
 

 ―１― 

 

第４期第１０回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年８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）宮田会長、五十嵐委員、市川委員、宇佐美委員、折原委員、 

              佐藤委員、志田委員、日野委員、望月和志委員、 

              望月秀美委員、矢部委員、吉田委員、米倉委員 

        （事 務 局）区政課：山﨑課長、桜井主査 

              清水区役所 地域総務課：廣瀬参与兼課長、今井参事兼統括主幹、望月主査  

              蒲原支所：青木支所長、石川参事兼統括主幹 

 

４ 議 事    

 （１）前回（第９回）の質問事項についての回答 

 （２）審議会委員からの審議案件について 

   【懇談会（７月３０日開催）の内容について】 

 （３）その他 
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地域総務課主査   それでは、定刻となりましたので始めさせていただきます。 

  本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。第４期第10回静岡

市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  進行を務めさせていただきます清水区地域総務課の望月です。よろしくお願いします。 

  初めに御報告いたします。本日は事前に、坂本委員と緑川委員から欠席の御連絡をい

ただいております。日野委員と市川委員がまだお見えになっておりませんが、地域審

議会の設置に関する協議書第７条第３項に「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、13名で、もしお二人が欠席しても11名ということで過半数を超えて

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

まして、原則公開となっておりますので御承知おきください。 

  それでは、初めに資料の確認をお願いいたします。 

  本日配付いたしました資料は、まず次第と「第４期第９回蒲原地域審議会における質

問等への回答」次に「その他の質問等について」と、それに付随します添付資料、平

成２５年度さいこう静岡！「静岡市事務事業市民評価会議」実施要領になります。 

  皆様のお手元にありますでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、議事に入る前に、宮田会長より御挨拶をいただきます。宮田会長、お願い

いたします。 

会長   皆さんこんにちは。前回７月30日に懇談会を開かせていただいて、貴重な御

意見などいただきました。副会長とも話した中で、また８月に入って、暑い中、皆さ

んいろいろ地域のことでも大変だろうと思いますけど、これからもまだ残り暑い日が

続きますが、よろしく御協力のほどお願いしたいと思います。 

地域総務課主査   ありがとうございました。 

  日野委員と市川委員につきましては、遅れてみえられるそうです。それでは、議事進

行につきましては、宮田会長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

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、第９回地域審議会にて質問がありました件の回答につ
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いて」事務局より説明を求めます。事務局、よろしくお願いいたします。 

地域総務課参事   皆さんこんにちは。事務局の今井です。 

  質問に対しての回答について御説明させていただきます。 

  資料は、先ほど述べました最初の１枚目が都市計画道路山手線改良事業における地域

への説明等についてということで質問をいただきましたので、その回答書を見ながら、

あるいはもう一つカラー刷りＡ４横の都市計画道路山手線計画平面図が付いています

が、そちらの２枚で御説明させていただきたいと思います。 

  まず前回、質問の趣旨としましては、進捗状況について。それから通学路、あるいは

歩道の設置について御質問をいただいております。特に、進捗状況の中では「西小学

校には行政から説明が行われていないようだが、関連地域等への説明の予定はどうな

っているのか」というような御質問だったと思います。 

  所管課は、清水道路整備課が担当になります。今年から清水道路整備課に移りました

が３月までは街路課が担当しておりました。 

  まず、進捗状況について、西小学校への説明ですが、前回７月30日の審議会の御質問

ですが、少し前７月19日金曜日に所管課の者が学校に来訪いたしまして、校長先生、

それから教頭先生へ、この資料の図面を提示して事業の説明を行っております。 

  それから、地域への説明ですが、これは平成24年４月11日に測量に関する説明会とい

うことで、旧街路課が行っております。このときに出席していただいた方につきまし

ては、山根議員と当時の自治会長、それから地権者の方、計９名の方に対して説明を

行っております。内容につきましては、後でまた説明させていただきますが、そう変

わりはありませんということでした。その際「ここの整備に当たっての関連地域への

状況やスケジュールについて、改めて地域への説明会も開催してほしい」という要望

を、この時点でも受けているそうで、今回担当となりました清水道路整備課において

も「関連地域への説明会は、今後開催する」ということで回答をいただいております。 

  それから、少し平面図に目を移していただきたいと思いますが、今、黒で図面がされ

ているのが現状の道路の状況でありまして、赤く線が入っているところが今回整備さ

れる山手線になります。ちょうど、延長としましては113メートルになろうかと思いま

す。この赤い部分についての整備となりまして、山手線西からずっときて、大きく左

にカーブして県道につながっていくということになります。また、その途中で、今現

在あります道路に接続をし、こちらの西小学校の方面へ道路の接続が整備されるとい
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うことになっております。前回、通学路についての安全確保、それから歩道について

御質問をいただきましたが、まず、青字でＡと書いてあるところの丸い点線の中、こ

こから整備が始まるところになります。学校の校長先生等と協議をした結果、児童が

西から右側を通って歩いてきますが、このＡというところの地点に横断歩道を設置し、

北側左側に横断すると。そして、歩道を通って学校に向かうというようなことで、通

学路は、このような経路を実施していただきたいということで、図面のここには横断

歩道が落ちていませんが、今後、学校、それから地域の皆さんとの要望で横断歩道は

警察の所管になりますので、要望をしていき、ここに設置するということで、今、検

討を進めているところでございます。 

  それから、大きく左に曲がっていきますので、今の道路の部分になりますが、小学校

にあがっていく道路と、ちょうど逆三角形になるような形になりますけれども、ここ

が全部歩道になるということで聞いております。前回、カーブとともに歩道があって、

ちょっと上りできつくなるのではないかというようなお話がありましたが、その逆三

角形、要するに「今現時点の道路も含めて、逆三角形の部分が全部歩道になります」

というようなことで回答をいただいております。 

  なお、工事について、当然通学路になりますので安全の確保をいたします。歩行者用

の通路を確保しまして、交通指導員を設置して誘導するということで、西小学校から

も了承を得ています。当然、児童だけではなく、ここを通る方々についても、安全の

確保に万全を期してやっていきたいということでございます。 

  それと、次に青色のＢの地点、ちょうど県道とぶつかるところになりますが、ここに

ついて、現在、信号をつけるかどうかは、まだ決定はされておりません。ちょうど山

下靴屋さんの近いところに信号が１つあるものですから、十分警察が検討をしている

ということで、今現在は決定しておりません。図面でいきますと、道路を上からおり

て左折車線と右折車線と二つ設けてあります。この図面は、信号が設置された場合に、

このような形で片側二車線ということで、右折と左折の車線が設置されますが、もし、

信号が設置されないというようなことになりますと、一車線で左右に分かれていくと

いうような図面ももう一つ用意されているということです。 

  それから、先ほども説明させていただきましたが、関連地域への説明会について、当

然、この整備事業の説明はいたしますが、今ある道路、警察のすぐ横の道路、図面で

いきますとＣというところになるわけですが、ここについては両方、上り下りと通っ
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ており、この山手線が整備されたところで、一方通行ということで警察が検討される

