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第４期第７回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年３月１４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）宮田会長、五十嵐委員、市川委員、宇佐美委員、坂本委

員、佐藤委員、志田委員、日野委員、緑川委員、望月和

志委員、望月秀美委員、矢部委員、吉田委員、米倉委員 

                     (折原委員欠席) 

 （ 関 係 課 ）街路課：村松参与兼課長、安本統括主幹、宮崎主査              

        （ 事 務 局 ）区政課：山﨑課長、山口参事兼統括主幹、油井主任主事          

蒲原支所：青木支所長、石川参事兼統括主幹、杉山主

幹、井上主査 

 

４ 議 事    

 （１）前回の質問事項についての回答 

 （２）都市計画道路山手線について 

 （３）その他 
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蒲原支所参事   皆さん、こんにちは。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。定刻になりましたので、第４期第７回静岡市蒲原地域審議会を始めさ

せていただきます。これからの司会進行を務めさせていただきます蒲原支所の石川で

す。よろしくお願いいたします。 

  初めにご報告いたします。本日は折原委員から欠席届の提出がありました。地域審議

会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないと規定されており

ます。本日の出席者は14名で過半数を超えておりますので、会議は成立することを御

報告いたします。なお、この審議会は地域審議会の設置に関する協議書第７条第５項

の規定に基づき原則公開となっていますので、ご承知おきください。 

  それでは初めに資料の確認をお願いいたします。本日、皆様のお手元に配付しました

資料は次第、それと都市計画道路山手線についてＡ４の両面コピーのものです。お手

元にあるでしょうか。よろしいでしょうか。 

  次に、本日、議事説明等に関係部署の職員が出席しておりますので、私から紹介させ

ていただきます。 

  都市計画部街路課、村松参与兼課長。安本統括主幹。宮崎主査。以上３名の職員が出

席しておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、清水区総務・防災課の職員につきましては、静岡市議選の告示を明日に控えて

おり準備等のため本日は欠席しておりますのでご承知おきください。 

  それでは、議事に入る前に宮田会長よりご挨拶をいただきます。 

  会長、よろしくお願いいたします。 

会長   どうも皆さんこんにちは。職員の方には静岡の市議会選を控えておるという

ことで、お忙しいところ申しわけございませんでした。これから24年度が終わって25

年度に入りますけれど、また活発な意見を出していただいて、これからの地域審議会

をもっともっと盛り上げていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたしま

す。 

蒲原支所参事   ありがとうございました。 

  これより議事に入ります。議事進行につきましては会長にお願いいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

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ございます。会議録作成のため、発言の際にはマ
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イクのボタンを押し、氏名を述べてから発言をお願いいたします。 

  それでは議事１、前回の第６回地域審議会で質問がありました件の回答について、事

務局より説明を求めます。よろしくお願いいたします。 

蒲原支所参事   蒲原支所の石川です。私から前回第６回地域審議会において質問が

あった内容について回答いたします。座ったままの回答で失礼させていただきます。

初めに組織機構改正の説明の中で、宇佐美委員から「蒲原支所に来所される市民の１

日当たりの人数と目的」を教えていただきたい旨の質問がありました。蒲原庁舎には

蒲原支所、福祉事務所蒲原出張所、市民生活部蒲原事務所、蒲原水道サービスの４所

で構成されておりますが、１日に来所する人数、目的等は把握しておりません。また、

静岡市の各区役所においても、このような統計は集計しておりませんのでご承知おき

ください。 

ただし、各区役所とも、戸籍、住民登録関係等の届出件数、証明書の発行件数、相

談件数等の統計は集計しておりますので、それについてお答えさせていただきます。 

  蒲原支所の関係は、１日当たり128.7件、蒲原出張所、福祉関係は１日当たり24.2件、

それと蒲原事務所につきましては、１日当たり17.9件となっております。この件数に

つきましては、単純に届出件数等を業務日数で割った件数であります。 

  次に五十嵐委員から、関連事業Ｎｏ47「大型店対策中小商店支援事業の具体的な支援

内容について、今後も継続して事業展開がされるか」について質問がありました。商

業労政課から回答を得ておりますのでお答えします。Ｎｏ47大型店対策中小商店支援

事業、これは地域商業活性化補助金の事業になります。これにつきましては、蒲原商

工会が実施している商品券事業の印刷費等の事務経費を補助対象として助成をしてい

る事業であります。今後は、事業の効果を検証し、継続の必要性を慎重に検討してい

くとしています。 

  次に宇佐美委員から「災害時における新東名高速道路料金の利用について」高規格道

路推進課から回答を得ております。新東名高速道路は、大規模災害時の緊急輸送路と

して防災、救急等で活用されるよう機能確保されております。出入口につきましては、

あくまでも最寄りのインターチェンジとなります。また、被災直後は緊急車両が最優

先であり一般車両は対象外となっております。仮に薩埵峠付近が被災し、津波の影響

で規制された場合は、蒲原地区につきましては、新富士インターチェンジに回り込む

ことができれば利用価値は高いと考えられます。しかしながら、新東名高速道路は清
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水区由比や蒲原で地形的に接している部分がなく、構造上、高架橋やトンネルという

