園東側のほうにあるところですけど、旧蒲原

町時代、ここへ介護予防拠点施設を建設しようというような用地でございます。これ

については未着手の理由として合併後の本市の介護予防拠点としては老人福祉センタ

ーや高齢者いきがいセンター、補助制度を活用していただくことを前提としているた

め、既に取得した土地については、全庁的に活用の方策を探り有効活用を図っていき

たいと考えているが、現在、利用方針は定まっていないということで未着手でござい

ます。 

  次に次ページ、上３つの１５、１６、１７につきましては、ここの市民センターの建
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設事業に絡むもので既に完了しております。それから２２、２３、「蒲原東・西小学

校統合事業、蒲原給食施設統合事業」については未着手、あるいは内部検討中という

ようなことでございます。 

  次に３ページ目ですけど２９番、「公共下水道整備事業」これについては現在、内部

検討中ということで今回の要望の中にも入れさせていただきました事業でございます。

回答については、そこをまた読んでおいていただきたいと思います。それから３２番、

「蒲原地内公園整備事業」については未着手ということですが、平成２０年９月１６

日の蒲原地域審議会において蒲原地内公園整備事業については要望をしない事業の採

択がされたと。よって予算要求等は行わないということで、地域審議会としてはこれ

については２０年９月以降審議しないということで決定しているものでございます。

次に３７、３８、上水道事業ですけど「第１水系、第２水系の配水池改良並びに沈殿

池の改良工事」につきましては内部検討中ということで、検討中の理由としてそこに

書かれております。 

  それから、もう１枚めくっていただきまして４２番、「油缶川河川整備事業」という

ことで、場所は安西薬局さんから神沢白銀線に下っていくところで旧大村青果店のと

ころですけど暗渠になっているんですけど、あそこの油缶川河川整備事業ということ

で、これについては合併当初から２２年度まで、２３年度は予算要求していないが現

在まだ推進中、ここの河川整備事業ということでやりました。これにつきましては旧

蒲原町時代、大雨等が降るとここが浸水してしまうということで、蒲原町時代一番問

題の箇所でございました。このような改修を進めてきた結果、先日の台風１５号とか

その前の台風１２号、これについてかなりの効果が出ているということでございます。 

  次ページの４８番、「海洋深層水利用の可能性調査」ということで、これについても

未着手ということで、これは２０年の要望のときも出させていただきました。４９番

の「神沢農道整備事業」ということでこれも内部検討中でございます。回答について

また読んでいただきたいと思います。 

  次に最終ページの前の６９番、「蒲原駅橋上駅舎化事業調査」これについては２２年

度決算見込みの金額で３６７万５，０００円ということで平成２２年度蒲原駅・新蒲

原駅も含め１日の乗降客数５，０００人未満の鉄道駅を対象にバリアフリー化基本方

針を作成と。今後、基本方針を基に順次鉄道駅のバリアフリー化を推進していくこと

と合わせ、駅前広場整備も含めた交通結節点整備の検討を実施していく予定というこ
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とでございます。７０番が「東小学校駅前線道路改良事業」という名称ですけど、こ

れは新蒲原駅の西側の県道へ出るところのガード下のことでございます。 

  以上で主な進捗状況、主に未着手の件についてご説明させていただきました。これと

関連でこの次の（３）の合併建設整理についてという議題があるわけですけど、その

ときまた絡めて話をさせていただきます。とりあえず進捗状況資料№１については以

上でございます。 

会長   今、この合併建設事業蒲原地区関連事業等について、特にこの網がかけてあ

るのは完了しているということでもう既に事業が終わりましたと。あとは未着手の内

容についての説明がありました。 

  だれか質問、ご意見ありますか。日野委員。 

日野委員   日野です。善福寺のところからずっと入っていく道が農免道路というの

ですよね、前に視察したところにつながる。あそこが今回、台風で大分木が倒れてき

てしまっているようですけど、そうすると今の進捗状況で、ある程度「この年までに

は終わらせます。」とおっしゃっていたことがやはりかなり延期されてしまうのでし

ょうか。その辺を伺いたいんですが。 

会長   わかりますか。ここにはないです。 

日野委員   農免道路、畑総というのですか、あそこの道路ですよね、前に視察した。

この中ではないのですが。 

会長   農免道路はないでしょ。あれは県の事業ですから。 

日野委員   そうですか。なるほど。 

  第３浄水場の改修工事というのがもう完了になっているんですけれども、聞くところ

によると、私も確認してないのであれですけれども、何か断水が起きたところがあっ

て、この改修工事が本当にちゃんとできていたんだろうかという声を聞きましたけれ

ども、その辺はいかがでしょう。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   すいません、日野委員の質問ですけど第３浄水場の改修工事とそ

の断水との兼ね合いというか、ちょっと理解できないですけど。改修工事については

既に２０年に終わっていますから。 

日野委員   そうです。それで私もはっきりしたことがわからなくて、今回もっと確

認してから来ればよかったですけど、浄水場の改良工事、ここに第１か、第３か改良
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工事を進めているにもかかわらず、その断水が起きてしまったというようなことがど