ということです。どちらの一方通行にするかということで、これは地元の皆さんの御

意見を聞きながら決めていきたいということでした。 

  小金地区の道路につきましては、上にいきますと新田の方々も使っているところにな

りますので、小金あるいは新田、この先には学校もありますので、関連する地域の

方々と調整させていただいて説明会を開催させていただくと。その時点で道路整備の

概要、それからＣについての一方通行への御意見を聞いて進めていきたいということ

でございます。 

  今後のスケジュールですが、今年度いっぱいにつきまして、現在、静岡銀行さんが図

書館北側の駐車場のところへ移転しているところですが、それができあがって移らな

いと工事が始まりません。予定でいきますと、来年度には着工をし、来年度いっぱい

には竣工したいというスケジュールは立てているようです。 

  追加ですが、現在、先ほど地権者の方に説明会があったということですが、地権者の

方、今６件ほどあるそうです。２件は、もう既に契約等も終わっており、残りの方は

今交渉中ということでした。そこが終わり次第、それから静岡銀行さんの移転が終わ

り次第、来年度早々にでも着工するというような形でスケジュールを組んでいるとい

うことでございます。 

  前回、質問をいただきました回答について、担当課から、以上のような回答をいただ

きましたので御説明させていただきました。よろしくお願いいたします。 

会長   ただいま、事務局から説明がございました。 

  この件について何か御意見、御質問等はございますか。はい、望月委員。 

望月(和)委員   望月です。ありがとうございました。学校に今のような御説明とい

うのは、していただけるものなのでしょうか。 

地域総務課参事   先ほど話をしましたが、７月19日に学校には訪問して、清水道路

整備課から、今と同じような説明はしております。その中で、横断歩道の場所、それ

から通学路の部分について了承をいただいているということで聞いております。 

望月(和)委員   わかりました。 

会長   望月委員、よろしいですか。ほかに御質問ございますか。 

 はい、米倉委員。 

米倉委員   米倉です。今日、ここの地権者の方に会いました。今日の１時半から、
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説明があるみたいでした。契約された方と、まだこれからという方がいる中で、静銀

が移転し先に工事は始まって、行政としては、どうですかね。一応、ある程度決まっ

てから工事とかは取り組んでいくものと普通一般的には思いますが。 

会長   事務局。 

地域総務課参事   今日説明に入るということは、私は聞いておりません。多分、私

が言っている説明会というのは、地域全体に対しての説明会のことで、地権者に関し

ては、当然個々に行っていると思います。それから、山手線の事業ですが都市計画道

路になりますので、都市計画道路を決定されたところで、ある程度大きな概要が決ま

ってきます。それで地元の説明会に入り、それから測量、設計、関係機関との協議、

そして事業の取得をして用地に入っていくということです。先ほど言った測量に対し

ての説明会を昨年24年４月にもう既に行っておりますので、本来の手順は踏んでいる

ということは、所管課から聞いております。 

米倉委員   ということは、ある程度、測量ということは地権者も同意されているの

ではないかと、そういう意味合いで、やっぱり進めていくのですか。 

地域総務課参事   そこの部分については、詳しくそこまで聞いておりませんが、昨

年４月に地権者の方も入った中で、測量の御協力も含めて説明をしたということを聞

いております。そこで同意を得たかどうかというところまでは、確認はとれておりま

せん。 

米倉委員   私もここの地権者の方、二人ほど知っておりまして、一人の方も「まだ

農地でほしい、まだしていたいな」という方と、もう一人の方は「駐車場でまだおき

たいんだよ」という話でありました。その方も「余りぐずぐずごねたくはないので」

と言っていたので、恐らく契約調印してくれるとは思いますが、やはり万が一のとき

に、まず静銀が動いたけれど、途中でとまったりするので、ある程度、確定してから

の事業というか、工事に入ったらどうなのかなと思いました。ある程度進めているよ

うでしたらいいとは思いますが、ぜひとも十分注意されて、地権者の方と合意のもと、

工事を進められたほうがいいと思います。よろしくお願いいたします。 

会長   ほかに御意見、御質問ございますか。 

  それでは、ないようですから、次に進ませていただきます。 

  次に、「その他の質問について」事務局より説明を求めます。 

地域総務課主査   その他の質問等につきましては、望月から説明させていただきま
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す。 

  あえて、その他の質問等について分けさせていただいたのは、地域審議会の案件とし

て、この場で長く議論するものではないということで、前回いただいた質問に関して、

この二つについては分けさせていただきました。質問に対しての回答というよりは、

こちらで知り得た内容を報告というところにとどめさせていただきたいと思います。 

  また、今回御説明させていただきまして、また新たな御質問等があるかとは思います

が、この件に関しては、よろしければ審議会終了後等に、こちらの地域総務課職員に

お尋ねいただきたいと思います。 

  それでは、まず一つ目、廃家への対応について、民間では対応が困難な問題であるた

め、行政による取り壊し等の処理ができないかということと、外壁等に風紀上好まし

くない掲示物が掲載されているが、そういったものがどうにかならないかというよう

な御質問の二点をいただきました。 

  まず、１点目の廃家の問題につきましては、現在、静岡市においては、当該案件に関

する明確な所管課というのはございません。倒壊のおそれがある空き家や持ち主が不

明でも、解体できる条例を定めて取り組んでいる自治体もあります。今現在、そうい

った条例等も静岡市では制定されておらず、その都度、各団体さんから御質問いただ

いた所管課が、その都度対応しているという現状にあります。これも、解体後に所有

者が判明してしまって、財産権を主張される可能性等がありますので、いずれにして

もデリケートな問題ということで、行政側も法的な拘束というか、根拠がない限りは、

なかなか取り組めない問題といえます。そういった整備が静岡市の場合は遅れている

というのかもしれませんが、今現状においては、明確な所管課がないというのが御報

告になります。 

  参考までに、他市村の例ということで、その下に兵庫県の小野市、長野県の小谷村と

二つの自治体の事例を表記させていただいております。 

  小野市につきましては、人口５万人程度、小谷村に関しましては、人口３千人ちょっ

との小さな村になります。小野市につきましても、空き家等の適正管理に関する条例

というのを平成24年度に施行されておりまして、管理上不全な状態となることを防止

するに至って、こういったことに踏み込んだというような対応をされています。適正

な管理が行われていない空き家や廃屋があった場合に、自治会からの要請を受けて、

安全上最低限度必要な措置をとるように指導や勧告、所有者の氏名公表などを行って、
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それでも必要な対策がとられない場合は、議会の承認を得て、行政代執行で取り壊せ

るようにということを条例で盛り込まれているそうです。 

  また、自治会の地域交流に活用するために、所有者の同意を得て空き家を再利用した

り、撤去後の跡地に広場等を整備したりする場合は、その費用を市が一部負担をする

というようなことも盛り込まれているそうです。 

  もう一方、小谷村では、同じような空き家等の適正管理に関する条例も施行されてい

ますが、こちらの過疎化問題、そういった自治体では空き家の情報登録制度というこ

とで「空き家バンク」という設置要綱も施行されておりまして、空き家を逆に利用し

て人口をふやしていくと、そういうふうな施策に展開しているような自治体もあるよ

うです。 

  この件に関しましては、あくまでも御報告ということにとどめさせていただきますが、

以上となります。 

  もう一方、外壁等の掲載物につきましては、やはり静岡市内では、屋外広告物条例と

いうものがございまして、それに申請とか許可を得ていないものを張ることはできな

いことになっております。この取り締まりといいますか、見回りは今現在、建築総務

課の都市景観推進担当というところで担当しておりまして、定期的に見回りも行って

いるそうです。地域から風紀上好ましくない、そういった掲示物があるということで

御連絡をいただければ、現地確認をして撤去をするというような対応もとっているよ

うなので、もしまたそういうものがございましたら、建築総務課にお尋ね願いたいと

思います。 

  続きまして、事業仕分けの件についてですが、この件につきましては、国際交流推進

事業と老人福祉センター施設維持管理事業と二点御質問をいただいております。まず、

初めに、そもそも静岡市の事業仕分けというものがどのようなものかというのは、

「静岡市事務事業市民評価会議実施要領」を添付させていただいております。既に８

月のこの間の土曜日・日曜日ですが、24、25でこの会議が実施されております。この

ような趣旨のもと、一般の方がコーディネーターとか評価者になりまして審議をされ

ているというような場でして、必ずしも全てが廃止とか縮小に向かうようなお話し合

いがされるのではなくて、民間の方々が行政事業に対して、いろいろな御意見を投じ

ていただくという場になっておりますので、この場の評価を行政側から、拡大とか、

そういう方向に持っていくということは、そもそも不可能なものになっております。
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現在、24日と25日に行われた速報につきましては、市のホームページにも掲載されて