こともあり、インターチェンジ以外の箇所で出入りできる場所は、現在はないと判断

しております。 

  次に「利用の際の無料化」でございますが、緊急車両、物資、復興支援車両、ボラン

ティア車両が最優先されます。住民車両は被災直後ではなく、ある程度期間が経過し

た段階で「無料開放」をした事例があります。これは東日本大震災の時でございます。 

しかし、この地域の方々が、根本的に新東名に回り込み活用できるかが前提となっ

てきます。この地域の地形を熟知し、その他の手段を考える必要があるかと思います。

このような理由から、現時点ではご希望の利用そのものが有効な手段か疑問がありま

すが、今後有効的なものと判断できる要望内容であれば地域住民が声を上げていく必

要はあるかと思います。というような回答になっています。 

  次に折原委員から質問がありました。関連事業Ｎｏ９「蒲原保健福祉センター施設維

持管理事業(高齢介護課分)でございますが、これに関する予算が０円になっていま

す」というような質問がありました。これにつきましては、第１回地域審議会の資料

には予算額が０円となっておりましたが、10月４日に行われました第３回地域審議会

の資料Ｎｏ１において最新版の「合併建設計画蒲原地区関連事業等」を配付しており

ます。その資料の中では予算額100万円がついていますのでご確認願いたいと思います。 

  次に望月秀美委員から関連事業Ｎｏ52「歴史財施設整備事業と志田邸に関する質問」

がございました。この歴史財施設整備事業は、旧五十嵐邸、志田邸、お休み処の維持

管理に要する経費でございます。 

  次に志田邸の賃貸借契約の件でございますが、志田邸は平成13年８月28日に国の登録

有形文化財に登録されました。文化財には国が指定する指定有形文化財と、個人が届

けて登録する登録有形文化財があります。この志田邸は登録有形文化財に当たり、修

理等が生じた場合は文化財保護法により所有者が行うと規定されております。 

  それでは具体的な説明を行います。この志田邸の土地と建物につきましては、合併以

前の平成13年４月１日、所有者の志田さんと蒲原町長の間で土地建物使用賃貸借契約

が取り交わされ、平成25年３月31日で12年間の長期契約の期間終了を迎えることにな

ります。静岡市には現在、国の登録有形文化財が23件ございます。このうち志田邸と

同様に個人が所有する建物は全部で８棟ございます。志田邸以外の７棟につきまして

は、全て個人が私費、私の財産をつぎ込んで維持管理をされています。公費を投入し
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て市が管理しているのはこの志田邸のみでございまして、他の個人所有されている国

の登録有形文化財の扱いと整合性がとれないとの問題があります。 

  また、平成23年５月に建物内においてシロアリが発生したことから、建物の保存状態

等を専門家に依頼しております。その結果、建物の被害がかなり大きく、シロアリの

駆除及び施設の補修が必要であるとの報告を受けました。引き続き、静岡市文化財保

護審査会に危険度判定を依頼したところ、シロアリの被害がかなりひどく、市が借り

続けて管理を行うには問題があり、地震等の災害が発生した場合、倒壊の危険性があ

ること、また仮に修理を行う場合は大規模の改修が必要になるとの回答をいただいた

ことから、市としては来館者の皆様の安全を考え、建物内全ての一般公開から、土間

からの見学のみに変更し、建物内部に上がることを中止としました。 

  こうしたことから、12年間という長期の契約が切れる本年度末にて本契約を更新しな

い方向で、平成23年５月より志田さん御本人と協議を続けてまいりました。数回にわ

たり本契約は行わない旨の意向を口頭で伝えてまいりました。この土地賃貸借契約で

は、契約期間満了の日の６か月前までに契約更新また解除について双方で協議し決定

するとされておりますが、１年以上協議を続けてきましたが、結果的に協議が調わな

いことから、更新しない旨の通知により契約期間満了とともに、当該契約は失効する

という借地借家法第26条の規定により平成24年９月26日に本人に通知し、市としては

契約更新しないこととしました。なお、平成24年９月議会において所有者から提出さ

れた「志田邸の公開継続を希望する陳情」、これについては不採択となった経緯があ

ります。以上が前回の質問の内容です。よろしくお願いいたします。 

会長   ただいま事務局から説明がありました。この件について何かご意見、ご質問

等はありませんか。宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。恐れ入ります。私が前回質問させていただいたことにご

回答いただいた内容で、新東名の件ですが、回答いただいた組織の名称をもう一度教

えていただけますか。 

蒲原支所参事   よろしいですか。高規格道路推進課です。静岡庁舎にございます。 

宇佐美委員   わかりました。ありがとうございます。 

会長   緑川委員。 

緑川委員   緑川です。今志田邸についてのお話がありましたけれど、新聞紙上等々

で私が得ている知識と全く同じ回答ですが、志田さんのお話だと大分違います。シロ
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アリについては、志田さん個人で修復し70万円かかり、そんなにひどくやられてない

