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平成１８年度第９回静岡市蒲原地域審議会会議録 

  

１ 日 時   平成１９年１月１１日（木） １４時０４分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）志田会長、須藤副会長、稲葉委員、吉田委員、片瀬委員、 

山崎委員、佐藤委員、戸塚（正）委員、宮田委員、 

戸塚（善）委員、中島委員、内藤委員、望月委員、 

鷲巣委員、石野委員、辻委員 

（三好委員、野村委員、寺門委員、鈴木委員欠席） 

（関係課）山本道路保全課課長、高泉市街地整備課参事、 

戸田市街地整備課主任技師、 

松本街路課課長、府川街路課参事兼統括主幹、 

柴街路課主査、萩原中央公民館副参事兼主幹 

伏見清水区地域総務課参事兼区付主幹 

        （事務局）久朗津企画調整課長、 

企画調整課広域行政室：三宅室長、天野主幹、能口主査、 

朝倉主査、興津主査 

              清水区蒲原支所：原支所長、宇佐美副参事、片瀬副主幹、 

         

４ 議 事    

 （１）合併建設計画について 

 （２）その他 

  ①（仮称）蒲原地区市民センターについて 

  ②今後の日程について 
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蒲原支所長   皆様、こんにちは。 

  また、新年あけましておめでとうございます。昨年は、主に（仮称）蒲原地区市民セ

ンターのご協議をいただき、また次につなげることができるというようになりました。

まことにありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

  また、本日は、年初の大変お忙しい中、第９回の静岡市蒲原地域審議会にご出席いた

だきまして、まことにありがとうございます。 

  本日も司会進行役を務めさせていただきます蒲原支所長の原でございます。よろしく

お願いいたします。 

  ここで、あらかじめご報告いたします。 

  本日は、鈴木委員と寺門委員、三好委員、野村委員の４名の方が欠席というご連絡を

事前にいただいております。そのほかの方は全員出席されておりますので、会議は成立

いたしております。 

  それでは、まず、資料のご確認をお願いいたします。配付いたしました資料は、資料

ナンバー１、２でございますが、そのほかに参考資料といたしまして、「市外局番統一

のお知らせ」という見だしのものと、「六番向道下の土地改良区整理事業」のＡ４版の

図面でございますが、これをご用意させていただいております。お手元にございますで

しょうか。 

  資料ナンバー１につきましては、「合併建設計画に関する質問事項の一覧表」、それか

ら２につきましては、「地域審議会のスケジュール（案）」でございます。お手にござい

ますでしょうか。 

  あるようでございますので、それでは、次第の２に移りたいと思います。 

  会長ごあいさつをお願いしたいと思います。 志田会長、よろしくお願いいたします。 

（会長あいさつ） 

会長   改めまして、あけましておめでとうございます。 

  ほんとうに年初の忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

  この審議会も今回で９回、残すところ、本年度はあと１回ということになりました。 

今日も慎重な審議をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

蒲原支所長   ありがとうございました。 

  それでは、これから議事に入ります。議事につきましては、会長に進行をお願いした

いと思います。志田会長、よろしくお願いいたします。 
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会長   それでは次第に従いまして議事を進めさせていただきます。 

  議事に先立ちまして、皆様にお願いがあります。会議録作成のために、発言の際は、

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たいと思います。 

本日の会議の終了予定は午後４時を予定しています。では、よろしくお願いします。 

  それでは、議事の（１）「合併建設計画について」ですが、前回、「合併建設計画」及

び「平成１８年度の合併建設計画関連事業の進捗状況について」、担当課から説明を受

けましたが、時間の関係で質問ができなかった委員から文書で資料１のような質問が寄

せられています。質問の順番に従って、事務局が朗読しますので、朗読が終わりました

ら、順次担当課から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

蒲原支所長   では、質問事項の一覧を読ませていただきます。 

資料ナンバー１をご覧ください。 

  「質問事項（１）県道富士由比線歩道整備事業。内容、平成１９年度以降の計画で、

静岡市施工、延長９６０メートルあり、１９年度が約５１０メートル、２０年度約４５

０メートルとなっている。１８年度は１，１００メートル施工したのに、なぜ残り９６

０メートルを１９年度で施工できないのか。」 

  続けてまいります。「（２）蒲原駅南北線道路新設事業。説明によると、用地取得、補

償が２９％進んでいるとあった。用地取得、補償についての現状の問題点は。また、事

業スケジュールで見ると、平成１９年６月から本工事にかかる予定になっているが、見

通しは。」 

  「「（３）東部地区区画整理事業。①六番向道下地区の区画整理で、地権者の意向調査

では、早期完了を望む意見が多いと説明があった。その中で、中心部の企業の合意が得

られないとのことだが、その理由は何か。地権者で反対している人がいると聞くが、そ

の理由は何か。」 

  「②六千坪は、地権者との話し合いの中で、事業をやっていきたいとの熱意を感じた

との説明があった。反対者の中に過去の土地問題でいろいろあって、不安があるという

ことだが、今後どのような話し合いを進めていくのか。」 

  「（４）介護予防、施設事業の充実について。旧蒲原町のとき、介護予防施設の建設を

検討（土地確保、基金取崩しで資金確保。しかし、補助金が確保できなかった。）した

がって、実現できなかった建設の実現のための予算化は。」 

  裏面にまいります。 
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  「（５）公共下水道の実現について。公共下水道実現のための現在の考え方は。」 

  「（６）蒲原駅周辺整備事業の研究調査について。蒲原駅周辺整備事業の研究調査は。

予算化は。」 

  最後でございます。「（７）蛭沢通線道路新設事業。蛭沢線の浜通りから（県道）富士

由比線の間は、ＪＲが横断しており、その立体化と同浜通りまでの取り付けはどうなる

のか。また、同区間に対する事業化への位置づけをお教え願いたい。」 

  以上でございます。 

道路保全課長   それでは、「（１）県道富士由比線歩道整備事業」のご質問につきまし

て、ご説明いたします。 

  県道富士由比線の歩道整備事業につきましては、平成１７年度に静岡県が合併支援重

点道路整備事業として、歩行者の多い新蒲原駅から蒲原文化センターまで、延長１，３

７０メートルでございますが、これを整備し、合併後の平成１８年度には、市において、

蒲原文化センターから蒲原駅まで、延長１，１００メートルを重点的な整備区間と同様

にとらえまして継続実施しております。 

  平成１９年度以降につきましては、残る蒲原駅から由比町境までの区間や新蒲原駅以

東の区間につきましても、歩行者の安全確保のため、引き続き整備を予定しております

けれども、年次計画につきましては、限られた交通安全施設整備事業費の中で、市内全

体の事業バランスを勘案して対応していきたいと考えておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。以上でございます。 