います。ただ、細かな話し合いの詳細につきましては、議事録が２、３カ月かかり、

その２、３カ月後に掲載されるということです。 

  前回、御質問のありました国際交流事業につきましては、正式には海外姉妹都市等交

流事業ということになります。結果は、縮小ということになりました。ただし、所管

課に問い合わせたところ、こちらは企画課になりますが、今回計上されている予算額

というのは、主に市長の海外渡航費の金額のみということで、今回海外姉妹都市等交

流事業全ての全事業費に対して評価・判断したということではなく、市長が海外まで

行って、シティセールス等その他経済効果で、何か成果を明確にあげられるのかとい

うことが、委員の皆様からの御質問であがったそうです。市長がお金をかけて海外ま

で行って、そんなに効果はないだろうということで、ＰＲ方法等はもっと見直しをし

てくれというような御意見があったという報告を聞いております。 

  もう一点の老人福祉センターですが、これは評価が再構築という評価を受けておりま

す。ただ、所管課から、これは高齢者福祉課が担当になりますが、再構築といっても

拡大に近い再構築という意味で、評価者の方からは「介護予防事業にもっと力を入れ

た事業内容の見直しをしてほしい」と、そういった意味での再検討というような形に

なるという報告でした。前回、緑川委員から御質問をいただいていますが、例えば今

回のことで、老人福祉センターや老人いこいの家などが縮小とか統廃合とか、そうい

った傾向に至るということではないということの再構築ということで評価されたとの

ことでした。説明は以上です。 

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、何か御意見、御

質問等ありませんでしょうか。はい、折原委員。 

折原委員   ありがとうございました。最初の廃家のことですが、「この審議会の関

連事業にはのっていないから」というお答えがありますが、ではこの資料１の前にも

らった静岡市・蒲原町合併建設計画に出てくるまちづくり計画中の生活環境の分はど

うなるのかなと。これ、別に予算をとって事業をどうしようという問題じゃなくて、

行政的なあり方ですとか、地域住民が困っていることに関してはどうしたらいいのだ

ろうかということを提言させていただいたつもりです。予算取り事業として行われる

というものではなくて、合併してからも着々とそういった環境の変化があって、蒲原

時代には、そういったものがすぐ撤去されたりしたことがありましたが、それがなか
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なかうまく機能していなくなってきているようなところがあったので。生活環境の変

化で。それをどうしていったらいいのかなということで、廃屋の問題と掲示物の問題

を取りあげさせてもらいました。生活環境の中に、災害から生命・財産を守る、災害

に強いまちづくりや犯罪の少ないまちづくりなど、市民誰もが安心して暮らせるまち

づくりを推進するということで、この合併建設計画の中には、ちゃんとうたわれてお

りますので、予算がどうのこうのじゃない場合に含まれてくることに関しては、総務

課と相談するだけで済まないような問題ですから、一応、問題提起をさせていただい

たので、今回、回答に関して「結局は何もできないよ」という、「廃家に関しては何

もできない、難しい問題だ」ということを受けたことに関しては、ちょっと残念かな

と思いました。条例等をもし制定できるような段取りがあるようだったら、そんなと

ころも、市としての姿勢をちょっと見せてほしかったというのも一つの希望です。そ

して、この地区の自治会と市民が一体として、そういったものに関して、何とかでき

るものはないかなという思いもあって言わせてもらいました。また今後、その回答が

出るかどうかわかりませんが、そんな思いを受けとめていただきたいと思います。 

  もう１点、廃屋の掲示物に関しては、私が担当課に電話したことがあります。ただ

「持ち主の所存のわからないものに関しては何もできない」という回答です。結局、

前回のお話に関しても、そこのところをちょっと突いたんですけども、持ち主がわか

ったら「とってね」と言えますが、そうでない場合は、ずっと張られっ放しなわけで

すね。それに関して「とっています」じゃなくて「とれない」というのが向こうの担

当課の説明でしたので、お願いをしていけば、私たちがとっていますということに関

しては間違いです。それができないので、どうしたらいいかということに関しての回

答をいただきたかったので、結局、何の環境の変化もありません。今の段階の回答で

は。ということで、私たちは黙って、この張られっ放しのものをじっと我慢している

しかない。張ったものに関しては犯罪ですが、張られたものを、張ることから逆にと

ることが軽犯罪だというふうに警察で言われておりますので「じゃあ、どうしたらい

いんでしょうか」というところで、ちょっと残念な回答です。すみません、皆さん、

また考えてもらいたいなと思います。以上です。 

地域総務課主査   申し訳ありません。少し補足説明をさせていただきますと、今、

折原委員からの御意見をいただきましたが、折原委員がおっしゃっていますように、

今回あげていただいた問題は非常にデリケートな問題でして、行政が手を出しても、
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民間が手を出しても、軽犯罪に至るようなことにもなってしまうということで、今は、

どうしようもないというのが申しわけありませんが現状です。ただ、地域審議会の場

でそれを審議するというか、地域審議会からあげるというよりは、やはりこれは蒲原

だけの問題じゃなくて、廃屋につきましても、蒲原地域以外にも、実際に廃屋の問題

で困っている地域がありますので、できましたら自治会等で、こういったことを問題

提起していただきたいと思います。掲示物や廃屋に関しましても、行政側としまして

は、法の適用を受けていかなければ執行につなげていけないというのが現状です。条

例制定なり、そういったことを要望や陳情などをあげてもらうのが一番対応としては

早いかと思います。合併に伴って皆さんに御負担をかけているところではありますが、

市域全体の問題として、今折原委員がおっしゃっていただいていることは、とても大

きな問題だと思いますので、市域全体として連合の自治会長さん等からあげていただ

いて、行政に問題提起していただけるとありがたいと思います。以上です。 

会長   はい。展示物というのは、警察官立ち合いの上、はがすというわけにはいか

ないのですか。 

折原委員   持ち主がわかっていれば、別です。 

会長   家の持ち主は住所があるから、市で聞けませんか。持ち主とは連絡がとれな

いというのは、持ち主に市から連絡がとれないのかな。警察官がその場へ行って、そ

れをやるというのもだめですか。 

折原委員   だめです。 

会長   その家の所有物になっちゃうから。法的なものはわからないけれど、張った

ということは、その家が許可をして張っているんですよね。 

折原委員   違います。勝手に張っています。サラ金業者が。 

会長   じゃあ勝手にとるわけにいかない、張ったものは勝手にやったから、勝手に

とるというわけにはいかないのですか。この話って進まないですよね。持ち主がわか

らなきゃ、全然だめってことですね。 

地域総務課参事  少しよろしいですか。行政では、当然、土地建物については固定資

産税がかかりますので、所管している市税事務所にある程度の資料はあるかと思いま

す。委員がおっしゃるとおり、最初は所有があったとしても、いなくなっちゃったり

した場合、そこから先については、所管課でも所有はわからなくなりまして、申告が

あればわかりますが、申告がなければ、どこにも宛てがなくなります。じゃあどうす
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るかというと、今度は戸籍住民課の管轄で、ただ戸籍住民課も全て追えるわけではな