というお話でした。今管理しているＮＰＯの方々が署名活動をして、新聞では4,000人

強の署名を集めたというお話も出ています。要するに契約の更新をしてくれという署

名だったと思いますが、その辺はどうなっていますか。 

  それからもう一つ、これは志田さんから聞いた話ですから、志田さんが良い方に解釈

しているかもしれませんが、陳情書を出して議会にかかったときに、担当部署の回答

が志田邸を一般公開するように直すには7,000万円から１億円かかるというお話をされ

たということですが、それは、一般にあのぐらいの面積の古い建物を直すときに、一

般的にかかる費用であって、志田さんがおっしゃるには、そんなにかからないという

お話をされています。もし詳しい事情がわかったら、この差を教えていただきたいと

思います。 

支所長   今のお話ですが、文化財課へ問い合わせをしました回答というのが、今述

べたものでありまして、その後の回答というのはいただいておりません。今のお話は、

私も正直初めて聞きましたが、文化財課では契約更新について、云々ということを今

検討しているとは聞いてはおりません。 

会長   どうですか、緑川委員。 

緑川委員   はい、わかりました。 

会長   それではほかにご意見ございませんか。宇佐美委員。 

宇佐美委員   済みません、蒲原支所、あるいは、福祉事務所、あるいは、蒲原事務

所の件数ということでお話をいただきましたが、この件数というのは、例えば１人の

人が来て住民票をいただきました、戸籍謄本をいただきましたというと、これは２件

に数えるんでしょうか。 

会長   事務局。 

蒲原支所参事   例えば、宇佐美委員が言われたとおり住民票を取りにきた、それで

１件、印鑑証明を取った、それで１件ですから全てカウントされるような形になりま

すので、ここで上げてある数字は、あくまでもその支所に来所した人が申請をして、

その証明を受けた件数というような解釈でよろしくお願いします。 

会長   ほかに質問ございませんか。はい、どうぞ。 

望月（秀）委員   望月です。先ほどの志田邸の件につきましては、私のほうから質

問させていただきましたが、私の考えとしては、あの回廊といいますか西木戸から始
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まって東木戸に向かう中において、歴史的なものというと五十嵐邸、志田邸、あとお

休み処、それから本陣ということになります。本陣は、まだ今でもお住みになられて

いるわけで、そういう流れの中において志田邸というのは、１つの目玉のようなそう

いうものであったと思います。うまく解決されて今までどおりの対応をしていただく

ことが一番良いかなと思います。先ほど縷々説明をしていただいた中において、私の

理解というのは大分深まったように思っています。ただ、先ほど緑川委員から、ＮＰ

Ｏの皆さんが署名活動をされた中で約4,000人の署名を集めたと。これが市のほうに届

いているのかいないのか、またその後どうなっているのかはご回答いただけますか。

以上です。 

会長   支所長。 

支所長   文化財課へ確認し、次回お答えしたいと思います。 

会長   はい、お願いいたします。ほかにありませんでしょうか。 

それでは、次の議事に進めさせていただきます。議事２「都市計画道路山手線につ

いて」街路課より説明を求めます。よろしくお願いいたします。 

街路課長   街路課長、村松です。よろしくお願いします。 

  現在、街路課として都市計画道路37万8,000メートルのうちの135路線ありまして、約

14路線23工区ほどの整備を行っております。財政もかなり厳しくなっておりまして、

平成24年度の予算が44億円、25年度の予算が28億円と大分厳しくなっておりますが、

この山手線については26年度をめどに整備を進めていきたいと考えております。それ

には地元の地権者の皆様のご協力をお願いしたいと考えております。 

  もう一つ報告しておきたいことは、役所の中の組織改正が４月１日からございまして、

街路課自体がなくなり、今度は道路部門と一緒になって清水道路整備課というところ

ができます。基本的には各区にある道路につきましては、各区の道路整備課というと

ころが整備するような形になりますので、今年の４月１日以降は、この山手線も清水

区道路整備課で整備することになります。職員も同様に配置されてきますので、事業

はそのまま執行されるというように考えていただきたいと思います。市民にとっての

メリットは、都市計画道路と普通の道路といろいろありますが、国県道、国の道路は

別としまして、１つの部署で都市計画道路から普通の道路という形で、ある程度その

道路についてもう１つの部署で完結するというようなメリットがございますので、こ

れからはそのような形になります。 
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  それでは山手線の進行状況につきまして、担当からお話しさせていただきます。 