うしてなのかなということだったんですけれども。 

会長   宇佐美支所長。 

支所長   蒲原支所の宇佐美です。今回断水があったんですが、それが浄水場の整備

と係わりがあるのかないのかちょっとわからないですが、まず１カ所、小金の中尾羽

根地区で警察の横を上がる山のほうですが、ああいった山間地には送水しているわけ

です。停電がありますと、その送水ポンプが動かないということで断水があったとい

うことは聞いておりますが、この浄水場の整備に係ることで断水があったかどうかち

ょっと聞いておりません。 

会長   だれか質問ありますか。はい、山本委員。 

山本委員   山本です。ちょっとお聞きしたいんですが、公共下水道整備事業、それ

から蛭沢通線、それから先ほども出ましたけど蒲原駅の橋上駅舎。２９番と５８番と

６９番ですが、この予算が昨年はついておりますが２３年度はついていないですけど、

公共下水道もアンケートをとりましてこちらに回答がありますが、「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。」とはありますけれど、今後どのよ

うな方向性で進められていくのか、（３）の関連事業の整理についてのほうでご説明

があるかもしれませんけど、今後の方針というかどのような進み具合、どのように進

めていくのかということをお聞きしたいんですが。回答は要望書にあります。前回も

ありますし、今の資料１のこちらにもついておりますが、今年度全く予算がつかない

で、これからどのような考え方、方向性を持って市のほうではこの事業を進めていく

のかということをお聞きしたいんです。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   公共下水道の関係ですか、まず第１点。これにつきましては８月

に要望書を出した中にもございました。市の考えはこういう考えですよということで

回答させていただいた中で、アンケート結果ではほとんどの方が水質改善の必要は十

分感じていると、汚水処理整備方法についてはどの方法が最適かとなると、アンケー

ト結果からいろいろな状況からわからない状況であることが伺えたと。今後について

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、それと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なが

ら、市関係部局や地元との調整を図っていきながら、最適な汚水処理整備方針を決定
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していきたいということで回答させていただいております。 

会長   はい、山本委員。 

山本委員   山本です。この回答はわかるんですけれど、具体的に何が問題点になっ

ていて、市のほうではその問題点をどのように解決していくのか。例えばこれがお金

の問題でとまっているのか、あるいは汚水処理施設を造るハードの面での土地の確保

だとかそういう面でとまるのか。もし金銭的な費用の面での問題がある場合、地元の

理解というものをどういうふうに持っていくのか。根本的に市としては下水道を造る

方向で進めていきたいのか、それともまだそれもわからなくてただ単にとまっている

状況なのか、ちょっとその辺をお聞きしたいんですが。 

会長   広瀬課長。 

総務・防災課長   すいません、この回答の中でまず下水道施設、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いうこと、あと経

営シミュレーションと、具体的に言ってしまえば予算とかそういう話もあるかと思い

ます。それらについても市の方針はどのようにしていくかというのを今後決定してい

きたいということでご理解していただきたいと思うんですけど。予算がないからでき

るかできないかというような話ではなくて、この蒲原地域において下水道がいかに必

要であるかということを市当局も考えながら、また地元の皆様にも今後意見を聞いて

いきながら、最終的に市の方針を決定していきたいということでご理解いただきたい

と思います。 

会長   山本委員。 

山本委員   そうしますと、理解を得るようにという言葉はわかりますけど、具体的

に市として、この２３年度にどういうことをしていくのですか。 

会長   この内容を見ると、市民の皆さん、どういう方法がいいかというのがまだは

っきりしない。というのは、公共下水道というのはこういうものだよ、合併浄化槽と

いうのはこういうものだよと。例えば公共下水道をやった場合にはこれだけの負担が

かかるよとか、いろいろそういう内容がある。それはアンケート調査の中にもありま

したけれども、まだ十分に理解されていないじゃないかということになるとやっぱり

それは住民に対して啓蒙活動をやっていくということでしょうね。 

山本委員   そうすると基本的には市では下水道の事業を進めていくということです

か。 
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会長   実際清水区は今やっているんですよ。蒲原町が入る前の静岡市は公共下水道

の事業、ずっとやっているんですよ。蒲原町は公共下水道になっていないよと。だか

らそっちのほうが終わってから、こっちへかかる、検討しますという話をしているの

で、そうじゃなくて、せっかく仲間になったんだから、こっちはゼロだよと、向こう

は６０から７０％。例えば清水区の中で６０から７０％もう完成しているんです。次

はここをやります、次はここをやりますという計画があるんです。それと同時に蒲原

地区はゼロだから早く予算をつけてやってくれというんだけど、やっぱりお金の問題

もあるんでしょう。清水区の工事が終わったら蒲原地区の検討をしますという話の回

答は得ているんです。 

山本委員   そうしますと、最後に「市関係局と地元の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。」とありますが、これはこの最