いので、各所管で持っているいろいろな資料があるとしても、それを統合し市として

データが使えるかといったら、個人情報だとか、あるいはそのためだけに皆さんから

情報をいただいている情報とかで、それ以外には使えないとかという、いろいろな縛

りがあるものですから、トータル的にできそうな感じはしますが、その部分について

はできないのではないかなと、追いかけていくことは非常に難しいのではないかと思

います。 

会長   折原委員、これで決着はしませんが了承してもらえますか。これは、本当に

話が進まないですね。 

折原委員   すみません。こんなことを地域審議会に出すこと自体おかしかったのか

もしれませんが、この蒲原地域に関しての今ある問題点として解決していければいい

なという思いを込めて伝えた問題なので、これが市全体の問題として、これに関して

各自治会長、静岡市の全体の自治会長がわかっているかどうかわからないですけども、

何とか動いていい方向でいってくれたらいいな、担当課ができてくれたらいいなとは

思います。蒲原発信で。そんな思いでやらせてもらって、今回はこれで方向をおさめ

ます。 

会長   はい、事務局どうぞ。 

地域総務課参事   今、資料として８月16日の静岡新聞の中に「空き家に立入調査

権」ということで、市だけではなくて、国でもやはりこういう大きな問題になってい

る中で、秋にも新法という形で、所有者への改善命令を可能にするような、要するに

市町に立入調査権を与えるような法案を秋にでも議員立法として提出する見通しだと

いう形で新聞でも出てきています。蒲原地区だけではなく、市だけではなく、全国的

に大きな問題になっているというところで、市としても動けないところを国のほうで

法律を何とか先に進めていけるような形の動きがあるということだけ、ちょっと追加

で御紹介しておきます。 

会長   はい、どうもありがとうございました。ほかに御質問等ありますでしょうか。 

  なければ、次に進ませていただきます。 

  次に、議事（２）「審議会委員から審議案件について」へ進めさせていただきます。 

  これにつきましては、前回７月30日の審議会後に開催しました懇談会において、これ

からの審議会で審議していきたい事項について、委員の皆様と意見交換を行いました。
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それについては、望月副会長から簡単にまとめて説明していただけますでしょうか。

よろしくお願いします。 

望月(秀)委員   望月でございます。それでは、前回７月30日の審議会の後、懇談会

をさせていただきました内容について御報告をさせていただきます。 

しかし、残念ながらここで御報告させていただくようなものを、私も用意していな

いというのが現状でございます。この審議会の構成メンバーにおいては、この蒲原に

おけます産業経済といいますか、商工会、それから農協、自治会、その他いろいろな

ところから出ている皆さん、それと公募でなられた委員の皆さん、いろいろあるわけ

です。その中において、この搭載計画にのっている関連事業等の中で審議できるもの

については、よく審議をして審議の対象としてほしいというようなことは、私からも

申し上げました。なおかつ、防災という観点からすれば、今までは東海沖地震といっ

たものが東南海、南海というふうに連動してくると、もっと大きな被害が想定され、

それに対応する事項についても、これから審議会において審議していかなければなら

ないのではということで、まだ結論に至っていない関連事業等もあるわけです。それ

については各委員、持論をお持ちの方もいらっしゃいますので、ぜひこの席において、

そのことに触れてみていただけたらというふうに思っております。結論めいた報告が

できなくて、大変申しわけありませんが、懇談会は、この後も継続して開催をさせて

いただいて意見の集約をしていきたいと思っております。で、７月30日の懇談会にお

いて出された意見をお持ちの方、いらっしゃるかと思いますので、この席で報告をし

ていただきたいと思います。以上でございます。 

会長   私あてに市川委員から、文書で御意見をいただきましたので、ちょっと読ん

でみたいと思います。問題点だけを提起させていただきます。 

蒲原中学校北側にあります旧医師住宅及びひかり荘、さかえ荘跡地の市の計画をお

伺いしたく存じます。特に、旧医師住宅におきましては、払い下げ等はございません

でしょうかと。この跡地問題について、事務局も今回答ではなくて、どういうふうな

ルートでそこら辺は探っていったらいいのか、お伺いしたいのですが、よろしいです

か。 

地域総務課参事   旧医師住宅、それからさかえ荘、ひかり荘、それぞれ物によって

違うと思います。今こちらとしても、何も情報がありませんので所管課に、どのよう

な方針でいるのかということは確認したいと思います。それでわかったところで御報
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告したいと思います。 

会長   ありがとうございます。そこのところはそれでよろしいですね。 

日野委員   日野です。ひかり荘とさかえ荘はもうありませんよね。医師住宅だけが

残っています。ひかり荘、さかえ荘はありません。 

会長   すみません。その跡地についてということですよね。よろしいですか。医師

住宅ってまだありますよね、あれは住んでいますか。 

日野委員   住んでないです。もう入れないようにしてありまして、この間、盆踊り

のときに、私も、ここはどういうふうになるのかなというふうに思ってはいました。 

会長   わかりました。それでは、所管課にまた聞くようにお願いしたいと思います。 

日野委員   先ほどの医師住宅の話もありますが、庵原高校の校長住宅が新栄町のわ

っしょいの横にあります。あれは県だと思いますが、あれも廃屋になっていますよね。

あれも一体どういうふうになる予定なのか、それを教えていただきたいなと思ってい

ます。 

会長   それも、一緒にどこが管理しているのか聞いてもらえますか。 

地域総務課参事   多分、庵原高校の校長先生のお宅にしていたところですよね。当

然、その当時もまちのものでもないですし、当然、合併後も市のものではないと思い

ます。多分間違いなく県の所有だと思いますので、どこが所有かというのは確認して

みますけれども、方針のところまで確認できるかどうかはわかりません。 

会長   その辺も、調べられる範囲で結構ですから、ぜひお願いしたいと思います。 

  その他、ほかに。どうぞ。 

望月(秀)委員   先ほどの懇談会のことについて、補足させていただきます。今、会

長から報告があったことは、懇談会で「今日の懇談会までに、各委員の中において問

題提起できるものについては、事前に書面において提出をしてください」というお願

いをしておいたので市川委員から提議していただいたということでございます。残念

ながら、今回は市川委員の１件のみであって、皆さんからの問題提起というのはあり

ませんでした。やはり審議会を行うにおいても、貴重な時間に行うわけですから、今

後もぜひ、そういうことを踏まえて、問題があれば提起をしていただきたいと思いま

す。提起をしていただくと行政に事前にその旨報告することができる、そうしますと

時間の無駄というか、そういうものも省ける、事前に私どもが打ち合わせを行政とし

ますので、そういうことを提起しておいて、この審議会の席上で報告を受けるという
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ことが可能になってきます。またその辺は、ぜひお願いしたいと思います。 