街路課統括主幹   安本です。よろしくお願いします。 

  お手元の資料をご覧いただきまして表に山手線整備についてという内容、それから位

置関係とスケジュールが載っています。そして裏面には計画の平面図が載っています。

延長的には110メートル程度という整備です。 

  それではお手元の資料をご覧になりながらご説明いたします。この都市計画道路山手

線につきましては、都市計画道路蒲原駅南北線から現在の市道山手線に沿って東側に

向かい、この蒲原警察署の手前を南進して県道に接続するというところの約1.1キロメ

ートルの都市計画道路でございます。この路線につきましては、昭和37年に都市計画

決定をされて平成18年に蒲原町にて計画が見直され今の位置関係になりました。 

  それから今街路課では、このうち市道山手線から県道までの約110メートルについて、

避難路整備ということで、都市計画道路の一部を利用して道路整備を行うと。目標と

しましては、26年を目標に進めてまいりたいと考えています。これにつきましては、

先ほど申し上げたとおり標高の高い広域避難地、蒲原西小学校へアクセスするといっ

たこと、それについては災害時の避難路と、あるいは物資輸送路というところについ

ても利用できるというところで、輸送路としても大変役立ち利用が望めるというとこ

ろでございます。そして、一昨年の東日本大震災以降、静岡市につきましても災害に

強いまちづくりというところで災害対策の計画を進めております。 

  この中で、現在の横断歩道橋、その目の前の横断歩道橋、それから市道沿いにある今

の現道については、市道が狭い上に大型車両が頻繁に出入りしているというところが

見受けられます。その脇を通る子供たちを見ていると、自転車と歩行者ということを

考えると、とても安全だとは言い難い状況です。したがいまして、災害時の沿道、も

し災害があったときについても、その沿道の建物が倒壊した場合に、道がつぶれてし

まうといったときには、先ほど申し上げた避難路、輸送車両も上ることができないと

いうところで、26年を目標に整備を行い始めたところでございます。 

  それから資料の１ページを見てください。事業スケジュールというところです。実際

23年度からいろいろ着手しております。これは24年度からご説明申し上げますが、設

計がほぼ終了しております。それから12月、１月にかけて地権者の皆さんにお集まり

いただき、敷地の境界や官民の境界など、境界を確定する用地測量というものを行い

ました。それからもう間もなく25年の４月になりますが、あそこには大きな静岡銀行
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さんもございます。それから地域の方々もいらっしゃいます。皆様と用地交渉を進め

ながら25年には用地を確保して26年にいよいよ道路の工事に入ってまいりたいと計画

を立てております。説明は以上です。よろしくお願いします。 

会長   ただいま街路課より説明がございました。ただいまの説明を踏まえまして何

かご意見、ご質問等ございますか。はい、どうぞ。 

望月（秀）委員   望月です。質問させていただきます。元来、この蛭沢通線につい

ては、合併建設計画の関連事業という中に蛭沢通線道路整備事業というものがありま

して、今警察署の横にあります道路をそのまま南にＪＲをまたいでバイパスの下にあ

ります神沢白銀線、それにつなげていこうという計画がありましたけれど、今回それ

から先、県道から先は着手しないで県道までということのようですが、この合併建設

計画の中に記されているところの蛭沢通線事業、これとの関連というのは何かあるわ

けですか。 

街路課統括主幹   今のところ蛭沢通線というのは県道より南に行く道路として都市

計画決定されております。都市計画決定されていますので、整備をするという方向で

は考えておりますが、先ほど申しましたように、街路課としての予算、国へかなり要

望していますが、それプラス市の予算でというものはかなり厳しいような状況であり

ます。地域全体の進捗を見ながら整備を進めていきたいと考えておりますので、いま

のところ予算化するようなめどについては山手線のみを考えております。 

望月（秀）委員   引き続いて質問させていただきます。ということは都市計画とし

ての実態を残した中で、今回の新しい道路、ここまでを先に着手するということです

ね。今、警察署の横に２台通れるか通れないか、大型も通行していますけど、この絡

みというのはどのようにお考えですか。 

街路課統括主幹   現在、警察と細かい協議をしておりますが、基本的には一方通行

になろうかと思います。 

会長   どっちから一方通行ですか。 

街路課統括主幹   今のところは上りの方の一方通行になろうかと。 

会長   県道から上ですか。 

街路課統括主幹   そうですね。県道から上に向かった一方通行という、まだ本決ま

りではありませんが、警察サイドではそのような考えをお持ちです。以上です。 

望月（秀）委員   それに絡んでご質問させていただきます。ということは、山手線
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に入ったところで両方の通行になり、今回新しく着手される道路というのは当然上り