適なというのは公共下水道を造るということで理解してよろしいということですか。 

会長   ただ、蒲原地区の内容としてはどちらがいいかというのはこの前のアンケー

トで結論が出なかったんですよね。ですから、もう少し合併浄化槽とはこういうもの

でこういうメリットがあるけどこういうデメリットもあると。公共下水道となるとま

たこういうものがあると、まだ十分理解されていないので、どちらがいいかというこ

とについてのアンケートでは結論が出なかったです。 

山本委員   アンケートでは結論が出ておりませんけど、静岡市としてはやはりその

下水道を整えていきたいと、現在はその過程だと考えてよろしいということですか。 

会長   ただ、聞くところによると中にはまだ合併浄化槽をつけたばかりだと。高い

お金をかけて合併浄化槽をつけたのに公共下水道のパイプがここまで来ているから金

を払えというのは嫌だという人もいるというような話も聞いていますけど。 

日野委員   すいません、日野です。２回ほど前のこの審議会のときにやはり今と同

じお返事をいただいて、私は合併浄化槽と公共下水道との違いというのがどうしても

具体的にまだ理解できていなかったので、それを具体的に教えていただきたいという

ことを申し上げたと思うんです。そしたら時間切れになったので須藤会長がじゃあ次

回にとおっしゃったような記憶があるんですけど。ですからアンケートをとられて私

もアンケートをするに当たって、うちは合併浄化槽をつけたけれどもこの公共下水道

というのはどういうふうになっているんだろうと、とてもわからなかったです。それ

と同じように、今ここの審議会にいらっしゃる委員さんたちがそれを全部理解してい
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らっしゃるのかどうか。ここのメンバーでも理解していないかもしれない、私だけが

理解していないかもしれないけれども、そう考えるともっと皆さんに、合併浄化槽と

はこういうものです、公共下水道とはこういうものですということを知らせないと、

ただ感情的にそんな金がかかるのは嫌だとか、わけがわからないとかというだけの意

見になってしまうような気がします。ですから、ぜひ合併浄化槽と公共下水道という

ものの違いというものをお金がかかる、かからないよりも、どういう違いなのかを教

えていただきたいと思います。 

会長   皆さん、どうですか。鈴木委員。 

鈴木委員   私も実は公共下水道の件に関しては、前回の回答に若干物足りなさを感

じていたんですけど、これだけの大きい事業になると公共下水道を全市域にめぐらせ

るというのは、今後の絶対的な課題だと自分は思っているんですけど、それを当然と

考えて私たちも公共下水道をつけてくださいという要望をずっと出している。だけど、

それにはお金もかかるのでということですけど、最終的にはこんなことを言ってもし

ょうがないですけど、市長の決断だろうと思うんです。これだけの事業をやるかやら

ないかという話になると。だから市長がどうお考えになっているのかという部分を具

体的に聞きたいところです、具体的に。 

会長   静岡市の考えとしては公共下水道を推進していこうという考えです。今まで

の流れからいくと。 

鈴木委員   であれば、どちらがいいかというよりも、いつまでにやるんだという話

しかないような気がするんですが。 

会長   ただ一応、今回のアンケートというのは、皆さんの蒲原地区の意向がわかっ

ていない。静岡市ではまだ仲間になって５年しかたっていないから。だからアンケー

ト調査をして公共下水道がいいのか、あるいは合併浄化槽のままいきたいのかという

ことをやったわけです。やたらに押しつけたら大きなお金がかかるわけですから市民

の意向を十分把握した中で、どうするかということを決めていくというのが一番いい

でしょう。例えば極端なことをいうと、清水区、葵区、今やっていますよね。だけど

蒲原地区は合併浄化槽でいいよと、公共下水道なんていらないよというふうになった

ら、押しつけるかという話もあるわけでしょう。私はずっとこの問題は議員のときか

ら係わってきたから、公共下水道はやるべきだと思っていますけど、それはそうじゃ

ない人もいるわけです。現に町会議員の中にも、いや合併浄化槽でいいよという人も
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かなりいました。 

  すいません、話の途中ですけど１時間たちましたので休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０２分 