会長   では、どなたか質問があれば。 

戸塚（善）委員   これは歩行者の安全を重点に作っていますね。そうしますと、夜間

暗い部分が多分に見受けられます。まだまだ全部が明るいというわけにはいかないです

けれど、今はこの前も話したとおり、反射鏡だけなので、歩行者は歩いていてわからな

いわけです。縁石が。ですから、僕はこの前、職員に夜間でもわかるように、点滅の棒

を付けてくれという話をしたのですが、見ますと、付いていませんね。やっぱり反射鏡

だけなのです。縁石の上に。 

  それですと車が当たった部分はわかりますが、歩行者が歩いていて、暗いところだと

わからないわけですね。足元が。ですからそれもあわせて試験的にやってくれというこ

とで、前回のときに職員に、課長はいたのかな、そのときにそのような要望を出して、

今回は質問しないということで僕は了解したのですが、結果を見たところ、そういうも
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のが１つも付いていないですね。 

  だから、それを付けてみて、効果が出たら、蒲原町全体でそれを付けてもらえれば、

夜間でもいいかなと僕は考えているのですが。とにかく一番僕が頭にきているのは、こ

の前も話をしたとおり、家の前の反射鏡を県費でやったときには、２０センチぐらいの

反射鏡を付けてくれました。それが壊れたら、今度は１０センチぐらいの反射鏡ですよ、

市でやっているのは。 

  なぜ今まで付いていたものが付けられなかったのか。現場を知らないから、そういう

ことになるのでしょう。それを、言ったにもかかわらず、まずそういう改善は見えない

ですよね。だから、もう尐し現場をよく見て施工してもらいたいと思います。以上です。 

会長   一応、聞いておくということで、よろしいですか。今、即答できないでしょう。 

戸塚（善）委員   いや、即答というより、これからの対応を見てみます。僕は。どれ

だけその誠意が認められるかどうかということです。 

須藤副会長   １７年度は県の事業で、１８年度は静岡市の重点事業としておこなった

と。それも全くよくわかります。ただ、１９年度になって、急にその事業を２つに分け

たということで、市内全体のバランスを考えてそうやったということですけれども、静

岡市は合併した当初は力を入れてくれたと、ところが２年目になったら、尐し力を抜い

たなというような形に市民はとりがちで、非常に細かいことに今市民は目を向けている

のですよ。 

  そういう形になると、この事業ぐらいは今までどおりのやり方で完結してもらいたか

ったなというのが、私の意見です。合併して急に事業が半分になってしまったというこ

とであると、やはり合併した市民の皆さんは、そういう目で見るのではないかなという

懸念があります。 

  そういう意味からいきますと、尐なくともこの事業は、その後９００メートルほどで

終わりになるわけです。もう蒲原町は県道はそれですべての歩道は完成するわけですか

ら、ぜひそういう意味においても、この事業については１９年度ですっきりと完成して

いただきたかったなと思っているのですが、そういうわけにはいかないのでしょうか。 

道路保全課長   県の合併支援ということで、特に歩行者の多い蒲原駅から新蒲原駅の

間を重点整備ということで取り組んできております。 

  しかしながら、そうはいかないだろうと。その先も、当然整備を進めていく必要があ

るということで、道路保全課としては、この県道富士由比線を整備の路線と位置づけて
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おります。 

  しかしながら、先ほど私がお話させていただいたとおり、蒲原駅、新蒲原駅までは、

重点整備ということで、まずは今年度継続事業としてやり遂げるというのが使命であり

ました。来年度以降につきまして、やはり先ほど申し上げたとおり限られた予算という

のがありまして、実は、交通安全施設整備事業、市の単独事業で、ほんとうは公共の採

択を受けながら事業をやっていきたいのが本音ですけれども、なかなか採択基準に合致

しない路線があるのが実態でして、その中で市の単独事業という枠の中で、実は来年度

予算、ちょうど今やっているわけですけれども、その中でも、おおむね今回の富士由比

線につきましては、その事業費の中で４０％ぐらいの予算をなんとか確保しながら、ほ

かの市内の国・県道・市道のその歩道整備をしなければならないという実情がありまし

て、その中でも継続してやっていくということを、とにかく保全課として今検討してる

ところですので、確かに一括で９６０メートルやってしまえばという話が当然あろうか

とは思いますけれども、やはりそのほかの国・県道、市道の歩道をそのまま悪いところ

を放置することもできないということで、ここの路線についても予算化をなんとか要求

していきますけれども、ほかの国・県道の悪いところにつきましても、補修整備する必

要があるということで、そんな形で年次計画をとらせていただいて、今考え方としては、

そういう考え方でおります。以上でございます。 

会長   この件については、よろしいでしょうか。 

石野委員   先ほどの縁石の安全性ですけれど、特に文化センターの前とか、それから

西小学校へ上がるところの曲がるところ、歩道橋の下、ああいうところは大きな車が夜、

曲がってきます。文化センターは、いろいろな人があそこへ入ったり、出たりするもの

だから、文化センターへ入るところの一番角の縁石は、夜、その位置がはっきりわかる

ようにできないのかなと思います。 

  大きな車が来ると、早くよけなければいけないと思って、文化センターへ入る縁石に

ぶつかったり、そういうことが実際起こっているので、その辺、自分の家の前にある縁

石は、自分が出入りするから気をつけて入ると思うけれど、ああいうところはいろいろ

な車が入るので、どこに縁石があるのか、その位置が夜間はっきりわかるようにしてい

ただける、安全が保たれるかなというように、実際走ってみて、そういうふうに感じて

おります。以上です。 

内藤委員   前回、私、この歩道整備事業に関連しまして、蒲原駅南北線の右折帯の増
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設をお願いしたのですけれど、その後、担当の方が私のところに来て、個人的には説明

していただいたのですが、この場をお借りして、また再度、ほかの委員の皆様に説明を

していただきたいと思いますが。 

道路保全課長   前回、この歩道整備にあわせまして、交差点の右折レーンの設置がで

きないかということで、委員さんが直接その担当に話をしたら、その歩道の担当と、車

道の担当と違うということで、そういうふうに言われましたけれども、そんな関係の回

答ですが、実はあれから委員さんの方へもご説明させていただいたのですけれども、右

折レーンを確保するということになりますと、１．５メートル車線幅を広くしなければ

ならないということがあります。 

  今回の歩道整備事業につきましては、現道の中、用地取得をすればまた違うと思うの

ですが、現道の中で、なんとか交通安全施設の整備を図ろうという事業でありまして、

そんな中で、先ほどの右折レーンを付けるということになりますと、プラス１．５メー

トルの車線が必要になるということで、現道の中で、できる、できないの箇所が当然あ

りまして、委員がおっしゃった蒲原駅南北線のところの幅員につきましては、その広幅

車線を設けることはできますが、歩道の幅が非常に狭くなってしまうという弱点があり

まして、確かに、その車両の交通の円滑化も当然必要ですけれども、その中で、歩道を

狭くしてまで、対歩行者、交通弱者である歩行者の安全を確保するための歩道の幅を狭

くするということは望ましくないということで、今回その広幅車線、右折車線が取れな

いということをご説明させていただきまして、歩道の幅を狭くしないという、今回の整

備の目的ということで、その広幅車線が取れないというご説明を委員の方にさせていた

だきました。以上でございます。 

内藤委員   ありがとうございます。 

  そのときに、私は、あそこのＪＲの土地を、普通のお宅を移動してもらうのはすごく

用地取得で難しい部分があるけれども、あのＪＲの一段上がっているあそこの歩道の部

分をなんとかＪＲさんに話して、なんとかならないのかしらという形でお話してみたの

ですけれども、やはりなかなか難しい部分があるようで、最終的には来年、再来年あた

りに、この蒲原駅南北道路が、工事が進んで完成をするというお話で、そこが完成した

ときに、また車の流れの筋がどう変わるかというところで、その時点で再度考えてみま

しょうというような前向きなお話もそのときいただいたものですから、これは引き続き

この地域審議会でお願いしていきたいと思いました。 
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会長   あとはよいですか、この件については。 