下りという解釈でよろしいですね。 

会長   はい。 

望月（秀）委員   結構です。 

会長   それでは私から質問します。この蛭沢通線、これを県道までの道路を着手、

完成までは見ると思いますが、地震があってから、１本東海道線があって、その向こ

うが神沢白銀線、この道路から県道へ出る道路、南北線、これについて蒲原駅のこっ

ちと小金のところにある程度の広さの道路がありますけど、例えば災害が起きた場合

に物資を運ぶとしても県道サイドだけになってしまい、南側からこっちへ来る道路が

蒲原というのは特有のまちで南北線がそうないですよね。大型が南北を県道から神沢

白銀線へ入り込める、大型が入れる道路というのは、許可されているところはどのぐ

らいあるか承知しておりますか。 

街路課統括主幹   ２カ所。 

会長   ２カ所ですか。 

街路課統括主幹   大型というのはどれぐらいの。 

会長   バスも含めて。 

街路課統括主幹   バスはやっとですが、そこまでは。 

会長   現在神沢に１本ありますね。あそこは通れません。蒲原駅のこちら側は大型

バスは通れませんね。そうすると向こうまで行くと富士見橋ですか、あそこまでない

です。大型の物資を搬送する際に県道だけしかないですね。物資がそこまでくるかわ

からないですけど、そこまで考慮していただけるのなら今の県道から神沢白銀線の高

架を通して道をつなげるような大きな道路ですよ、これをやっていただければと私は

思っています。何年先かはわかりませんが、やはり大型物資とか、大型の輸送車が通

るには蒲原という町は道路が狭すぎる。その辺を考慮した上で今後この山手線、都市

計画道路ですけれど、これをもっと延ばしてできるような方向を考えていただければ

と思います。本当に蒲原という町は南北がないです。小金の踏切は大型が入れません。

だから観光バスが蒲原の町に入れません。由比から来なければ入れないし、降ろす場

所も苦労しています。そうしないと利用できないですよね。大型ダンプや大きい車両

が通れる道路も確保しなければなりません。まだ蒲原は、南北線不足というか、その

辺を踏まえてぜひ進めていただきたいと思います。 
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街路課統括主幹   ただ、今の意見ですが、我々も当然その思いは同じです。しかし

ながら、今回の都市計画道路の実際の整備、いわゆる事業化というところにはまだま

だ計画の予定はありませんが、いわゆる計画の段階、もしくはその前の例えばヒアリ

ングであるとか町内の盛り上がりが、当然その前には勉強会が入ってきます。そうい

う時は、当然蛭沢通線の整備ということだけではなくて、それに関わる例えば小金の

踏切の拡幅や、当然費用の問題もありますけれど、何が有効なのかというような議論

がされて、ならば都市計画道路を進めようとか、場合によっては他をやろうとか、そ

ういう議論になるかと思います。ですから事業化するに当たっては色々な議論があっ

て事業化されていくと思います。特に都市計画道路の必要性ということにつきまして

は、当然、南北の幹線道路が必要という整理をして都市計画道路が必要だということ

で決定していますので、その辺は南北の交通ということを十分静岡市として考えてい

るということでご認識いただければと思います。よろしくお願いします。 

会長   はい、わかりました。ほかに質問は。望月委員。 

望月（和）委員   望月です。この山手線ですけど、当然ご存じだと思いますが、蒲

原西小学校の西から来る子供たちの通学路に当たりまして、工事する場所というのが

かなり子供たちの通学が多い場所になると思います。朝は７時から８時ぐらいまでで

問題ないと思いますが、帰りの時間２時、３時という時間になると、当然まだ工事も

されているでしょうし、子供たちの通行に十分ご配慮いただいて工事をぜひやってい

ただきたいと思います。 

それともう一つは、西小学校を上っていく途中に、以前、歩道橋があり危ないという

ことで申請を出しまして昨年撤去していただきました。そのかわりに、警察と折衝し

まして横断歩道を書いていただきました。そのあたりも子供たちの通学路に当たりま

すので、そういった学校との通学路とか子供たちの通行ということを考えた上で、横

断歩道を設置するなり、十分やっていただきたいと思っています。まだ工事は来年の

話なので、今はそういう段階ではないと思いますが、来年はぜひそのあたりを学校側

としっかり打ち合わせをした上でやっていただきたいと思います。 

街路課統括主幹   ご意見ありがとうございます。実際の工事になりますと当然のこ

とながら学校との調整、あとは警察との調整、それが一番重要になってこようかと思

います。事前に警察さんと十分協議をした結果をもって学校側とお話をさせてもらい、

それから工事の時期等々の調整に入っていきます。それにつきましては、道路整備３
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課に申し伝えておきます。よろしくお願いします。 

会長   はい。ほかにご質問ありますか。はい、どうぞ。 

志田委員   志田です。私はこの小金の地区に住んでいます。ちょっと気になるお話

があったので伺いたいと思いますが、この山手線の先Ｖ型になって、小金から中・堰

沢・神沢に向かっての道路は、このままの広さでいくのでしょうか。ちょっと心配さ

れている方がおりまして、このあたりにお住まいの方とか畑を所有されている方が、

道路が広くなるとお互いに3.5メートル、７メートルぐらい広がるといわれて、ぎりぎ

りに建っている、また新築されたばかりの家があるので、その場合下げなければなら

ないのか心配だという話を伺ったのですが、いかがでしょうか。 

それから、西小学校に物資を運ぶための道路の話だったと思いますが、その西小学校

に行く橋がもう老朽化していることもずっと懸念されていることです。そちらの整備

はどのようになっていますか。 

会長   はい、どうぞ。 

街路課統括主幹   ありがとうございます。１点目は幅員の話、それから２点目が橋

の話ですね。幅員の話につきましては、申し訳ありません。本日質問を受けたところ

の資料しか持参していないため、実際に西側に向かった道路が幅員２メートル、３メ

ートルなのか、基本的には現道に沿ってということになるかと思いますが、場所によ

ってまちまちだと思います。それについては、もし事業化されたときには、また色々

と測量作業、それから地元説明会などもやることになりますが、今は計画がないです

が、実際に建物をお建てになったときというのは、当然それは都市計画課で指導を受

けて、現道からどのぐらいまでが都市計画道路になっていますよと、あらかじめ新築

されたお宅についてはもうわかってやっていますので、その辺はどうでしょう、皆さ

んはわかっていると思います。ただやる時期というのが、山手線の西側のところを整

備するよりも当然我々が先ほど説明しましたように南北道路が先になりますので、そ

この幅員のところについては、その地権者様が都市計画課へ電話なりお尋ねして、う

ちの前はどのぐらいの幅員になるのだろうということをお聞きになれば都市計画課で

対応してくれるかと思います。 

  それから橋の話ですが、これについては、25年度、早い時期に長寿命化の補修工事を

行うということを聞いております。以上です。よろしくお願いします。 

志田委員   ありがとうございます。 



 