再開 午後 ３時１０分 

会長   定刻になりましたので再開します。 

公共下水道がいいのか合併浄化槽がいいのかデメリットがどうかなどと話している

と、とても予定の議事が終わりませんので、この問題についてはここで打ち切りたい

と思います。 

  それでは次に移ります。 

  それでは（３）「合併建設計画関連事業の整理について」を議題といたします。この

件につきましては、５月１９日に開催した第８回地域審議会で資料を配付いたしまし

た。本日は事務局案についての審議をお願いします。それでは事務局案について説明

をお願いします。広瀬課長。 

総務・防災課長   それではお手元の資料№３をお開きください。まず、このＡ４横

のものですけど平成１８年度から２３年度の当初予算ですが、これについては約６７

億６，０００万円予算化され実施されたものもあります。ということで、合併建設計

画関連事業にこれだけ投資していますということで理解していただきたいと思います。 

  １枚めくっていただきましてカラーの資料ですけど、まず見方ですけど青い部分につ

いては先ほどの進捗状況の中でもお話しさせていただきました完了事業、実施が終わ

っていますというものでございます。次に、赤いものについては管理・運営経費事業

でございます。ほとんどが推進中というようなものでございます。次に黄色のものに

ついては、平成２０年度に整理した事業ということで、これは未着手、あるいは内部

検討中というものでありまして、地域審議会として２０年度以後これらについては審

議対象にはしませんということが決定されているものでございます。例えば２番の蒲

原東西保育園統合事業、これについてはこちらの地域審議会のほうで東西保育園を統

合するべきであるか否かということを問いかける必要はないじゃないかということで、

市のほうからこの審議会のほうに諮問、あるいはこういうお話が出たときに検討すれ

ばいいじゃないかという判断のもと、これらについては今後審議しないというもので

ございます。以下、この黄色いものについてはそういう意図で整理したというもので

ございます。 
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  今回、皆様方にお願いしたいのが、この白色部分について今後、地域審議会として審

議していくべきかどうかという判断をしていただきたいというものと、あとは今後、

残り４年間という地域審議会の期間でございます。この間に蒲原地域にとって何を一

番要望していくべきであるかということを、ある程度絞って残り４年間を進めていか

なければならないのかなという事務局の考えでございますので、これらについて色が

塗られていない部分について、これは必要ないよとか、これについては重点的にやっ

ていこうというような整理をしていただきたいというものでございます。例えば１２

番「介護予防拠点施設運営事業」については、先ほどの進捗状況の中で説明しました

ように、用地の問題ですけど、これを利活用していくのにどうしたらいいかというこ

とで、例えば介護予防拠点施設ということで進んできたわけですけど、老人センター

とかそういう施設も蒲原地内にはあるということで、この用地をほかの面で使ってい

ったらどうかというような要望もできるではないかなということでございます。２９

番については「公共下水道整備事業」ということで、今の問題でこれらは継続してい

くものかと考えております。次に３４番「富士川緑地公園整備事業」につきましては

２２年度から着々と現在も進められております。あと水道の関係ですとか、公営住宅

の関係、例えば４８番「海洋深層水利用の可能性調査」ということで未着手というこ

とでございますが、これについては蒲原地域というよりも市全域で考えていく事業で

はないかなと思いますので、あえて地域審議会で今後これについて審議していく必要

はどうかというようなことも検討していただきたいと思います。そのほか、そういう

ものが何件かあるわけですけど、これについて絞って今後進めていったらどうかとい

うことが事務局の考えでございます。もし、この審議会でこの事業についてはもうい

いよと、もういいよということは審議しないけど、ただ合併建設計画に登載されてい

る事業ですから、これらについての毎年のこのような進捗状況については報告させて

いただきます。以上です。 

会長   ただいま提案がありました。色で塗ってある内容についてはお分かりいただ

いたと思います。あと色が塗ってないところについて今後どうしていくかと。今、提

案がありましたので、ここで皆と話し合って結論を出すかどうかですね。何かご意見

ありますか。進め方の意見を。寺門委員。 

寺門委員   寺門です。そうするとこれ、未着手というところだけ、まず拾い上げて

幾つかあるわけですね。１２番、４４番、５５番もそうか、４８番もそうだ。この未
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着手というところをどういうふうにしていくかということを意見を出したらどうか。

どうですか。まず、そこから片づけていくということで。 

会長   どうですか。そういう意見が出ましたけど。色の塗ってないところで未着手

の事業についてどうしていくかということで話し合いをしていくか。どうですか。望

月委員。 

望月委員   望月です。２０年度に黄色の部分、整理したという実績があるわけです

から、今、寺門委員が言われましたように、この白い部分の未着手について皆さんの

意見を聴取して、どうするかという結論を先にされたらいいかなと私は思います。以

上です。 

会長   どうですか。いいですか。それでは、そういう形で一つ一つ検討していきた

いと思います。時間もあまりありませんので全部が全部できるかわかりませんけれど

も。じゃ、上からやっていきますか。いいですか。 

（「はい」の声あり） 

  それでは１２番の「介護予防拠点施設運営事業」これは先ほどありましたように、以

前蒲原町時代に取得した中区の土地をどう利活用していくかということが今、問題に

なっているわけですけど、前はあそこに介護予防施設を造ろうと。蒲原町時代はかな

りあちこち視察して一番いい介護予防施設はどんなものかということまで検討したん

ですけど、結局静岡と合併して静岡市の方針がここに書いてあるような方針で土地だ

け浮いてしまったということです。はい、望月委員。 

望月委員   望月です。もう一度正確な場所、それから面積を教えていただきたいと

思います。 

会長   わかりますか。広瀬課長。 

総務・防災課長   神沢白銀線の蒲原学園幼稚園東側の、何て言ったらいいでしょう、

あそこは……。 

寺門委員   蒲原学園ですね、で、ここが左官屋。 

総務・防災課長   浅野さんです。その間です。 

寺門委員   浅野という左官屋さんがあるんですよ。 

会長   それじゃ磯部さんだ。 

寺門委員   ここが磯部さんという家。たしか入り口があるよね。そんな広くないん

ですよ。この奥がバイパスのところまで。 
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会長   裏道まで。 