  では、次の質問ナンバー２にさせていただきます。 

街路課長   それでは、質問ナンバーの２番になります。蒲原駅南北線道路新設事業に

関しまして、２点のご質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、蒲原駅南北線につきましては、現在、県道の富士由比線と山手線までの間、 

７４メートル延長がございますけども、整備に今取り組んでいるところでございます。 

  完了目標としては、平成１９年度末、来年度末を現在目指して事業に取り組んでいる

というところでございます。 

  まず１点目のご質問ですが、現状における問題点というところですけれども、地権者

の皆さんは代替地について、皆さん希望をしております。そんな状況の中で、今、代替

地がまだ決まっていないということが１点目の課題。 

  それでもう１点については、境界確定を今やっているわけですけども、その境界確定

協議が不調になっているということが問題として挙げられております。今後これらの問

題につきましては、精力的にまた地権者の皆さん等とも調整をさせていただいて、でき

るだけ早くこの問題を解決して、用地取得に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

  続いて、事業スケジュールでございます。工事にかかる予定と、工事の着手時期とい

うことですけれども、工事については、当然用地が確保できてから着手ということにな

ってまいりますので、冒頭申しましたように、平成１９年度末の開通を目指しておりま

すので、それに間に合うよう今後用地取得、また工事についても取り組んでまいりたい

というふうに考えております。説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

会長   これについては、よろしいですか。 

  では、次の３項目目の説明に入らせていただいて、よいですか。 

市街地整備課参事   本来ならば、市街地整備課長が、今日皆様にご説明する予定にな

っておりましたけれども、昨日、急用が入りまして、また代理の私がご説明させていた

だくことになりました。課長からは、委員の皆様によろしくということでしたので、ご

了承いただきたいと思います。 

  それで、今日の３番目の質問でございますけれども、事前に蒲原六番向道下土地区画

整理事業の１枚、Ａ４の縦の図がございますけれども、これを資料にご説明をさせてい

ただきたいと思います。 
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  まず、１番目の質問でございますけれども、実は昨年の８月に、この区画整理を始め

るにあたって、換地設計というものがございまして、その設計にあたりまして地権者の

土地利用の意向調査を実施したところでございます。 

  その回答といたしましては、圧倒的に早期完了を希望する方が多かったわけでござい

ますけれども、未だ事業に賛同いただけない、同意をいただけない方もいらっしゃるこ

とも事実でございます。 

  地権者で同意をいただけない方につきましては、この図面、この事業区域が黒い太枠

でございます。その内部でございます。そして、同意をいただけない方につきましては、

この斜線、尐しグレーになっているところがございまして、かなり広い面積でございま

すけども、こちらの土地を持っている方でございます。 

  この全体の地権者は、２６名いらっしゃいますけれども、この同意をいただけないと

ころの地権者は３名でございます。そして、それぞれの状況について、ご説明させてい

ただきたいと思います。 

  まず１人目の方でございますけれども、この会社と土地の賃貸借契約を締結している

ために、借地権者の意向を無視して同意をするわけにはいかないと、そう考えられてお

られます。 

  ２人目の方につきましては、実際の換地が具体的にこうなるということを説明しない

限り理解してもらえそうもない状態なものですから、整理後の土地の状態がよくなる、

減歩についても理解が得られれば協力をいただけると考えております。 

  それから３人目の方でございますけれども、事業認可前の説明会にも出席していただ

けないということでございます。そしてそのことで事業説明や調整を図るために、自宅

の方にお伺いしようとしたのですけれども、なかなか日程の調整がつかないということ

で、今現在も理解を得られない状況となっております。 

  それから、借地されているこの企業でございますけども、登記上の借地権者ではなく

て、借地権申告もしていないということで、現在、法律的に言いますと、組合員として

は登録されていません。事業認可時につきましても、そのように権利者でなかったとい

うことで、説明会の出席依頼や同意も取っておりません。 

  しかしながら、この事業認可前に、権利者とは別に訪問して説明すべきだったのです

が、連絡等の不備によって、この現況測量の説明だけにとどまってしまって、事業につ

いての細かな説明をしていないという中で、昨年の３月２４日に事業認可が下りたわけ
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でございます。 

  事業認可後に、最初に説明に伺ったときの企業側の意向としては、この計画に対する

説明が十分されないうちに事業が立ち上げられてしまったと、協力しろと言われても、

協力できるものではないと、だから事業区域から外してほしいということでございまし

た。 

  そして、１８年度に入りまして、再度、見直しを行って、計画図を作りまして訪問し

たところ、入口の道路の幅員や、それから操業について配慮してもらえれば検討しても

いいということで、ただ企業としては、その借地している方も、あと土地の権利者、所

有者の意向も聞かなければ返事はできないということでございました。 

  計画につきましては、操業に支障がないように最善の努力をいたすつもりでおります

けれども、現在、借地権の申告がなされてないということで、法的権利者として取り扱

うことができないので、借地権の申告書の様式を渡して、土地所有者、権利者と話し合

って、組合の理事長にそれを提出していただきたいというお願いをしております。 

  現在、この借地契約を交わしたときに仲介に入った不動産業者が、企業とその土地権

利者との話し合いの日程を調整しております。本来１２月の２８日にという話もあった

のですが、それも流れてしまいまして、早急にやっていきたいということでございます。 

  それから、２番目の六千坪の件でございます。 

  現在、市街地整備課で検討しているのは、各地権者ごとに将来の都市問題の整備、い

ろいろございまして、その上で、区域設定をもう一度考え直して、総事業費を積算して、

減歩率を算出したいと、そういう中で、土地問題の不公平さとか、換地や精算金など、

解消すべき独自のルールをコンサルタント等と研究するということを考えております。 

  この地域におきましては、組合設立準備委員となって、中心的に事業を率先していた

だける方がいなければ組合事業として事業化できないことから、委員の人選等について

検討することを考えております。 

  これらを具体化していけば、説明会開催等により地権者と話し合いを進めていきたい

と、このように考えております。以上でございます。 

会長   これに関して、どなたか。 

須藤副会長   今の話を聞きますと、反対している人が３名いると。 

市街地整備課参事   反対している人は、そこを借りている企業、その方が、もう既に

この事業が始まる前に借地権の契約を３０年間の契約を結んでいるわけですね。そうい
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う中で、地権者としてもなかなか返事ができかねる一面があると。そういう中で、この