 ―１３― 

会長   よろしいですか。ほかに質問は。はい、どうぞ。 

望月（秀）委員   望月でございます。引き続いてお伺いいたします。この資料の中

のこの部分、赤く囲われている部分のこの中というのはどのようなことになりますか。 

磯部司法書士さんの事務所の前、このように湾曲していますが。 

街路課統括主幹   逆三角のようなところですか。 

望月（秀）委員   そうですね。見えますか、ここです。 

街路課統括主幹   そこは歩道です。もともと都市計画道路がここで曲がっています。

現道の道路が丸々全部歩道になって、子供たちはそこを通って学校へ行くことになり

ます。そこは歩道の部分です。歩道が極端に広いというイメージでよろしいかと思い

ます。（「避難地ではないですね。」の声あり） 

会長   ただ段のついた歩道になるということですか。 

街路課統括主幹   現在、歩道につきましてはバリアフリーの対応というところで、

ほとんど全市的に昔のように段々があるものではなく、ほとんど段差がないようなセ

ミフラットと言いますが、あっても１センチメートルから５センチメートル程度とい

う段差です。基本的には段差がないというように考えていただいて結構だと思います。

よろしくお願いします。 

米倉委員   米倉です。でもかえって危なくはありませんか。湾曲して段差がないと。

ましてや今この県道でも道路と歩道とを境に縁石がありまして、車の出し入れのため

に外す方もいますけれど、そういうことを考えるとフラットというのはかえって危険

なように感じますが、いかがでしょうか。 

街路課統括主幹   済みません、ちょっと言葉足らずでした。基本的には車の乗り入

れ部、あるいは、横断歩道部については段差ゼロが基本となります。しかしながら、

車の一般のご家庭への入り口、あるいは、交差点でない部分につきましては、当然フ

ラットといっても縁石が出ます。今の県道と同じです。以上です。 

会長   はい。ほかにございませんか。はい、望月委員。 

望月（和）委員   望月です。西のほうから山手線を右側通行でずっと歩いてくるん

ですよ。今のお話だと、この広いところは歩道という話になっているんですが、ずっ

と右側を子供たちが歩いてくるんですね。その辺もやはりまだお話を詰めなければな

らないと思いますが。 

街路課統括主幹   これにつきましては、当然地元の皆様、それから学校との話をし
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ますが、基本的には右側を通るということになろうか思います。しかしながら、どこ

かで横断歩道、もしくは、もっと遠くの西の場所で左側に行っていただく、基本的に

はここの部分、実は横断歩道等の絵が描かれておりませんが、ちょうど先ほどのこの

逆三角形のわたるところでは、当然、横断歩道が引かれていますが、そもそもこの道

路自体に横断歩道というのが本線にはかかっておりません。もちろん県道にぶつかる

ところにはありますけれども、途中に横断歩道というのは現在考えていないところで

す。その辺は学校ともお話をして、なるべくもっと西側で横断させるとか、横断の方

法については学校と話をしてからということになります。 

会長   はい。よろしいですか。 

望月（和）委員   はい、ありがとうございます。 

会長   ほかにご質問等ございますか。それではないようなので、次の議事の３、

「その他」に移ります。その前に、街路課の方、ご用があるのでしたら退席してよろ

しいです。 

街路課統括主幹   どうもありがとうございました。 

会長   ありがとうございました。 

  それでは次の議事の３、「その他」に移ります。委員の皆様から全般的に何かご意見、

ご質問等ありませんか。坂本委員。 

坂本委員   坂本です。前回私が合併関連計画事業の未着手の部分と、あと今内部検

討中のものについて経過はどうなっているかというご回答をいただきたいというお話

をさせていただきましたが、これはいつごろ回答がありますか。 

会長   前回、今のお話については、後で言いますけど、今日の審議会が終わりまし

たら委員だけで懇談会を行いますので、その場でまた。他にございませんか。 

 それでは私から質問します。合併建設計画の関連事業の57番、地元で申し訳ありません

が、蒲原日の出線道路改良事業、これを推進中ということで、これは道路整備３課の話で

すが、この話を聞いたところ、途中で話が頓挫しているかどうかわかりませんが、途中ま

で道路ができていて、それ以降進んでいないということで話を聞きました。私も見てきま

したけれど、これについて道路３課からもその地区の住民から意見を出してほしいという

ことでお話がありましたが、道路３課が進めてくれるのでしたら、住民一人一人の意見書

など出して、道路３課へ提出しようかという話を、この間自治会長としました。道路３課

が進めているかどうかも今後話が進まない、突き当たったところはニチフリさんの道路、
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ニチフリさんのところを広げなければならないものですから、ニチフリさんがいいと言わ