寺門委員   ここがバイパス、こう通って。 

会長   その下の道です。 

寺門委員   そこまで。一番南側にある線があるんですが、海岸のところに。 

総務・防災課長   約１，２００平米。 

会長   ここを蒲原町時代に土地を持っている人から公費で買ったんです。ここに介

護予防施設を造ろうということで。はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。実は私の地元の水神さんで、Ｓ形デイサービスをやっている

んです。３つの地域でやっているんですけど、海岸が近いから地震が来たら困るとい

う話になってやめにしてしまったんです。それで場所を変えた。そういう意味で、こ

こすぐ裏が海ですね。そういう立地条件のところで住民の理解が得られるかどうかと

いうのが１つ、そういう意味で感じたんです。（「建物を建てて、それを今のような

介護施設にする。」と望月委員が言う。）そういう懸念があるので、私はどうかと思

うんですけどね。 

会長   日野委員。 

日野委員   例えば蒲原町時代に介護予防拠点施設を造りましょうといって取得した

土地を、その介護予防拠点施設じゃないものにすることは可能ですか。 

会長   土地の名前がついていないから可能でしょうね。資料１の１２番に書いてあ

りますよね、理由が。はい、寺門委員。 

寺門委員   この件ですけど、ここをやっぱり使うには地域の人たちは結構使い勝手

がいいですね。今、高齢化率３０％を超えているの。いない、それでも中区だと、ど

のぐらいいる。７５歳以上が２００人くらいいるでしょう。そういう意味でこれ地域

の皆さんにここをどういうふうに使いたいかということを聞いてみたらどうかと思う

んですがどうでしょうか。それも１つの手かなと思います。 

会長   周りの市民の人と。はい、山本委員。 

山本委員   山本です。これまでにここを何かに利用したいとか、こういうものを替

わりにという案は出たことがありますか。 

会長   静岡市のほうからですか。それはないです。ここにも書いてあるように、ま

だ利用方法は決まっていないということで。 

山本委員   決まってはいないですけど、こういうものに例えば利用したいとか、つ
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くりたいとかという案も出ていないということですね。 

会長   宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。ちょっと基本的なところですが、今の予防施設事業の拡

充、１２番「介護予防拠点施設運営事業」とありますけど、土地利用の話だけにしか

今なっていないんですが、それだけですか。 

会長   ここに理由が書いてあるように老人福祉センターや高齢者いきがいセンター

補助制度を活用していただくという静岡市の考え方が蒲原町で考えた内容と違ってい

るんです。だから蒲原町は介護予防施設で、プールみたいなものを造ってそこをお年

寄りが温泉プールみたいにして歩いて足腰を鍛える、そんな発想もあったんです。だ

からいろいろな考えがあって、それが合併したことによって静岡市の考えがこうだか

ら、そういうものは造れませんという話になったんです。宇佐美委員。 

宇佐美委員   だとしますと、もう介護予防拠点施設運営事業ではなくなるわけです

ね、話の内容としては。そういうふうに理解できるんです。となると、今ここでお話

しされている内容というのは、もうその土地をあとどうしようかという話だけにしか

ならないのであれば、この項目自体はもう要らないんじゃないんでしょうかという話

をしたかったです。 

会長   では、この１２番については、造らないのだから運営事業などいらないと、

予算枠もいらないということですね。ただ、これを切ってしまうと、こういう目的が

あった土地だからというのが消えてしまうんですね。それでもよければいいですけど。

宇佐美委員。 

宇佐美委員   もちろん、この項目というのは地域審議会が残っている以上、ずっと

継続して残すべきだとは思うんです。残さざるを得ないと思うんです。ただ、今ここ

で最初の目的から話がずれている話しかしていないので、それだったらこれについて

はもうこの先以降、地域審議会で話さなくてもいいじゃないですかという結論にして

も、もういいのかなというふうに思ったものですから。 

会長   土地の問題が出てきたら、またそれで地域審議会として考えればいいと。今

言ったように周りの市民の人に聞いてみるのも１つの手だという案も出てくると。だ

から、静岡市のほうで何か方針が出てきたら地域審議会のほうへも教えてもらいたい

と、それについてまた、みんなで検討しようというような形でいいんですかね。 

寺門委員   これを放っておいて、この１，２００平米は草むしりもしなければなら
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ないし、いろいろやらなければならない。経費がかかるわけです。だからこれを有効