企業は、最初からそういう説明がなかったではないかということから、未だ同意を得ら

れていないのですけれども、条件によっては尐しは考えてもいいよという段階に、今な

っております。 

  地権者さんにつきましては、１人はなんとかそこのめどがつけば積極的にやっていき

たいと。 

  あとの方についても、具体的な換地、将来こうなりますよ、ああなりますということ

で、示していけばなんとかなる。 

  もう１人の方は、実は説明会のときに、不十分であるとか、いろいろちょっと行政不

信のようなところから、ちょっと感情的なものがあると考えられますけれども、その辺

を解消していけば、この問題は解決していくのではないかなと思います。 

  ですから、第一にこの借地権の方が、その企業の方がやってもいいですよと、この操

業に影響が出ない範囲でやるのであればというようなことを言っていただければ、この

話は進んでいきます。以上でございます。 

須藤副会長   そうすると、関連ですけれども、この企業に土地を貸している方が今ど

ういう内容で、まだうんと言わないのか、もう一度説明してください。 

市街地整備課参事   実はこの企業は蒲原に来る前に、今、東静岡駅周辺で結構大規模

な土地区画整理事業をやっておりますけれども、そこから出された企業ということで、

そういうこともあるということと、実は今聞いている情報の中で、工場がある中で土地

区画整理事業をやると、主に宅地化するわけですね。そうしますと、あとから入ってき

た方が当然工場ですと、トラックの搬出入の問題がある、時間の問題がある、朝早く来

てアイドリングをしたり、そういったことで苦情が出る、それを一番懸念されているよ

うです。 

  そういうことで、良い方法をこれからコンサルや組合と一緒に考えていけば、そのあ

たりが企業さんにとって、そういうことが払拭できれば、住民の反対運動とか、そうい

った迷惑施設は出ていけというようなことがなければ問題がなかろうと、そのように考

えておりますので、そういう方向で我々も組合と一緒に考えて解決に当たっていきたい

と考えております。 

須藤副会長   ちょっと聞きたいのですけれども、ここは準工業地帯ですか。 

市街地整備課参事   はい。そうです。 
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須藤副会長   それでは、例えば区画整理事業を進めても、企業に出ていってくれとい

う話ではないわけですね。あとはそういう問題が残っているということですね。 

市街地整備課参事   そうです。ですから、準工ですから、本来そういったものもＯＫ

ですので、それについては、そこにあとから来て住宅を建てられる方もそういう用途か

ら考えれば、そういったことでは、あまり言えないのではないかと思われるのですが。 

その中でも、あまり早い時間から、やはり騒音を出すとか、工場自体は何かそういっ

た問題はないそうですけれども、ただトラックのことを会社側としては心配しておられ

るみたいですね。 

須藤副会長   わかりました。 

会長   ほかに。どうぞ。 

片瀬委員   この件について、若干、補足説明になるかどうかですけれども、会社とは

すこし関係がありますので、いろいろ話をしているのですけれども、会社側としては、

今言ったとおり、あとから宅地化されて住居ができた際に、会社に対して反対運動とか、

出ていけとかという話になったら困るということが１点と、もう１点は、当初の道路の

設計のしかたで工場の回りを道路で区切られてしまう、囲まれてしまうという中で、操

業に対してすごく仕事がしにくいというようなことがありました。 

  それ以降、設計会社さんもいろいろな形を考えているようですけれども、その辺の問

題も多尐解決しないと使い勝手が悪いという部分の中で、やはり反対だというような意

見になっているのかなというふうに思います。 

  地権者のもう１人の方は、代替地がどういう形になるのかということをだいぶ心配し

ていまして、その辺の問題が解決できなければ無理かなと。 

  あと今の話の中で出ておりませんけれども、同意を得てない、得られていない、ここ

の網掛け部分の下に、道路から上がっているそこに地番で言うと、５１２３－５とか、

５１２３－２とか、その辺の方の話ですけれども、正直言って事業内容をあまり理解し

ないままに、行政の言うことですから同意をしたというような経過もあるようです。そ

の辺についてどの程度理解をして同意書を出したかというのは、この話を聞いたときに、

私はそういうことはあまり知らなかったというような言い方があります。 

  私が知らなかったという意味合いの中には、既に賃貸借契約して、家賃というか、地

代をもらっているわけで、それが減歩率の中で例えば３割減歩にすると、対象が 

約１，０００平米としても、年間１８０万ぐらいの減収になってしまうと。なかにはホ
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ームローンとか、そういうものを返す中で、そういうことを当てにしていたのに３割も

減らされてしまうと自分の生活設計が変わってしまうというようなことの中で、反対を

しているような人もいるようですので、農協としても早く解決したいと思っております

ので、ぜひ市の方と協力して、なるべく早く事業が進むようにしていきたいと思ってい

ます。 

市街地整備課参事   私どもも、十分まだご理解いただけていない方につきまして、ま

たもう一度ていねいな説明を加えて、ご理解を深めていただきたいと、かように努力し

たいと思います。以上でございます。 

会長   よろしいですか。 

  では、この件は終わらせていただきます。 

  それから、あとの件に関しては。 

企画調整課広域行政室長   合併建設計画等に関する質問事項のうち、ナンバー４から

裏のページになりますナンバー７までにつきまして、計画全体の進捗状況を所管してお

ります企画調整課の方からご説明をさせていただきます。 

  ご質問のありましたナンバー４の「介護予防施設事業の充実について」、ナンバー５が

「公共下水道の実現について」、ナンバー６が「蒲原駅周辺整備事業の研究調査につい

て」、ナンバー７が「蛭沢通線道路新設事業について」、ということでいただいておりま

すが、これら４つの事業につきましては、いずれも建設計画に登載され、あるいは位置

づけられている事業となっております。 

  ただ、前回、全体の説明の中でお話しました、前回の資料、Ａ３版の縦の資料でござ

いますが、こちらをご覧いただければ、今言いました４つの事業、いずれも１８年度の

予算につきましてはゼロ、つまり予算化はされてない事業となっております。 

  そこで、今回の地域審議会の方からご覧の資料ナンバー１、こちらに記載されている

内容の質問が出ているということを各担当課の方に通知をするとともに、その進捗状況

について聞き取りを行ないました。 

  その結果の、それぞれ状況は異なるのですが、いずれの事業につきましても現在、内

部で検討、また調査研究中ということでありまして、今回のご質問につきましては、お

答えできるような段階には至ってないということでありました。 

  建設計画全体の中でもほかにもまだ予算化されてない事業もございまして、それらも

含めまして、その準備が整い次第、時期を見て、また順次ご説明、ご報告をしていきた
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いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。説明は以上であります。 