  その懇談会のときに出ました意見の中には、今まだ結論に至っていない事項、日野委

員からも出たかと思いますが、下水道問題、これについては日野委員の意見をお聞か

せ願いたいと思いますし、そのとき宇佐美委員からも出たようなものも報告をいただ

きたいと思います。以上でございます。 

会長   日野委員の公共下水道の件について、御意見ございましたらどうぞ。 

日野委員   公共下水道が「もう10年ぐらいではできません、もっともっと先になり

ますよ」というお話は聞いていますが、この審議の中に、公共下水道の件がのってい

ますよね。「アンケートをとりました」とか「説明をします」とかというお話は聞き

ますが、全く進捗していないと私は思います。一体これは、どういうふうにこれから

進めていけばいいのか、審議会として、どういう要望の出し方をすればいいのかとい

うふうに考えています。 

会長   公共下水道の件について、これから後、委員３年ですよね。その間に決着を

見る問題じゃないと思います。その間に道筋というものをつけていかなきゃいけない

なと思いますけど、この件について事務局から、何かどこら辺までという進捗状況な

どを説明できますか。アンケートとか計量とか、実際に目に見えるものというのはな

いと思いますが。 

地域総務課長   由比蒲原地区でとったアンケートの報告については、前期になるの

かな、審議会で報告してございます。 

日野委員   日野です。その「アンケートをとって、こういう結果でしたよ」という

ことは教えていただきました。ただ、皆さんが公共下水道と合併浄化槽と普通の下水

といいますか、その３点について、全く理解していない上でアンケートがきたので、

その結果が果たして、皆さんの意見を反映しているかどうかわからないので、よりそ

の辺を具体的に話をしていただきたいと、あのときお話したような気がします。 

地域総務課長   その中で、公共下水道については、日野委員がおっしゃったように、

アンケートをとって、前期の委員に報告しました。その際に、今おっしゃったように、

それだけではとても十分理解できないので、今後、由比蒲原で公共下水道をやった場

合、費用対効果というものがどうかと、そういう試算なんかもしなければならないと

いうことで、市ではそれを進めている状況です。地域に対しての説明会を開く予定で

いるということで確認しています。 
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日野委員   はい、わかりました。 

会長   やっぱり10年の審議会中で結果が見られる問題じゃないものですからね。終

わってから、何年後に着工とかが見えるのならいいですけれど、いつ公共下水道がで

きるかどうかというものも見えないものですからね。進捗状況を、その都度聞いてい

くとかという問題にして、またできる範囲で説明をお願いしたいと思います。 

  それと、後３年の間にどこまでいったのかという、結果というかまとめたものを出し

ていただければと思います。それでは、次に宇佐美さん、お願いします。 

宇佐美委員   宇佐美です。これは、今年配っていただいた資料だと思います。合併

建設計画に関する調書、実施または予算化されていない事業一覧というのが、第４期

の後期にいただいた資料の生活環境の中で29番公共下水道整備事業、状況としては内

部検討中です。平成25年１月の調査時においてはという文章がありまして、アンケー

トを実施したときに、必要性を感じていても、汚水処理の整備方法についてどの方法

が最適かわからない状況であることが伺えました。これは、あくまでアンケートの結

果ですね。「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」という文章があります。「得るとともに」というの

は、先ほど、廣瀬さんがおっしゃったように、この後説明会が行われるのだろうとい

うことかもしれませんが、それについては前回、前々回か、いつだったか記憶にない

のでわかりませんが、この話が出たときには、まだその段階にはないというようなお

話をいただいたという記憶がございます。その後、「下水道法改正後の国の動向を考

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

たいと考えている」という書き方になっています。私は、この文章をそのまま私なり

に素直に受け取ってみると、後退しているなと受け取ってしまったんですね。どうも

考え方が後退してしまっていると。合併のときに、これをやっていこうと、推進して

いこうという話でこの整備事業というのができて、ここに盛り込まれたというふうに、

私記憶してはいますが、確かに会長がおっしゃるとおり、10年20年というスパンで、

私たちが生きている間にできるかどうかもわからないことではありますが、こうやっ

てうたわれて、アンケートまでとってもらっているのに、その後の進捗状況が一切ま

だ見えていません。平成22年にアンケートのための予算取りをしていただいて、アン

ケートを実際にしていただいてから既に２年以上経っているわけです。その間、何に

も進捗状況について、私たちが質問しないから報告がないのか、それとも何にも進ん
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でいないから報告がないのか、内部検討中というだけであるのか、それについては、

ぜひ今どういうことをしていて、どういう状況であるのかと、先ほどの日野委員と同

じように説明を求めたいと思います。できれば担当課に来ていただいて、私たちが質

問をぶつけられるような形で、お話を伺わせていただきたいと考えました。とりあえ

ず、それだけです。 

会長   また、事務局でも、この辺についてまとめた上で、審議会に報告とか説明が

なされるのか、そこら辺はまた検討していただいてよろしいですか。 

地域総務課長   先ほど「近々そういう説明の予定をしています」という回答をさせ

ていただきました。ここへきて、先ほど会長から話したように、例えば公共下水道に

ついて、この審議会の期間中に決してできる話でもないし、多分方針は決まるかもし

れませんが、その辺の話を時期的に地域住民への説明という中で、蒲原の連合自治会

に対してその説明会を開くような準備は進められています。ですから、できればそれ

と一緒に審議会の委員の皆さんも来ていただけると大変ありがたいというのが事務局

の考えであります。 

会長   例えばその日程とかスケジュールがおわかりになったら、また審議会へ御連

絡いただいて、参加できる方に出てもらうというふうになるのかな。またそれなりの

予定をつけていただければと思います。よろしいですか。また、今後どういうふうに

なるのかということも、やっぱり聞いていたほうがいいと思います。ぜひ、よろしく

お願いいたします。 

  この前発信していた宇佐美さんの要望というのがあったよね。それについて、そこら

辺の話をお願いしたいと思います。 

宇佐美委員   はい、宇佐美です。番号57番、蒲原日の出線道路改良事業及び62番、

東部地区区画整理事業の両方に絡んだことで、前にも同じ質問をさせていただいて、

説明をいただきましたが、それだけで済んでしまったということでは、ちょっとまず

いだろうと思いますので、もう一度話に持ちあげたいと思います。 

実は夕べも御近所の方とお話をしていまして、私たちの住んでいるところの一番主

な道路のように見える部分というのが、まだ実際には地権者の方がいらっしゃって、

決して道路ではない状態だということが一つ。そうすると、その道路を整備すること

ができない。例えば、一昨年の梅雨で集中豪雨のときと、その後10月の集中豪雨のと

きに道路が冠水して、ひざ上10センチですから、多分60センチぐらいの水位で道路が
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水没しました。その状況を改善するために何が必要かと山根議員にもお話して、道路