的に何とかして使ってもらうような形にすれば、そういう経費も減るわけです。だか

らどうしたらいいのか、何か地域の人たちにうまく利用してもらうしかないだろうと

思います。 

会長   １つの例としてこういう案があるんです。蒲原地域の老人センターは西だけ

だと。極端なことをいえば西、中、東に造ったら非常に年寄りが行き易いじゃないか

と。蒲原東に元清掃事務所の車を置いたところの土地があいているんです。東部はあ

そこに年寄りの憩いの場を造ってほしいと、富士山も見えるから。そういう発想も東

部にあるんです。極端なことを言えば中部もお年寄りが寄れるような施設をあそこへ

造ってもらったらどうかという案も一つ出てくるのかなという気はしますけど。それ

は土地をどうするかという話の中でまた・・・ただ、地域審議会へ市のほうから諮問

などないんです、何にも。諮問機関だけど。諮問機関だけど諮問になっていなくて、

自分たちでつくって要望を出しているという感じですよね。おかしいですね、また余

計なこと言ってしまって。本当は蒲原地域の土地の問題だから、この問題を蒲原地域

の皆さんが有効に使うために地域審議会で検討して、回答を諮問してくれないかとい

うことなら本当はいいんですが。わかりました。この介護予防拠点施設運営事業につ

いては、もう目的が違うほうへいってしまっているから、これについては今後検討し

ないということでいいですか。 

（「はい」の声あり） 

会長   じゃあ、１つ結論が出ました。 

  それから公共下水道はいいですね。このまま継続中だからいいですね。 

  そうすると公営住宅分改築事業。これは予算がついていないというのはどういうわけ

でしょうか。広瀬課長。 

総務・防災課長   ここの４４番については「公営住宅改修・改築事業」ということ

で、その面で例えば公営住宅の修繕を要するとか、そういうケースのものを指してい

るものですから、年度ごと毎年あるものではないということでございます。 

会長   未着手というのもおかしいですね。必要に応じて着手するわけですね。お金

を出すのだから。 

総務・防災課長   多分、考え方とすれば、赤い中によく維持管理事業等があります

ね。これらと同等の考えでいいじゃないかと思います。 
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会長   公営住宅維持管理の中に入ると。どうですか。 

寺門委員   寺門です。実際１８年度に８０８万５，０００円がついていますよね。

だからこれで塗装したという話でしょ、これを見ると。今度やっていく間に何か出て

くれば事業費は上げてくれると、必要性があるなら。住んでいるんだから。これ、未

着手じゃないです、やっているんですよ。 

会長   そうすると管理運営継続事業ということで赤にします。 

寺門委員   未着手を消したらどう。やってくれているんですから。 

会長   これ、赤にすると。それでいいですね。いいですか。 

（「はい」の声あり） 

会長   ４８番「海洋深層水利用の可能性調査」はい、草谷委員。 

草谷委員   草谷です。この海洋深層水の件ですけれども、これは由比地区も関係す

ることなので、静岡市でやってもらえればやってもらいたいという考えです。それで

この利用については、いろいろな利用目的があるので、やっていただければやっても

らいたいというようなレベルのところです。ですから何が何でもこの海洋深層水をや

ってくれということじゃなくて、やはり地元の負担というより漁協の負担があるとち

ょっと困るということで、静岡市のほうでこういう設備をしてくれるのであればぜひ

お願いしたいということです。 

会長   どうでしょうか。はい、日野委員。 

日野委員   日野です。先ほど広瀬課長のほうから市全体で考えることだと思います

というお話もあったので、この地域審議会の中で話さなくてもいいような、検討しな

くてもいいような気がするんですけど。 

会長   なぜ蒲原から出てきたかというと、蒲原海岸でそういう事業をやってほしい

という要望が出たんです。焼津にそういう施設があって蒲原も急深になっているから、

海洋深層水を蒲原海岸からやればという話から出ているんです。そういうことです、

この内容は。はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。広瀬課長、これは１００％市で事業計画するということはあ

り得ないでしょう。あり得ないですね。漁協に半分、または７割出せという話になる

んでしょうね。 

会長   草谷委員。 

草谷委員   草谷です。今、焼津の話が出たものですから焼津の例を挙げると、２年
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ぐらい前に台風が来たときに一番深いところに入っていた管がだめになってしまって、

それで去年ですか、再度また管を入れ直し、相当お金がかかってしまってメンテナン

スもすごくかかるんです。そうするとメリットとデメリットを考えると、海洋深層水

というのは先ほど言いましたように市で管理してくれるならいいんですけど、漁協ま

でというとなかなか管理しづらい面があって、ましてや蒲原海岸に設置というのはど

うも不可能に近いような感じがするものですから。ちょっと蒲原の地域審議会でこれ

を取り上げるのはどうかと私は思います。 

会長   名前は言えませんけども蒲原の中にすごくこれに力を入れた人がいるんです。

じゃあ、これは地域審議会としては取り上げないということでいいですか。 

（「はい」の声あり） 

会長   それでは次にいきます。次は５５番「無電柱化事業」ですね。これはどうで

すか。はい、寺門委員。 

寺門委員   たびたびすいません。静岡市では呉服町とか七間町とか、そういうメー

ン通りだけがなっているの。どこですか。 

総務・防災課長   寺門委員がおっしゃるように、目に見えるところは確かにそうな

んです。そして、これが無電柱化推進計画というものがありまして、これが第６期ま

で進んでいます。そこに書かれていると思うんです。現在２１年から２５年ですけど、

この中には今のところ蒲原地区は入っていないということで、これは審議はともかく

載せておくべきものと私は考えます。だから、むしろ早急にというよりも、まずこの

無電柱化推進計画、２６年度以降に載るかどうかというのはわからないですけど。そ

ういう働きかけはしてもいいじゃないのかなと思います。 

会長   杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。私もその考えに賛成で、将来的には電線は地中に埋め込んだ