会長   この件に関して、どなたか。 

須藤副会長   この問題については、蒲原でタウンミーティングを３回やりましたけれ

ど、その中で蒲原地区の市民の皆さんから意見が出て、市長はかなり前向きな話をして

いるのですね。 

  例えば、介護予防施設の実現については、市長は静岡の施設を参考にして良いものを

作っていくと、静岡の７箇所を見てほしいという形で、そういう話をしてくれているわ

けですね。 

  蒲原駅前の周辺開発についても、駅前の広場の整備については考えていきたいという

話もしてくれているわけです。そういうタウンミーティングでの市長の前向きな話とい

うのは蒲原地区の皆さんは非常に期待を持った話を聞いているわけですね。 

  そういう中で、今回のタウンミーティングのいろいろな質問に対する意見、具体的な

取り組みが回答としてきているかというと、まだきてないという話も聞いていますので、

やはり建設計画の中にこの蒲原駅周辺、あるいは介護予防施設については項目が入って

いますね。 

  というのは、ここに書いてあるように旧蒲原町が取り組もうとしたけれども補正予算

が１億円くるところが、７００万ぐらいしかこなくて、挫折してしまったという内容も

あって、これはなんとしても蒲原地区で土地も確保してあるわけですから、作ってほし

いという市民の意向もあるわけですので、やはり具体的な調査研究はどういう形でやっ

ているのか、あるいは予算付けはいつ頃可能かという、取り組んでくれているのだとい

う、話を地域審議会の中でしてもらいたいというのが１点。 

  それから公共下水道の場合は、市民センターと違って、例えば１、２年とか、３年ぐ

らいでできる話ではないのですね。尐なくとも５年、１０年かかる、もっとかかるかも

しれない事業ですね。 

  そういう中で、例えば静岡市、旧静岡市にもっていくのか、あるいはこの蒲原地域の

中で公共下水道を考えるのか、そういういろいろの研究をしてもらうということがまず

前提ではないかという気がするわけです。 

  そういう形の中で、早めにやっていただかないと、例えば１０年先にそれは実現する

かなというと、なかなか難しいという話もありますので、そういう意味で、建設計画の

いろいろな項目が、調査研究でもいい、あるいは予算付けでもいいから、尐しでも一歩
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進んでもらいたいという要望があって、今回こういう問題をあえて出したわけですから、

ぜひそういう考え方を汲んでいただいて、こういう問題、今調査研究しているのですよ、

こういう問題は尐なくともあと１年先には予算化できますよとか、そういうことをぜひ

調べていただいて、この審議会で報告していただきたい。あえてこの問題を出したのは、

そういうことですので、よろしくお願いしたいと思います。 

会長   よろしいですか、ほかに。 

戸塚（善）委員   油缶川の問題ですけれど、蒲原時代に６００万の予算で、現地調査

をしているのです。それに対して、また５００万の予算がついているでしょう。それで

また同じことをやるということだけれど、僕は前回もそのような質問をしましたけれど、

蒲原で調査したものに対して、不信を抱いているということなのですか。静岡では。 

  わざわざまた５００万も出して調査するということに対して、どうもあとでいろいろ

考えてみて納得がいかないです。そこのところがわからないでしょうか。 

企画調整課広域行政室長   ただいまのご質問は、前回もお話があったということで、

今日はその担当の課長さんもいらっしゃらないものですから、その件については、今日

はお答えするのは難しいのではないかと思っています。 

戸塚（善）委員   そうすると、もうそろそろ予算化して、これを発注してしまうので

はないですか。そうなると、二度手間のような、わざわざ５００万を捨てるような形に

なりはしないかと思うのですが。そこのところは結局、同じような答えが出てきたらし

かたがないし。当時は、蒲原町のことを皆さんが考えてやったことなのですよ。 

  今度、静岡になってから、静岡の人が蒲原のことを考えても、やはり地域の人の理解

は得られないと思うのです。ですから、これはお金をどぶに捨てるか、捨てないかの瀬

戸際ですから、早急に対応してもらって、いらないものだったら、蒲原の調査したもの

を有効に活用するというような形で、僕は、蒲原の調査したものが、どういうものかと

いうことに対しては、まだ聞いていませんが、６００万からの調査費を出せば、そんな

いい加減なものではないと思うのです。ですから早急に対応してもらいたいと思います。 

企画調整課広域行政室長   今日は、ちょっと回答が難しいのですが、今のお話は、先

ほどのご要望も含めて、担当課の方には、当然伝えます。それで、事前にご質問いただ

ければ、今日お話できたのかもしれないのですが、次回その辺が用意できるか、わから

ないですけれど、ただそれについては、確実にお伝えするようにします。 

戸塚（善）委員   はい、お願いします。 



 

 ―１６― 

会長   では、建設計画の質疑については、これでよろしいでしょうか。 

内藤委員   前回、私が、蒲原町時代のときに、前々山崎寛治町長の名前で全戸配布し

ました水色の静岡市蒲原町合併建設計画を見て質問したところ、委員の皆さんが、その

資料を持っていない方が多かったものですから、ぜひ次回は、資料を付けてくださいと

いうことで、早速資料を付けてくださって、ありがとうございました。 

  そのときに私は、この資料ですけれども、色分けをお願いしたのです。この資料、す

ごくたくさんある中で、新規事業と調査事業と、旧蒲原時代からの継続事業の３種類に

分かれているのですが、私がこれから一番注目していきたいなと思うのは、新規事業で

す。静岡市と合併して、政令市になって、蒲原町時代ではできなかったような、すごく

大規模なことが、さすが政令市になれば、すごく大きな事業ができるということで、蒲

原町民がこれを見て、すごく期待をしたし、すごく静岡市になることを良いことだなと

思って考えた町民も数多くいると思うのです。 

  それで、ぜひその新規事業、旧蒲原町からの継続事業、それから調査事業、その３種

類の線引きをお願いしたのですけれども、色分けがされていなかったものですから、私

の手元に色分けした資料がありますから、ぜひ皆さんにも理解してもらいたいと思いま

す。 

  新規事業が、この中で２３あるのです。ちょっと印していただけたらありがたいと思

うのですけれども、健康福祉の部分で、真ん中からちょっと下、東西保育園統合事業、

これが新規です。その２つ下、介護予防施設、パワフルかんばら、これもそうです。 

それから文化学習事業の真ん中から下の方、東西小学校統合事業、その下の学校給食

施設統合事業、その２つ下の総合生活センター、市民センターですね。その建設事業。

それから生活環境の部門にいきまして、一番上の神沢地内公園整備事業、そこからずっ

とそうです。谷津沢川河川改修事業、ここまでが全部新規事業です。それから下から３

番目、新規水源確保対策事業、これが新規事業です。 

それから都市基盤にいきまして、上から２番目、日の出線道路改良事業、その下の東

部地区区画事業ですね。その下の都市計画道路蛭沢通線道路新設事業、それもそうです。

それから真ん中からちょっと下の建築不可能地区（神沢）道路新設事業、その下の橋梁

の架替等整備事業、それから、そこから２つ下の歴史の回廊かんばら整備事業、その下

の柵馬道整備事業、１つ飛ばして、県道３９６号の改修事業。 

それから行財政では、戸籍システム電算化事業。以上の２３が新規事業になります。 
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それから調査事業としましては、５種類あります。 