３課に来ていただき、見てはもらいましたが、現状その地権者がいることで、道路の

改良は、難しいと。これは区画整理事業にかこつけて、道路を整備したい静岡市側の

考えみたいなところを、疑った考え方で見ると、そういうふうに思っていたものです

から、もしそれが今のところ頓挫している状態であるのならば「何も動かない、私た

ちは何もしない」と言われてしまうと地元住民としても困ってしまいます。その両方

の57番、62番を絡めて、小池側にかかっている橋の整備、それから道路というものを

地権者のものではなくて、静岡市が買い取るなど、道路として整備し水害が起こらな

いようにしてもらうようなことが必要ではないかと思います。これに関してわからな

いので、何ができるのか、あるいは地域審議会として静岡市に求めていく、あるいは

見守っていくのであれば、この先どうしてやっていけばいいのか、まずそこから教え

ていただきたいのですがいかがでしょうか。 

会長   この六千坪の整備事業は、合併建設計画の搭載事業に載っていますが、今現

在、頓挫したような状態でいると思います。六千坪の計画が順調にいっていれば、今

の東インターへつながるような道路ができるはずでした。そうすると、今現在のわか

つきモータースがある側道の辺、あそこら辺も改良されるはずだったんですよね。と

ころが頓挫したおかげで、今現在まできてしまいました。あの道路も橋も直す計画に

入っていたんですよね。ところが一つ頓挫したおかげで、全部ができないというよう

な状況です。鉄塔のあるところの道路も昔の町道ですよね。 

宇佐美委員   私の知り得る限りでは、中部電力の高架線下であって道路ではない。

つまり高架線があることによって下を利用できない、じゃあ道路として使わせていた

だこうと、地権者の人はそのまま残っている状態で、ただ高架下なので固定資産税の

納付は要らないというような状態です。町道でもない、市道でもない、道路として見

えるけれども道路ではないという扱いだそうです。 

会長   私が見た限りでは、それも道路として見直せるというわけではありませんね。

道路として扱うわけにはいかないですよね。今、日の出のところに住宅がありますよ

ね。14組か15組かな。あそこを突き抜けることができません。もう袋小路になってい

て、あそこら辺を通行する人は、その道路がなくなったら通れないですよね。住民が

あそこに何人いるのかな。結構40軒か50軒あるかな。その辺りの住民も何かあったと

きは逃げられないですよね。橋があって、あそこを使っている会社がありますね。 



 

 ―１９― 

宇佐美委員   宇佐美です。工事車両を乗せて陸送する車があります。工事車両自体

が10トンぐらいありますね。それを乗せる車も10トンぐらいあるんですね。だから20

トンは超えているはずですが、あの橋は、静岡市という形で標識が立っており、12ト

ンという書き方しかしていないです。でも、そういう20トンある車は通っています。 

会長   だから、そこら辺を考えた上で、やっぱり六千坪道路が、計画が頓挫しても

進めていっていただきたいなと私は思います。そういうところも含めて、日の出町も

そうですけどね。ほかにも自分たちの問題だけではなくて、重点的に探して、また意

見としてあげていただきたいなと思いますけど。どうですか、米倉さん。 

米倉委員   米倉です。事業番号51番目の環境保全ふるさとづくり事業ということで、

米印の４、枠の下にありますけど、県営畑地帯総合整備事業内公用公園等の整備とい

うことで、私、畑総の土地改良区地権者の代表です。それで役員をさせてもらってい

ますが、この７、８月で今までの面的工事は全て終わりまして、畑総の東地区のほう

は中、小金、新田という３地区分かれたところが集まって東地区、堰沢、神沢が一体

となって一つ、それが西地区となっております。で、東地区については、権利者会議

といって地権者に全て同意をもらって総会を開く、権利者の会議も終わって、今回登

記申請を済んで完了した状態です。その中で、東地区には静岡市が購入していただく

面積では7,000平米ほどありますけれど、のり面を入れるともう少し多いので。西地区

については、今登記申請を出す状態です。その中で、本部局へ出して、完了するのが

恐らく11月に入ってからということで、今まで市では、農業公園について新旧就農者

に使わせる分と農業公園をつくるということで話がありましたが、いろいろ遅れまし

て、本来ですと３月のときに、西地区は最後の１地区が登記完了するのが８月申請の

９月で完了でした。それが11月に延びているということで、大変申しわけありません

が、土地改良区の責任ではなく、これは県営事業の中の県中部農林が市との対応が遅

れた結果です。今回、東地区の登記完了はしたので工事に着工すると思います。西も

９月には、静岡市は工事に入りたいということで、昨年度末３月にそういった話をし

ておったんですが、こうやって遅れている状況の中、市としては、この遅れた11月以

降、東西あわせて農村公園または新規就農者の営地について、どのような事業・工事

を進めていくのかお聞かせ願いたいと思います。 

会長   米倉さんの質問について、当局では今現在、持っておられる考え方とかあり

ますか。はい、よろしくお願いします。 



 

 ―２０― 

地域総務課参事   今の件につきましては、こちらも情報がございませんので、関係

課に確認をさせていただきます。進捗状況も含め、今後の進行、スケジュール等がわ

かれば、その中で確認し報告します。 

米倉委員   わかりました。お願いします。 

会長   ほかに御意見、御質問ありますでしょうか。はい、市川委員。 

市川委員   市川と申します。ナンバー17番の図書館のことで、要望というか、お聞

き入れをしていただければなと思うことがございます。 

  私、国際交流をしていまして、今月16日から23日まで姉妹都市でありますシェルビー

ビルに青少年派遣ということで行ってまいりました。そのとき、シェルビービル市内

の図書館の視察をさせていただいたとき、あちらの担当の方からいろいろお話を聞き

ました。そこで一番すごいなと思ったのは、紙の媒体って今の普通の本ですよね。本

もそうですけれど、今向こうでは、電子書籍の割合がすごく増えてきて、３割ぐらい

になってきているそうです。ぜひ静岡市の図書館としても、電子書籍の積極的な導入

をしていただければありがたいと思います。これは返却しなくていいそうです。電子

書籍の場合、自動的に期限が切れたら見えなくなるそうです。そういう形で導入が進

んでいるそうなので、ぜひ考えていただければなと思いました。以上、よろしくお願

いいたします。 

会長   この17番の図書館施設維持管理の予算、推進中になっていて、かなりの予算

金額ですね。内訳はわかんないですよね、図書館管理とか書いてあるけれど、かなり

予算的にはすごい金額が大きいでしょ。 

地域総務課長   これは増書分ですね。本を購入する経費です。ちなみに２、３日前

の静岡新聞に出ているのをお気づきかどうかわかりませんが、静岡市が政令市の中で

トップです。蒲原の図書館に対しても、多少は減っているかと思いますが、旧蒲原町

時代同様の増書は年々していると思います。 

市川委員   ありがとうございます。 

日野委員   いいですか。 

会長   はい、どうぞ。 

日野委員   図書館が静岡市内何館あったかな。結構ありますよ、館数がね。すごく

あります。蒲原町時代は、静岡県の中でもトップクラスでした、購入金額が。それで

も、結局蒲原の図書館はいいということで、皆さんから評価を受けていたんですね。
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合併してから、多分蒲原図書館そのものの購入費は減っているのではないのかなとい