ないと。老朽化したらなんとかしましょうということでしたけれど、いつ老朽化するかわ

からない。そのような中で話を進めるについて、この関連事業の中に載っているというこ

とで、推進中と書いてありますが、できているところは半分までできていますよね。あと

半分、推進中の中に入るのかどうか、話を進める気があるのかどうか、この辺を道路３課

にお伺いしたいと思っていますが、支所長いかがでしょうか。 

支所長   お話はわかりましたので、聞いてみます。 

会長   はい。よろしくお願いいたします。 

  ほかに質問ございませんか。はい、日野委員。 

日野委員   日野です。69番の新蒲原駅舎の事業調査ですが、これが駅舎を建て直す

ことはもうできないという回答は前からいただいていますよね。小嶋前市長のときから。

それでも現状でエレベーターがつけられるというような話を聞きました。もしもできるな

らば、そのエレベーターが、今ならばできるということであれば、この地域審議会でお願

いをするということにしたらどうかと思うのですが。 

会長   はい。支所長どうですか、この件について。この内部検討中という感じになっ

ていますが、この駅舎の整備について、今本当に身障者の方が上がれるような状況ではな

いですよね。本当に足の悪い方が階段を上るにはちょっと大変です。今現在あの駅を利用

するに当たって、一番身障者の方が利用し易くするにはエレベーターとかそういうものを

つけるのは一番良いと思いますが、どうお考えですか。 

支所長   関係課へ問い合わせをしてみて、もし必要があればこの場で説明をお願い

するような格好で進めてみたいと思います。 

会長   はい。 

米倉委員   米倉です。それと24年はこれで終わりますよね。次は25年度に入ります

けど、１年前、６月に話したときにちょっと聞きましたけれど、あと団体で漁協あります

よね。漁協が出ていないからどうしたんですかと聞いたら、一応話はしたと。しかし名前

が出てこなくて参加されなかったという話でしたけれど、再度25年度は話をするのでしょ

うか。 

会長   支所長どうですか、この件について。 

支所長   一応任期が２年ということで決まっておりまして、もう初回の段階でこの

メンバーとなりましたので、途中からというわけにはいかないと思います。 
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米倉委員   そうですか。 

会長   来期に新規でやるときに入るなら入ってもらうということで話を事前に決め

ればいいですよね。それまでにはないということですよね。 

支所長   ないということですね。 

会長   はい。いいですか。 

五十嵐委員   五十嵐です。今、日野先生がお話された蒲原駅のエレベーターの話で

すけれど、新蒲原ですか、蒲原駅にもエレベーターがないんですよね。 

日野委員   日野です。新蒲原は、エレベーターを今ならつけてもらえるというよう

な話を聞きました。ただ私が危惧しているのは、この時期を逃してしまうとできない

だろうと、駅舎も大きくなることもないしエレベーターもつかないということになる

のではないかと思っています。今出ているのは新蒲原です。 

五十嵐委員   新蒲原ですか。蒲原駅も結構お年寄りの人が階段を上がってまた下が

るんですよね。新蒲原につけるなら蒲原駅にも同じように、やはり高齢化社会ですの

で、つけていただきたいですね。 

日野委員   それはよくわかります。ただ、今の状態だと新蒲原の乗降客が多いので、

庵原高校が３月31日まであるから、それを踏まえて乗降客が多いということで新蒲原

はつけてもらえるかもしれないというか、もらえるのではないかと。だからこの機会

を逃してしまうと、蒲原にも新蒲原にもつかないというように私は考えています。だ

から、もしも要望をするのならば今しかないと思っています。 

五十嵐委員   はい。ありがとうございます。 

会長   よろしいですか。ほかにございませんか。よろしいですか。はい。 

緑川委員   緑川です。日の出の道路ですけど、途中まで行って、ニチフリさんが老

朽化して建て直しするまではできないわけですね。途中までできていて。もうやめて

しまったらどうですか、逆に新しく整備した側道に出る大きな道路ができたわけです

よね。そちらを使う方が良いと思いますが。 

会長   その辺は考え方で利用する人が。 

緑川委員   それともう一つ、あの道路については、道路を着工するにあたって新栄

町には何の相談もありませんでした。それで新栄町が先にできたんです。 

会長   よろしいですか。この道路は６番向こう、上、下、同じ道路で当初はやる予

定だったです。やってしまえばよかったのかもしれませんが、それも決まった中でや
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りましょうということで三峰さん、それとこちら側の方かな、セットバック、下げる