生活環境の中の新エネルギー導入事業、それから産業経済の中の１番上、海洋深層水

利用の可能性調査、それから都市基盤の中の蒲原駅周辺整備及びＰＦＩ可能性調査、そ

れから２つ下の新蒲原駅前ガード周辺改良整備事業調査ですね。それから下から２番目

の東名インターチェンジ整備調査、この５種類が調査事業です。 

それ以外は、旧蒲原町からの継続しての継続事業と、その３種類にこの数多くある建

設計画が色分け、分類されているわけなのですね。 

やはりこれからは、建設計画の進捗状況を皆さんで考えていくにあたって、この新規

事業というのは、やはりすごく注目していきたい事業だと思いますので、ぜひ皆さんに

もご理解いただきたいと思いまして、お話させていただきました。 

会長   よろしいですか。 

戸塚（善）委員   ７番の蛭沢通線のこれは、どういうふうな考えなのですか。 

企画調整課広域行政室長   この７番の蛭沢通線の道路新設事業につきましても、担当

課で話も伺っておりますが、まだ検討中ということなものですから、それ以上のことは、

まだやっていないというお話でした。 

戸塚（善）委員   これは、とりあえず、図面ができているのではないかと思うのです

よ。蒲原町の時代に。だいぶ議論しましたから。バイパスへつなげるとか、つなげない

とか。いろいろな問題でやりましたから、ある程度の図面はできているのではないかと

僕は思うのですが、そういうものを基盤にして、できるものなら真剣に考えてもらいた

いと思うのです。 

  一応、要望だけにしておきますけれど、また何かあったら、その都度報告してくださ

い。お願いします。 

会長   約１時間たちましたので、ここで質問事項を一度打ち切りまして休憩にしたい

と思います。約１０分間休憩したいと思いますので、よろしくお願いします。 

（休 憩１５時００分～１５時０８分） 

会長   では、再開させていただきます。 

  第１項の合併建設計画についての質疑については、一応これで終わらせていただきた

いと思います。また、新年度予算がついた時点で、先ほど内藤委員からも意見が出たり

しましたけれども、その前に合併建設計画の関連の項目が、これに出ているわけですか

ら、それとの整合性など、また新年度で改めて説明していただくということで、これで
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打ち切らせていただきます。 

  では、２番目の「その他」についてですが、「その他」の１項の「（仮称）蒲原地区市

民センターについて、担当課から説明願います。 

中央公民館副参事兼主幹   （仮称）蒲原地区市民センターの建設にかかるおおよその

スケジュールについて、報告させていただきます。 

  年度ごとの大まかなスケジュールとしましては、１９年度に基本設計と実施設計、そ

れから２０年度、２１年度で現在の文化センターの解体とその跡地に建設ということに

なります。 

  もう尐し細かく申し上げますと、１９年の８月ぐらいまでに基本設計を完了させたい

と。それから９月か１０月ぐらいに皆さんの意見を聴取する。それから１０月ぐらいか

ら１９年度の終わりの３月、２０年の３月までに実施設計を完了させると。それから２

０年度に入りますと、２０年の４月から６月ぐらいの間に設計書を作ります。それから

夏の間、６月から８月ぐらいまでに、現在の施設の取り壊しをすると。その後１０月ぐ

らいから建設工事に入って、２０年の暮れから２１年度いっぱい、ですから２２年の３

月までには完成させるというスケジュールを立てました。 

  これは、あくまでも現時点でのスケジュールの予想ですので、多尐ずれは出ると思い

ます。 

  それで、皆さんの意見をお聞きするのが、基本設計ができた段階で一度ということに

なると思いますけれども、できれば設計に入る前に、設計をする業者に条件を付けるわ

けです。どのようなイメージの設計をしてくれと。その設計の条件について今年度中に

関係各課が集まって打ち合せをする予定ですので、その間に一度ここで報告をして、意

見を伺った方がいいかなと考えております。以上です。 

戸塚（善）委員   今年度中というと。 

中央公民館副参事兼主幹   ２月、３月の間に、実際の建築設計と工事については、公

共建築課というところに担当してもらうことになると思います。予算はそれぞれ持つの

ですけれども、それらの課が集まって、例えば駐車場の面積は、現在と同じぐらいが欲

しいとか、蒲原まつりをやるので、駐車場をいくつにも分けないで１ヵ所に欲しいなど

の条件を検討し、それで設計に出すのですけれども、その条件が大体まとまりつつある

ころに、ここで報告をして、それでは困るという意見があれば出してもらい、それを設

計に反映させるという手続きを取るということになります。 
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戸塚（善）委員   施設の案ですけれど、この審議会の中で、ある程度煮詰めるという

ことですか。 

会長   それは、あとで私の方から･･･。 

  説明は、以上ですか。 

中央公民館副参事兼主幹   はい、以上です。 

会長   ここで、私から皆さんにお諮りしたいことがあります。蒲原地区市民センター

につきましては、基本構想の付帯意見として、基本設計、実施設計にあたっては、素案

の段階から地域審議会と協議することを提言したわけです。このため、地域審議会とし

ては、検討部会を組織して、この協議に当たりたいということで、第７回審議会で皆さ

んに了承を得ていただいているわけです。２０人で全部それを審議していたらなかなか

結論は出ないだろうということで、検討部会で審議したいということは、第７回の審議

会でみなさんの了承を得ているわけです。 

  ですから、今、説明がありましたとおり来年度の予算の中で、すでに素案らしいもの

が出てくるということですから、早急にこの検討部会を立ち上げたいと思います。 

  つきましては、委員の人選につきまして、皆さんの意見をお聞きしたいと思うのです

けれども、どうでしょう。 

（「会長一任」の声あり） 

会長   はい、どうぞ。 

須藤副会長   これは、議会の話ですけれども、大体、議会の委員会というのは、過半

数以下で人数を決めるのですね。というのは、そこで了解を得た後、例えば採決を取る

場合に、過半数以上で、そこで了解してしまうと、ほかの委員が入れないのですね。賛

成してしまうから。 

  そういうことで、部会を作るときには過半数未満の人数で、まず話を聞いて、いろい

ろ意見を言って、こんなふうにまとまりましたよということをみんなに報告する、議会

の場合はそういうことをやっていたのですけれども。やはりそういう意味では、２０人

のうち過半数以下の人たちを、部会として送り出すという形の方がいいのではないかな

という気がします。 

会長   ほかにどなたか。会長一任というような話もございましたが、意見がないよう

でしたら、私案ですけれども、今、須藤副会長の方からも話があったように、大勢でも

なかなか審議を尽くせないと思いますので、７名ぐらいの委員を選び出すと、選定につ
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いては、なかなか難しいものですから、できましたら、会長、副会長に一任していただ