う気はします。やはり図書館というのは、文化の宝庫というか、知識の宝庫だから、

力を入れようというふうに考えていらした、前小島市長がアメリカにいらしてから特

にそういうお考えが強くて、図書館には力を入れていたと思います。 

地域総務課参事   内訳ですが、実際に、この金額の出し方については、蒲原の図書

館にあります増書冊数と静岡市全体の全部の図書館にあります冊数の割合でいきます

と、蒲原の場合４．４％、静岡市全体の増書数のうち４．４％が蒲原の図書館だとい

うことで、なかなか１館ごとの決算額は積算が難しいので、静岡市全体の決算額に対

しての４．４％を表記しているということになります。なお、実際、本当に細かな数

字までこうかといったら難しいところもありますが、大ざっぱにこの金額で、蒲原の

図書館に使われた決算額であるということは間違いありません。以上です。 

市川委員   余談ですけれど、今現在、静岡市の場合、本が５冊までですよね。あち

らは100冊だそうです。すみません、余分なことで。 

日野委員   図書館への要望は、図書館にどんどんお出しになるといいと思います。

図書館審議会委員というのがいて、多分、会議をしていますから、そのときにそこで

要望が出ていけば、また考えていただけると思いますよ。各図書館長が集まって、審

議会委員が集まってという会合がありますので、定期的に。多分、そこにダイレクト

に出したほうが、より効果的かと思います。 

会長   この予算というのは、本の関係する書籍以外で、電子書籍とかという、ああ

いうものも使えるわけでしょ。図書館審議会の中でこういうものをやりたいと言えば、

できるような状況ですか。 

日野委員   それは、各図書館が、例えばＤＶＤのようなものをたくさん入れたいと

いう図書館もあれば、ああいうものは余り入れたくない、漫画を入れたい、漫画を入

れたくないという、各図書館長のお考えでいろいろな特徴があると思います。蒲原の

場合は、早くから、ＤＶＤのような電子書を取り入れて進んでいたと思います。 

会長   結論として、図書館審議会へは意見はできるのですか。 

日野委員   それはそうじゃなくて、図書館そのものに、図書館に目安箱じゃないで

すけど、皆さんの声というのがありますから、そのところで本のリクエストもできま

すし、こういう電子書籍をもっと入れてほしいとか、もっと借りたいとか、そういう

意見としてあげていけば、それを館長さんがお考えになると思います。 
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会長   じゃあ、そういうふうに活用してください。ほかに何か御意見ありますでし

ょうか。はい、佐藤委員。 

佐藤委員   さっき、宇佐美さんから話が出た、いろんな問題点がありますが、宇佐

美さんの問題提起はしたけれど、じゃあ審議会として、その問題をどうしましょうか

というのがどうも見えなかったみたいなので、どういうふうにしていったらいいのか

なというところを、もう少し方向性を決めていくのがいいと思います。非常に難しい

問題だとは思う。それで行政がどこまで絡めるのかというのがあるので、ただ問題提

起はしたけれど、どういう方向で行政のへ提起をしていくのかというところは、まと

めていかないといけないかなと感じたものですから。以上です。 

会長   日野委員からあった公共下水道、それから東部地区整理事業ですか、それと

米倉さんから出た畑総の事業について、ここら辺を今後ね、また懇談会を開いてどう

のこうのという話ではないですが、ここで出てきた事業に対して、これからやってい

きたい、そういうものとして問題視して、次回からも提起してもらえればということ

ですけどね。今後、話が途切れないように、この問題についてはやっていくと、審議

していくということで皆さんに問題をあげてもらって、それを次回からまたまとめて

やっていきたいなと思いますが、どうでしょうか。もっと具体的なものというのがあ

って、これを審議していきたいということがありますでしょうか。副会長から、前に

蒲原を静岡市の玄関として考えていきたいということで、やっぱり具体的なものをあ

げて審議していかないと、あれもこれもということじゃ終結を見ないままになってし

まうと困りますからね。これから重点的に審議していきたい内容をあげてもらって、

それを審議していくという、そういう状態でいいですか。 

日野委員   結局、今佐藤さんがおっしゃったことですが、宇佐美委員がおっしゃっ

たことを、とりあえず今度、担当課に来ていただいて説明を受けるわけですよね。 

地域総務課長   先ほど、米倉委員の御質問に対しては、担当課と話をした中で、次

回できるかどうかというのはわかりませんが確認しますということは申し伝えました。

公共下水道については、近々ある説明会で、審議会の委員の皆さんも同じところでど

うでしょうかということです。宇佐美委員の提議については、私どももまだ報告して

いませんね。 

  そして、確認ですが、日の出線道路改良事業の話は、これはニチフリさんの倉庫のと

ころですよね。これについては、以前、報告したかと思いますが、確かに途中までは
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できています。そして地権者との調整が必要で、一番はニチフリの倉庫、あそこの拡

幅や補償するにあたっては、結局御存じのとおり、あそこは旧ボーリング場なもので、

その一部分だけを保障するというわけにはいきません。全体を取り壊してやらなけれ

ばならないということで、まず工事費よりも、極端なことを言ってしまえば、補償費

がかかる中で、ニチフリさんが、例えば倉庫を建てかえるとか、そういうときに、拡

幅を進めていきましょうというのが、今現在の状況です。 

  そして、六千坪の関係は、区画整理組合が昨年の３月に解散しました。会長もおっし

ゃるように頓挫している状況なもので、解散とは言え「何もやらないよ」という意味

ではなく、やはり着々と進めていく計画はあるようですが進捗していないのは事実で

す。その解散理由というのは、私も詳しく知りませんから、そこの部分について、再

度、今後市の考えがどうなるのかということを確認してくるということでよろしいで

しょうか。 

宇佐美委員   宇佐美です。まずニチフリさんの件については、私もそんなことを回

答として受け取った気がします。六千坪の道路については、その区画整理事業組合が

やめて、一旦、静岡市長に「やりますよ」と言ったのに、「やりませんよ」という回

答を出したというか、解散をしたということも聞いてはいます。それを聞きたいとい

うよりも、それに絡めて静岡市としては、そこの道路整備をしようと思っていたので

はないのかなと受け取っていました。ということは、静岡市がもちろん予算を出すと

いうことが確かにあったと思います。区画整理事業に私も絡んでいたというか、土地

が入っていたものですから、説明会なんかも行きまして、お話を伺っています。その

ときに、やっぱり静岡市からも「こういうことに対してお金が出るから、それを道路

整備にも使えますよ。公園整備に使えますよ」というお話だったと思います。それが

頓挫したのにはいろんな理由があるでしょうけれど、それも聞きたい話ではあります

が、それと同時に進めていこうとしていた道路整備自体を、ここで終わりにしてもら

っては困るということです。さっき出てきた橋もそうですし、道路もそうです。道路

が水没してしまうという、水の問題が一番身近な問題です。その道路を整備すること

によって、もちろん水没しないようにもなるでしょうし、それから道路が広がること

によって、大きいトラックも通れるようになるでしょうし、先ほど会長がおっしゃっ

てくださった、東町のセブンイレブンの方へとつながるということになると、非常に

便利もよくなるので、それも含めて静岡市の考え方を伺いたいと思います。 
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地域総務課長   わかりました。もちろん、今即答できないものですから、これも所

管課に確認してまいります。 

会長   はい。よろしくお願いいたします。 

宇佐美委員   別の話です。前々回だったか、副会長から出た「静岡市の東の玄関口

としての事業を推進していこうということもいいじゃないのか」という話が出まして、

直接その審議会で、そういう問題提起をするというのは、なかなか難しいかなとも思

いますが、その中の一つで、34番、富士川緑地公園整備事業バイパス北側というのが

まだ残った状態であります。前にその話をさせていただいたときに、緑川委員なんか

は「テニスコートをたくさんつくって、テニスの大会ができるようにしたらどうだ」

とか、私は「サッカーでも野球でもソフトボールでもいいじゃないですか」、前回は

タスポニーの話とかまで出ていましたけれど、外でやるものではないので難しいとは

思いますが、お話の内容としては、たしか今回の第４期最初のころ、現場までみんな

で連れて行ってもらって、公園整備課からお話をしていただいたと思います。そのと

きにも「まだ決定ではないですよ、周辺住民の意見を聞いて、これからそれをどうい

うふうに整備していくかを話し合うんですよ」ということを伺っていた記憶がありま

す。その後は一切何の動きもないということは、緑川委員も自治会長としておっしゃ

っていたので、その辺をここの事業の中身として、いつまでに終わらせるというか、

計画をつくり上げて、いつまでに着工するのかというのを、私たちがやっている間に

はできない話だったと思いますけれど、「こういうふうにしたいよね」というのを地

域審議会としても持っていてもいいのかなと思いました。それを少し問題提起させて

いただきたいと思います。 

会長   今、宇佐美委員からバイパス北側の運動施設になるのかな、それについて、

私たちも現場へ行って説明を受けたりして聞きましたが、私もちょっと進捗状況とか

聞いていないものですから、そこら辺の回答ができるようでしたら、また次回でもい

いですが、持ってきていただけますでしょうか。 

地域総務課長   会長がおっしゃっているように、24年度に測量業務の委託を行って、

25年度、地域等のワークショップの開催、これが実際、今どういう状況かというのは、

即答できませんが、その説明会のときには、26年度以降に基本設計、実施設計、整備

事業という流れで行っていくということは伝えたかと思います。ということは、今２

次総が26年度で、３次総へどういう形で組み込んでいくかというような作業の段階で
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はないかと思います。詳細については、また確認してまいります。 