ほうが安全のような気がするんです。ですから、これは推進中という形で、いつかそ

の予算がつくであろうということを期待して、そのまま推進中ということでいったら

いかがでしょうか。 

会長   いいですか。この問題が出たのは旧東海道のあそこのところに電柱がたくさ

ん立っていると、奈良井の宿等へ行くとそういうのはないですよね。それであそこの

東木戸から西木戸の間を無電柱化しようというのが蒲原地区の最初の話です。ただし

１メートル６０万円ぐらいかかるとか、そんな話を昔は聞いたけど・・・わかりまし
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た。それではこれは継続してやっていこうと。 

  ちょっと待ってください。柵馬道ってどこでしょうか。これは保留になっているんで

すね。小金の線路の道でしょう。 

山本委員   何が問題で審議議案に載っているんですか。何が問題ですか。事業とし

てここに載っていますけど、回答のほうに何かのきっかけで問題が出てから要望する

ということは、いま問題が出ていないと・・。 

会長   まず確認しましょう。場所はどこですか。 

  前にやったことがあるんですが場所はどこでしたか、それで保留にしたんですよ。こ

れ、前に検討したときに保留にして丸くれたんです。 

  じゃあ、これはもう一度しっかりと場所を確認した上で、議事録を読んでしっかり勉

強しておきます。これを検討したとき、どういう経過で（不明） 

  今わかりましたけど保留にしましょう。市民が線路を渡る道です。それをＪＲが柵を

してとめてしまったんです。それを何とかして通るようにしてくださいと。保留で。 

  ほかにありますか。ないですね。とりあえず広瀬課長、目的としてはそんなところで

いいですか。一応整理してほしいという。 

総務・防災課長   残ったものについては継続して審議していくんですけど、ただ、

その中で重点的に蒲原地域においてこれだけは進めていきたいよというのを、今後地

域審議会のあり方として決めていただければと。 

会長   時間的な問題がありますから、私が最初に言ったように、あと４年半しかあ

りませんので、今後この地域審議会を４年間でどういうことを重点的にこの中でやっ

ていくかということを、また次の審議会等で話し合いたいと思いますので、十分考え

てきてください。よろしくお願いします。 

  それでは、この問題はこれで終わります。 

  では（４）「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、ご質問等ございますか。 

  前回の審議会のその他の中で、新東名の早期開通ということで意見が出たんですけど、

新聞に来年の５月ぐらいまでには何とか一部だけども開通したいというふうな内容が

出ていましたけど、渋滞して困ると。だから、もっと早く開通するように努力してほ

しいという要望を出すのか、ああいう内容が出てきたのでそれを待つのか。どうです

か。意見を出してください。宇佐美委員。 
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宇佐美委員   宇佐美です。前回の審議会からきょうの審議会までの間にも、もう３

日ほど東名がとまってバイパスが大渋滞と。この間の台風のときなんかそうですけど、

現実に起きています。私たち生活道路として使っていく中で、そういう状況に置かれ

ているということをもっと皆さんが深刻に受け止めているものだと私は思っていたん

ですね。そうなればやはり地域審議会がいいのかどうか、前回もそう言ったんですが

わからないんですけど、声を上げていくしか方法はないと思うんです。ですから声を

上げていく方法として例えば自治会からあげていくのか、地域審議会が市に働きかけ

てそこから動いていくのか、ぜひ私としては動いていきたいというのが今のところの

希望です。 

会長   実情を声を高くして訴えたいということですね。寺門委員。 

寺門委員   その件ですけど３日にタウンミーティングがあるんです。 

会長   １０月３日ですね。 

寺門委員   それをやるつもりでいるんです。実際、私も困っていますから。 

会長   それは何ですか、連合自治会のほうの代表として。 

寺門委員   いや、そうじゃなくて、個人で。ぜひ３日にタウンミーティングがあり

ますから、先ほど出ている問題でもこれだけは市長に直接話をする機会もあるわけで

すから、地域審議会委員だと言わないで一市民として話をするのもいいことじゃない

かなというふうに思うんです。そうしましょう。 

会長   ただ形にするためには地域審議会というよりも、できれば由比の連合自治会

と蒲原の連合自治会が、だから本当に困っている地域が連合して、連合自治会が手を

組んで何とか市に訴え、市が国に訴えてくれるような形に持っていくのがいいのかな

という気もするんです。ただ、稲葉連合自治会会長と話をしていないものですから、

そういう話は。ただ私の考えとしてはそんな考えもあるのかなという気はしますけど

ね。とりあえずは１０月３日に寺門委員、声を大にして蒲原地域の実情を訴えてきて

ください。できるだけ宇佐美委員も出て、そうだそうだとか、ちょっとバックアップ

してください。 

望月委員   望月です。私がこの間話をしましたように、一度ぜひ見に行ってみてく

ださい。よく見えますから。東名の進捗状況が、道路の進捗状況。もう大分進んでい

る。あれから１カ月ぐらいたちますので大分進んでいるんじゃないかと思いますけど、

一度ご覧になってから、その発言につなげたらいいと思います。 
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会長   じゃあ、それについてはそういうことでいいですか。 