いて、７名の委員を出して、それが当局との委員会ということで折衝をし、この審議会

でできるだけ細かく説明していくということでどうでしょうか。また、問題があるよう

でしたら、別途、審議会とは別にこの委員会で意見を出していくということも出てくる

かもしれませけれども、そのような形で進めたらどうかなと私は思っているのですが、

どうでしょう。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   よろしいでしょうか。 

  では、ここで一任していただいたら、会長、副会長で７名の委員を選出させていただ

きたいと思います。ということは恐らく最後の第１０回で、来年度の予算がある程度出

てくるわけですね。ですから場合によれば、それ以前に多尐情報が入ったら、そこでそ

の７名の委員で一応それを聞いて、できれば第１０回目で話せる範囲であれば、報告す

るということにしたいと思うのですけれども、よろしいでしょうか、この件については、

そういうことで。 

（「はい」の声あり） 

会長   では、そうさせていただきます。 

  それから、この件については何か報告がありましたら、また次回のときに報告させて

いただきます。 

  それでは、その次の。 

蒲原支所長   それでは、資料をご覧いただきたいと思います。蒲原地域審議会の今後

のスケジュールでございます。 

  回を重ねてまいりまして、今日は９回目でございますけれども、第１０回目、事実上

今年度最後の回になると思うのですが、そのスケジュールのご提案でございます。 

次回は、２月１３日の火曜日、午前１０時から、会場は本日と同じ支所の第３会議室

ということで、テーマ等はここにご案内いたしておりますように、「（仮称）蒲原地区市

民センターについて」、それから「次年度の審議会について」、「その他」ということで、

そういう項目立てで審議をお願いしていただきたいと思いますけれども、いかがでござ

いますでしょうか。 

会長   よろしいでしょうか。これで。 

宮田委員   今、スケジュールの件ですけれど、欠席数が多い人も結構いるのですね。
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だから、そういうものも、加味していかないと。またここも欠席する人が多くなってき

てしまうものですからね。 

会長   会長、副会長の中でもその話が出ていまして、特に欠席の多い方についてです

けれども･･･。はい、どうぞ。 

  それでは予定はこれで決めてよいですね。 

佐藤委員   予定の関係ですみません。個人的なことで恐縮ですけれども、午前中はど

うしても都合がつかないということがございますので、申し訳ないのですが午前中であ

れば、欠席させていただきます。あらかじめ申し上げておきます。 

会長   あとはよいですか。どうぞ。 

稲葉委員   実は、２月１３日午後は、既にもう年間計画で、蒲原の連合自治会の定例

会を設定してある中で１３日というお考えのようですので、午前中ということで、調整

させてもらいましたけれども。 

会長   当局の方もいろいろな都合もあって、ぎりぎりの線だそうです。 

よろしいですか。その件に関しては。それではよろしくお願いします。 

  では、はい、どうぞ。 

稲葉委員   今、宮田委員からも欠席者があるという話が出たのですけれども、「その他」

ということで、今日すこし意見を述べさせてもらいたいと思って参加しているのですが、

今回で９回目の審議会開催ということになるわけで、これまでの状況を見ていて、もう

皆さんもお気づきだと思うのですが、ほとんどの審議会に出席されていないという委員

もいらっしゃるわけです。 

  はっきり申し上げれば、野村和夫委員、私が記憶しているところでは、９回のうちに

３回ぐらいしか出席していないのではないかと思っています。ご本人にどういう事情が

あるのかわかりませんけれども、その辺の、どういう理由でどうなのか、事務局として

その辺の事情を把握しているのか、私たち自身、非常に重要な役割を担ってやっている

わけで、もし、事務局として把握しているところがあれば、お聞きしたいと思うのです

けれど。 

蒲原支所長   野村委員につきましては、会議にお見えになる時間にまだお見えになっ

てない場合には、念のためお電話をかけて、どうなっていらっしゃいますか、尐し遅れ

ますか、というご照会をさせていただいておりますが、実は野村さんの場合には、今お

話がありましたように、今まで９回のうち３回のご出席です。 
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  ただ、欠席について言えば、連絡があったのは、今回、今日の午後１時ごろありまし

て、それ以外に１回、ご連絡を正式にいただいたのは、確か記憶では２回でございます。 

それ以外に１回なさったとおっしゃるのですが、いろいろ確認しましたけれども、電

話を受けたものが見当たりませんので、もしかするとご本人の勘違いかなという感じは

しております。 

  もう一つは、私どもも時間差で、夜や夕方に電話をしたり、接触を試みようとしてい

ますが、なかなか本人がつかまらないと。電話等でつかまらない、留守電等でもつかま

らない、事務局にお電話をお願いしますという形にもしておりますけれども、お返事を

いただいていないと。 

  そういう中で、年末年始の交通安全運動がございまして、その際に私と、それから宇

佐美統括主幹とで交通安全運動の街頭広報に出ておったときに、たまたまご本人をお見

かけいたしましたので、宇佐美統括主幹の方から、このごろどうしていらっしゃいます

かと、欠席なさっていて心配しているので、ご連絡等をいただきたいと申し上げました

ら、仕事中だということで、立ち話ができないということで、お話することもできなか

ったわけです。 

  実は今日、午後１時尐し前に久しぶりにお電話をいただき、ちょうど宇佐美統括主幹

が電話を受け、お話をさせてもらいました。このごろお見えになっていないので、審議

の経過等も把握するにもいろいろ大変でしょうから、ぜひ、一度こちらの方に出向いて

いただいて、会長も非常に心配なさっていらっしゃるので、もし、ご事情等があればお

話を聞かせていただけませんかと、こう言いましたところ、ちょっと時間がないという

ことで、そのまま電話が終わったということでした。今日現在の状況は、そういうこと

でございます。 

  稲葉委員   よくわかりました。こういう状況であるということがわかったのです

が、その中で欠席の連絡もほとんどないという実態もありましたけれど、私たち地域審

議会委員というのは、団体の代表や、有識者ということで自ら手を挙げた方、また公募

で、多くの応募者の中から難関を突破してこられた委員の方２０名で構成しているわけ

で、市長から委嘱をされているわけです。 

  やはり、欠席については、何ら連絡がないというような、当然すべきこともされてい

ないというような、このままですと審議会というものが、市民や蒲原地区の住民から見

て信頼感というものを失ってしまうことにもなりかねないと思うわけです。 
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  これからも、重要事項があるでしょうし、我々の任期は２年あるわけです。まだ来年