会長   はい、ぜひまたよろしくお願いいたします。ほかに意見等はございますか。 

望月(秀)委員   今、宇佐美委員が提案していただいたことについて、ちょっと触れ

させていただきます。東の玄関という位置づけについては、これから私は皆さんと懇

談会の席等において忌憚のないところの意見を皆さんからお聞かせ願いたいと思いま

す。と申しますのは、やっぱり富士山が世界遺産に登録をされ、それから構成資産と

して三保の松原、私もこの間申し上げましたように、点で結ぶと直線的に、蒲原が位

置するかというと、ちょうどその真ん中に位置しているわけです。これは一つの好機

といいますか、ちょっと離れてはいますけどね。富士山を見るということであれば、

景観としては、それこそ三保松原も負けずと劣らない景勝地だと思います。ですから、

そういうものを捉えて、宇佐美委員が提案してくれた緑地公園とセットにしたような

形で、もう少し踏み込んだ何かいい提案ができないかということは、今後皆さんと一

緒に懇談会の席等で議論していきたいと私は思っています。よろしくお願いいたしま

す。以上です。 

会長   ほかにございますか。また、もう少し皆様の意見をすり合わせてまとめてい

きたいと思います。またお時間をいただいて懇談会形式で、もう一度、皆さんの御意

見を伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。いいですか。 

  それでは、次の議事（３）「その他」に移ります。委員の皆様から全般的に何か御意

見、御質問等はありませんか。 

  はい、宇佐美委員。 

宇佐美委員   宇佐美です。これは審議会ではなくて自治会として要望していきまし

ょうという話が前から出ています。庵原高校の跡地問題ですが、これをうまく絡めて

いくということを考えていったときに、この間ちょっと宮田会長と話をして、もとの

地権者の人たちが声をあげていくというのは、たしか日野委員なんかもアドバイスで

あったと思いますけれど、そういうところを、地域審議会で応援していくような方法

というのはないものですかね。 

会長   誰かが発起してもいいかもしれないけどね。果たしてそこら辺が、土地を提

供した人がどれだけいて、どのぐらいの人間で、今生きている人がいるのかどうか、

そこら辺もちょっとわからないですよね。 

  それと、私小耳に挟んだ話ですけれど「静岡県は静岡市に、庵原高校の跡地を買え」
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という話がきているということを聞きましたが、静岡市は返事をしないのですか、静

岡県は庵原高校の跡地を静岡市に買えという話はないのですか。 

地域総務課長   申しわけありませんが、私たちは聞いておりません。聞いておりま

せんというか、知りません。 

会長   私もはっきりした話ではないけれど、そういう話がきているということも小

耳に挟んだもので。10億円ですよね。助成金を含めてもらって５億円で静岡市が手を

出すかどうか。庵原高校は、高校をつくるから県に土地を売ってくれという話で、地

権者と話をして、せっかくできた高校です。今度はつぶれて、ほかに売りますなんて、

そんな都合のいい静岡県側は、筋が通んないと思いますね。例えば、そういう施設だ

からということで売りました。私も地元だから言うわけではないけれど、一応そのと

きの地権者です。だからそこら辺も含めた上で、例えば大きな商業施設じゃないけれ

ど、そういうのがきたり、それもいいかもわからないけど、ほかのものができたりす

ると、やっぱり私たちだって提供した以上は「静岡県は買った金より高く売っている

な」って、そういう考えになりますよね。実際にそうですよ。僕らは、お金が入った

わけではないからね。そういうことだからということで了解していったんですから。

そこら辺も含めた上で、庵原高校のことも、やっぱり真剣に考えていかなきゃいけな

いと思います。はい。どうぞ。 

望月(秀)委員   補足させていただくと、審議会単独で庵原高校の跡地を審議してい

くのはなかなか難しいと思います。第３期でも自治会からあって、審議会が全面に出

てくれないかというようなこともありましたが、そのときには自治会が一番上の名簿

提出順で、審議会はその後になったわけです。ですから、この問題は審議会だけでど

うのこうのなる問題でもないと思います。自治会、それから地域、それから審議会と

いう中で、また懇談会でいい知恵を皆さんで出し合いましょう。そして、庵原高校の

跡地というのは、この搭載計画の中にはないわけで、そのときにはなかったものです

から。ですけれども、今の時代において、わいて出てきたような、これは大きな問題

だと思いますので、後は、富士山という一つの好機といいますか、いい機会を捉えて、

公園の整備等も踏まえて、今すぐに結論の出る問題ではないと思いますので、皆さん

で知恵を出し合って、市にも協力をしてもらい良い方向へ向いていくようにやってみ

たらいかがかなと思います。 

会長   はい。ほかに意見はございますか。私から１点お伺いしたいことがあります。
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蒲原のもとの役場跡地はどういうふうに決定を見たかどうか、ちょっとお話してもら

えますか。公園というか、街路公園になるという話を聞きました。 

地域総務課長  今、街路公園と出ましたが、そういう位置づけではないとは思います。

というのは、まず取り壊すことが一番で、取り壊すことが決定されます、今年度。目

的は、防災広場という位置づけの中で取り壊していくというのが市の考えのようです。 

会長   詳しく説明ができるようでしたら、また後日でもいいし、説明していただけ

ればと思います。よろしいですか。 

地域総務課長   それについては、確かに審議会の皆さんも要望を出した経緯もござ

いますので、説明もしなければと思いますが、やはり地域、自治会、特に西町、新田

全体の中の地域住民に知らせなければならないというようなこともあるものですから、

これも近いうちに、自治会へ説明に来る予定でおります。 

会長   消防の管理棟ですか。あれも新しくつくったほうが安いからそうしましょう

という話になっているみたいですが、そこら辺も詳しくわかったら、教えていただき

たいと思います。よろしくお願いします。ほかに御意見ございませんでしょうか。 

  それでは、事務局から何かあればお願いします。 

地域総務課主査   事務局からは、次回の審議会の開催日時について御連絡させてい

ただきます。次回の審議会は９月26日木曜日です。午後２時から本日と同じこの会場

で開催いたします。また、後日開催通知も発送させていただきますので、よろしくお

願いします。事務局からは以上です。 

会長   そのほか、何か連絡事項等はありますか。 

  特にないようなので、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  なお、本日の会議録署名は委員名簿11番の望月和志さんにお願いしたいと思います。 

  以上で第４期第10回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。お疲れさまでございま

した。 

（午後 ３時４８分 閉会） 

 

 

会  長 

署名委員 