  次に庵原高校跡地について、皆さん記憶にあると思いますけども、第１回の地域審議

会のときに清水区長のほうからこれは取り上げてみたらどうだというような提案もあ

りました。私たちもこの庵原高校跡地について要望も出してあります。ただ聞くとこ

ろによると、ちょっと最近動きが出てきたということを耳にしたものですから、その

点ちょっと広瀬課長、わかりますか。よろしくお願いします。 

総務・防災課長   庵原高校の跡地については蒲原地区の連合自治会が中心となって

市のほうへ近日中に要望を出すと。要望内容については蒲原の東の玄関口である、あ

れだけの広大な県有地を市として活用する考えがあるのか、活用するような考えがあ

るならば県のほうへと語りかけてほしいというような大まかな内容ですけど、そのよ

うな要望書を近日中に市長のほうへと出すというような情報も入っております。以上

です。 

会長   いいですか。そういう動きがあるということです。また次の地域審議会あた

りで、稲葉会長のほうから何か話があると思いますけどね。どういう内容で、向こう

の対応はどうだったかとか、市のほうの対応はどうだったとか、そういう報告はある

と思いますけど。今この問題についてはそういう動きがあるということだけ承知して

おいてください。そのほか、ありますか。寺門委員。 

寺門委員   宇佐美支所長、この間の台風で蒲原の状況はどうでしたか。この間、罹

災証明が必要なら・・という話もあったので、そんなにひどいところがあるのかなと

思って。 

会長   宇佐美支所長。 

宇佐美支所長   蒲原支所長です。この間の台風に係わりまして、市のほうから罹災

証明をとるときにはということで、自治会のほうへと手続きの方法を何かＰＲしたよ

うですが、蒲原においては住宅の被害、大きな被害というのはあまり聞いておりませ

ん。確かに、かわらが飛んだり、廃屋のようになっているところが被害を受けている

ような話は聞いたんですが、実際住んでいるところで大きな被害が起きたというのは

あまり聞いていないです。隣の窓ガラスが割れたとか、ドアが飛んだとか、物が飛ん

できて困っているとか、そういったのは聞いているんですが、住宅についてはあまり

大きな被害はないというふうに聞いております。ただし、道路につきましては、かな

りの数で土砂が崩れたり、それから倒木があったりして山間部の道が通れないという
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ようなことがかなりの数が出ております。 

  それで由比のほうでは槍野、桜野地区、これはもう報道でご存じのとおりで、土砂崩

れがありまして３日間ほど孤立状態で、主な道が壊れただけでなくて、槍野、桜野地

区につきましては、芝川からや富士、そして浜石のほうからも道があるですが、すべ

ての道が崩れて通過できなくなりまして、防災対策課に依頼しまして、発電機それか

ら非常食、それから発電機用の燃料、これは非常の連絡とか公民館の電源とかいろん

な形で利用していただくためにヘリで輸送させていただきました。そういったことで

人的また物的な被害は少なかったと思うですが、道路に対してはかなりの被害が出て

います。 

会長   上原東線前の県道が崩れていますね。あれの復旧はいつごろになるの。今も

片側通行になっていますね。あれちょっとわかんないですか。いいです、わからなけ

れば。そのほか、何かありますか。 

  なければ（４）のその他については終わります。 

  次に、次第４の「その他」に入ります。 

  事務局から報告等何かありますか。 

蒲原支所参事   それでは次回の地域審議会の日程ですけれども、１１月の中旬ごろ

を予定したいと思います。こちらでは１１月１０日木曜日を予定したいと思いますけ

ど、皆様の御都合を確認して日程のほうを決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。 

会長   次回の地域審議会は１１月１０日木曜日と。どうですか。都合は。緊急の用

事で欠席というのは仕方ないですけど、ちょっときょうはさみしかったですね。でき

れば、できるだけ出席するようによろしくお願いします。じゃあ、１１月１０日でい

いですか。 

（「はい」の声あり） 

蒲原支所参事   それでは１１月１０日ということで時間は午後２時を予定したいと

思います。またこちらのほうから開催通知のほうは出させていただきたいと思います

ので、予定のほう、確保しておいていただきたいと思います。以上です。 

会長   一応きょう欠席した人にも連絡しておいてください。 

  あと、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とします。 
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  なお、本日の会議録の署名委員は山本委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第３期第１３回蒲原地域審議会を閉会させていただきます。 

  長時間にわたり、ご苦労さまでした。 

            （午後 ４時００分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 