度もあるわけで、信頼された運営というようなことを基本にすると、この審議会として

も何らかの再確認、姿勢としての再確認、または何らかの対処が必要ではないかと私は

思います。 

会長   わかりました。この問題につきましては、副会長とも話し合っていまして、一

度野村委員と会って、話をしたいと思っていたのですが、連絡がまずつかないと。お話

したいと留守番電話などを入れても返事も来ないということで、なかなか機会がつかめ

ないところでした。 

  今日現在で、３分の１の出席しかないということは、ちょっと異常事態なものですか

ら、とりあえず文書を私の名前で出すなり、何らかの対処をしたいと思います。また、

今のような意見があったということも含めて、文書なり、本人と面談して対応するなり

をしたいと思います。 

  その程度でよろしいでしょうか。 

（「お願いします」の声あり） 

会長   では、この件に関しては、それで終わらせていただきます。 

  それと「その他」で、何かありますか。 

広域行政室長   すこしお時間をいただきまして、来月２月１日からの市外局番の統一

につきまして、お話をさせていただきたいと思います。 

  お手元にＡ４版の資料が１枚あるかと思います。 

  皆さんもう既にご承知のことだと思うのですが、こちらの資料に記載のとおり、２月

１日から、蒲原地区を含む清水区などの市外局番「０４５３」が、旧静岡市などの「０

５４」に統一されます。 

  これは、旧静岡、旧清水の合併以来の懸案事項でありまして、今回、各関係機関のご

協力をいただきまして、市内全域の市外局番が統一されることになりました。 

  旧静岡市、旧清水市、旧蒲原町の、合併後の一体感の醸成や、市民の皆さんの利便性

の向上に大いに寄与するものと考えております。 

  それで２月１日を間近に控えまして、市としまして、今回の市外局番の統一につきま

して、広報紙や新聞、テレビ、ラジオ等を通じてのほか、この蒲原支所の入口にも懸垂

幕を掲示させていただくなど、周知に努めているところであります。また地域審議会委

員の皆様方におかれましても、ご協力の方よろしくお願いしたいと思います。 
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  以上でございます。 

会長   よろしいですか。 

  その他は、何か、よろしいですか。 

  その他、どなたか、何かありますか。はい、どうぞ。 

山崎委員   今日は水産課の方は見えておりますか。いらっしゃらないですか。 

  では、聞いていただきたいのですが、蒲原町は、昭和４３年に由比といち早く漁協は

合併したわけです。そして、今は漁港も、船を作るたびに船の大きさが大きくなり、非

常に手詰まりの状態で困っているわけです。 

  そういうことがありまして、これを解決しようということで、昭和６３年より外港建

設を始めたわけです。そのときの予算は４億でやってきたわけですが、国が２分の１、

県が４分の１、町が４分の１ということで、それで、そのときの蒲原町ですが、由比港

ということで、由比の方が管理責任者ということで、由比町長が責任者ですが、平成に

入り、由比町の財政が厳しいという状況の中、４億の予算ではできないということで、

組合としても、ではどうしたらいいかということで、やはり３億で先延ばししても、物

価の高騰、工事費の高騰等あり、長引くばかりでよくないからということで、漁業者と

船主が、１割を負担して、建設の方に回しているわけです。 

  このような漁協は、静岡県にもないと思います。当然、蒲原町も静岡市ということで、

静岡市には用宗港がありまして、その整備事業にあたっては静岡市の方も全額負担して

いると思います。そういうわけで、由比港も３０数億、今水揚げがあって、その１％で

すから三千何百万のお金は、漁民、船主が出しているわけで、私たち蒲原市民もその中

で一千何百万出しているわけです。 

  できましたら、蒲原市民も静岡市民でありますので、ぜひとも、また検討していただ

きたいと思います。よろしくお願いします。 

会長   そういう意見があったということで、よろしいですか。承っておけば。 

  今日は、多尐時間があるようですので、どなたか、何かあれば。 

  はい、どうぞ。 

戸塚（善）委員   こういうところで発言する話ではないですが、第１次静岡市総合計

画についてお聞きしたいのですが、いろいろ出ていますけれど、尐子化対策がないよう

に感じるのですが。将来このままの状態で進んでいきますと、３０年後には、１．５人

が１人を見るということになりますね。そうなりますと、国でも対策はすすめているか
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と思うのですが、なかなかそれが表に出てこない。 

  だから、子どもを１人でも多く産んでもらうということに対して、静岡市が独特の何

か知恵を出し合って、こういう面に謳っていかないと、極端な言い方をすると、子ども

を２人産みたいけれど、いろいろ考えると１人しか産まないという、そういうような後

向きの考えに終始してしまうのではないかと思うのです。 

  そうなりますと、この間、北海道のどこだったか、市街地が活性化するということで、

市街地から公共事業の病院や何かが、みんな土地の安いところへと移ってしまうもので、

市街地の中が空洞化してしまう。これを逆手にとって、市街地の中へとそういうものを

集めて、それで、年寄りが集まってきたというところ、北海道の何というとこだったか

やっていましたけれど。すると人口も増えたり、土地の価格も上がったりしていますが

静岡あたりではそういうことは考えていないですか。 

  だから、逆転の発想で、全国にないような政令市で立派だという、住民投票のときに、

２０年後、３０年後には、ばら色の人生が、というようなことで、みんな言っていまし

たけれど、今の状態でいくとばら色の人生どころの騒ぎじゃない、ほんとうに日本は沈

没してしまいますよ。このままの状態でいけば。そういうところで一つよろしくお願い

します。 

企画調整課長   お答えになるかどうかわかりませんけれども、基本的に総合計画の中

は、大項目とか、中項目という形のものだけが載っていて、具体的な施策の部分につい

ては、触れられていないと思います。ただ基本的には、日本全国尐子高齢化の社会にな

っているわけでございまして、静岡市においても、要するに子どものためにいろいろな

事業を展開しております。 

  例えば、児童クラブを各小学校区に３年計画で早急に作るとか、市営住宅におきまし

ても、子育て支援の施策を展開するとか、いろいろな事業を、今いろいろな形で行政と

してできる部分については、いろいろな部分で対策を練っているところでございます。 

  基本的には、そこには１行とか、２行で記載はありますけれども、基本的に今委員が

おっしゃるようなことを懸念しておりますので、そういう部分については、鋭意これか

ら知恵を絞って、さらに子育てをしやすい環境を作っていくということで、いろいろな

施策を展開してまいりたいと思っております。以上でございます。 

会長   よろしいですか。 

戸塚（善）委員   こういうものは一面に載せてもらいたいと思います。市民が見た感
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じで、これで一生懸命やってくれるなというような、それを前面に出してもらいたいと

いうのが僕の考えなのですけれど。 

企画調整課長   お答えいたします。総合計画といいますと、重点的にその部分だけを

特化して出すということが、なかなか難しいものでございます。市民からはいろいろな

要望がございまして、それを全部網羅しているようなものが、総合計画という形になっ

ております。 

  具体的な事業内容につきましては、予算編成のときに、こういうものを、要するに具

体的にやっていきますというような形で、市長の市政方針の中で、そういう部分を述べ

させていただいて、具体的に取り組んでいるということを市民の皆さんにお知らせをし

ているところでございます。よろしくお願いいたします。 

会長   では、以上をもちまして、第９回静岡市蒲原地区地域審議会を閉会いたします。 

  本日の議事録署名人は、宮田委員、よろしくお願いします。 

  次回は、２月１３日火曜日の午前１０時からとさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

  どうもご苦労さまでした。 

            （午後３時３８分 閉会） 

 

５．傍聴人          ４人  
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