のと土地の売り買いがあったんですよね。それでニチフリさんもある程度承知してい

た話ですよね。だから行く末は老朽化というと何年かわかりませんが、あの建物も建

ててから何年でしょう。昔のボウリング場でしたから。老朽化がいつになったら老朽

化というかわかりませんけれど、その辺も含めた上で土地の買収にまだ応じないとい

うことなので、前の町長と話もしましたが、そういう予定がありました。私も知って

いますが、そのために、わざわざ下げた家があるんですよね。下げて建った家が、最

近も。前の方については、もうちょっとさげなければいけないと、その辺がやらなけ

ればならない理由と、もう一つは狭あい道路ですよね。あそこはやっとＵターンでき

るというか、道路がつながって行き止まりではなくつながりました。それと含めて消

防車や救急車が入れるような状態にしたいということがありました。だから、これは

どうしてもやってもらわないと、奥まったところに家が結構ありますよね。この辺は

考えてもらいたいので今進めていますけれど、そこまでがニチフリさんとの交渉、道

路３課もある程度は進めていますけれど進まないですよね。これはどうなるかわかり

ませんが、またお願いしたいと思います。これは自治会長さんともお話ししてみます

けれど、そこら辺はお願いいたします。ほかにございませんか。 

望月（秀）委員   １件質問をさせていただきます。都市基盤における生活道路の整

備という中で、番号だと66番ですけれど、これはなんと読むのか、棚馬道、たなばど

う整備事業というんですか、これはもう整理されということになっていますが、私の

感覚の中では柵自治会館の前の、ホテイフーズのところを抜けて県道に出る道路かな

と思うんですが、そこを今なんかもう着手していて。 

会長   防火水槽。 

望月（秀）委員   防火水槽ですか。ここではもう整理されたことになっております

が、まだ道路整備しているから何かと思いました。 

会長   防火水槽は防火水槽だと思いますよ。道の整備はまた別ではないかな。 

望月（秀）委員   だけど整理されているということは、もう23年度に整理した事業

ですから着手しないということですよね。 

会長   整備というのは、この間の話で、山の方から水が道路に流れ込んでしまうん

ですね、ホテイフーズさんの前の方へ。その関係で防火水槽兼プールというのかどう

か、その水に対応するための整備事業だと思いますよ。大雨になるとホテイフーズの
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方へ水が流れてしまいます。だから柵の会館からずーと、五十嵐委員の裏の方、だか

らやるという話です。 

望月（秀）委員   今度もっと狭くなりましたから。支所長、質問ですけれども、こ

れは私が言わんとするところはもう整理されたという認識の中においた、そこに防火

水槽ができた。今まであった道路より狭くなっていると思います、見るからに。その

辺のところを所轄へ確認していただきたい。 

支所長   この審議会において、私の聞いているところによると、これは取り扱わな

いということで整理をされた事業というように、整備ではなくて整理をされた事業と

して聞いています。 

望月（秀）委員   望月です。整理は整理でいいです。ただその整備というのは、案

件からはなくなったということで結構ですけれど、私が言わんとするところは、そこ

で今回工事をされていた、もう大分終わるかと思いますが。今まであった道路の広さ

より、狭いのにまた余計狭くなったように感じるわけです。だから、整理をされたと

いう中において、またそこに着手していた、それは何かこれに関連があるのかどうか

ということを。そうしたら会長の方から防火水槽をあそこに作りましたという説明が

ありましたが所管課へ確認していただいて、いつの日か報告をお願いしたいと思いま

す。 

支所長   わかりました。 

望月（秀）委員   よろしくお願いします。 

会長   ほかにございませんか。 

 ないようですので、事務局から何かありますでしょうか。 

蒲原支所参事   それでは事務局から２点ほどお知らせします。 

  初めに、平成25年度の地域審議会の運営についてです。皆さんに以前からお話しして

おりますが、平成25年度の地域審議会の運営につきましては、清水区総務防災課、平

成25年度からは地域総務課という課になりますが、そこが事務局として運営すること

になります。平成25年度の開催予定につきましては行政側の引き継ぎが終了後３月下

旬、または４月上旬をめどに正副会長、また事務局と具体的な日程等を協議し決めて

いきたいと思います。日程等が決まりましたらまた皆様に連絡をさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 それともう１点です。静岡市議会議員選挙についてです。明日が静岡市議会選挙の告示
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日となっております。候補者の届け出が終了しますと、その日から選挙運動が始まる

わけですが、今のところ定数17に対して約20人の方が立候補するだろうと言われてい

ます。大変激しい選挙になろうかと思いますが、一応投票日が３月24日です。蒲原支

所では３月16日の土曜日から３月23日までの８日間、午前８時30分から午後８時まで

期日前投票になりますので、また他の方に聞かれたら周知の程よろしくお願いします。

参考に由比地区については、由比生涯学習交流館、３月22日から３月23日までの２日

間、午前10時から午後６時までとなっていますので、よろしくお願いします。事務局

からは以上です。 

会長   ただいまの事務連絡について何かご質問ありませんでしょうか。 

  ないようですので、この地域審議会終了次第、ちょっと懇談会を行いますのでよろし

くお願いいたします。 

  それでは質問等ないようですので、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  なお、本日の会議録の署名は、委員名簿６番の佐藤委員にお願いいたします。 

  以上をもちまして、第４期第７回静岡市蒲原地域審議会を閉会といたします。お疲れ

様でした。 

       （午後 ３時１１分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


