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第４期第１２回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年１０月３１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、折原委員、坂本委員、志田委員、 

              日野委員、緑川委員、望月秀美委員、矢部委員、吉田委員 

        （事 務 局）区政課：山口参事兼統括主幹 

              清水区役所 地域総務課：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）第１０回蒲原地域審議会の質問事項（追加分）についての回答 

 （２）その他 
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地域総務課主査   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。

定刻になりましたので、第４期第12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。よろしくお願いいたし

ます。 

  初めに御報告いたします。本日は望月和志委員、米倉委員の２名から欠席の報告をい

ただいております。また、宇佐美委員と佐藤委員につきましては、少しおくれてお見

えになるということで御連絡がありました。市川委員が欠席かどうかはわかりません

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、遅刻の方を換算しまして今のところは12名となる予定で、過半数は

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、配布いたしました資料は、まず次第と、次に資料１、第４期第10回蒲原地域審

議会における質問等への回答（追加分）になります。 

  それともう一枚、先日、会長名で皆様の開催通知の後に追加で郵送させていただいた

文章も参考資料として置かせていただいております。 

  皆様のお手元にありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  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。 

（会長挨拶） 

会長   どうも皆さんこんにちは。この間、22日に県知事が来て、富士山、世界遺産

を考えるという会の話を聞いたんですけど、富士山はどこから見たら一番きれいだと

かそんな話もしていました。この間も緑川会長のから、田子の浦ゆという万葉集の話

も出て、世界遺産に関連づけていろいろ話もしてくれました。私たちも静岡市という

中でこういう会を開かせている以上、もっと世界遺産も含めて、いろいろ頑張るため

にもっと考えていきたいなと痛感しました。今日はよろしくお願いいたします。 

地域総務課主査   ありがとうございました。市川委員は欠席ということで、御連絡
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を追加でいただきました。 

  それでは、これより議事に入ります。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

ンを押して氏名を述べてから発言をお願いします。 

  それでは、議事（１）第10回蒲原地域審議会の質問事項についての回答（追加分）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。 

地域総務課参事   清水区地域総務課の今井です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、説明のほうは座ってさせていただきます。 

  議事（１）ということで、第10回の質問に対して、前回、公営住宅とそれから緑地公

園についての回答をさせていただいたところでありましたが、本日、お手元にいって

おります３点について、追加ということで各所管課から回答をいただきましたので、

御説明をさせていただきます。 

  まず、１点目ですが、これにつきましては、蒲原畑総区域内農業公園等の整備計画に

ついてという中で、当初の計画より遅れているが、11月以降の東西合わせた農業公園

または新規就農者等について、どのような事業及び工事を今後進めていく予定なのか

というような御質問がありました。農業政策課が所管になりまして回答いただいてお

りますが、この当初の計画より遅れた理由については、県営畑総の換地が平成24年度

に終了する予定でありましたが、蒲原畑総土地改良区の換地事務及びこれに伴う県の

土地改良法に基づく事務が遅れていたことがまず１つの原因ということであります。

このため、換地等の事務が遅れたために土地取得費は今年度平成24年度から、今年の

平成25年度に繰り越しをしておりまして、工事費の予算につきましては、そのため今

年度については組んでいないということであります。また、今年度に入った後も、蒲

原畑総土地改良区の換地事務及びこれに伴う県の土地改良法に基づく事務は、当初の

スケジュールどおり実施ができていないところで、土地取得の事務についても今現在、

当初の予定よりも遅れているということでございます。土地取得後につきましては、

当該用地は農振の用地であるために、上物を整備する前に、これは農業公園というこ

とになりますが、農用地利用計画の変更を終える必要があるのですが、これが県営畑

総の換地登記が終了しないと、変更の手続が正式にできないということです。土地改
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良区の換地の事務が遅れたことで、本来、前回質問があった９月までには換地として

の登記が終わるよという米倉委員からのお話もありましたが、それも少し遅れている

というところで、換地の登記がされないと、市がその土地を取得ができないというこ

とで、その取得が行われて初めて、今、お話ししました農振の変更の手続をすること

ができるということなものですから、全体的に今年度につきましても、もう既に遅れ

てきているということです。このために平成26年度の工事開始の状況をつくる上では、

現在、余裕がほとんどない状況でありますが、来年度に向けて、現在、予算要求等予

算編成事務をしているところです。平成26年度に工事を開始する旨の予算要求は並行

して行っております。今年度にスケジュール的には遅れておりますが、土地の取得は

できるということで踏みまして、来年度工事の予算を今、要求しているということで

ございます。 

  それから、新規就農者向けの研修圃場、体験圃場の整備とする事業内容につきまして

は、当初のスケジュールと変更しておりませんので、整備工事自体はほかの工事とと

もに平成26年度、単年度で実施する計画であります。 

  回答のほうにつきましては、以上になります。それにつけ加えまして、この中で話し

ていますとおり、市の事務としては土地取得後、初めて動いていくということで、そ

の前の換地の整理だとか、あるいはその換地の登記の部分についての事務は、県と組

合が行っているところなものですから、どうしてもそこについて事業が終了しないと、

市としてはそこから動けないというところでございます。よって、それ以後のスケジ

ュールにつきましては、今お話ししたとおり、来年度工事を行えるというところで今、

予算要求をしているということでございました。 

  それから、２点目の日の出線道路改良事業についての整備計画はどうだという御質問

がございました。これにつきましては、清水道路整備課が所管になります。日の出線

の道路改良事業については、今後の市の方針としては、現在まだ残っていますニチフ

リの工場すぐ横の部分になりますが、これは地図をつけてありますそちらをごらんい

ただきたいと思います。３枚目につけてございます。左下の赤い部分になるんですが、

ニチフリさんのすぐ横の道路になります。この部分のところにつきましては、このニ

チフリの工場が移転しない限りはちょっと進まないというようなところで、平成24年

度の工事の完了をもってそのニチフリさんの動向を見ながらということになりますけ

れども、当面、事業のほうは終了しているということでございます。 
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  ただ、これまで２枚目につけてございますが、地元との説明会は頻繁に行っておりま

して、一番直近での意見交換会につきましては、一部抜粋ということで所管課からい

ただいております。ニチフリさんに対しての市からの働きかけ、あるいはそれに対し

ての回答、それと、あともう一つは、地元からもニチフリさんのほうへと働きかけて

いただけないかというような形で、事業自体は今、とまっておりますが、その辺の事

務につきましては、随時行っていきたいということでお話を聞いております。 

  それでは、３点目に入ります。東部地域区画整理事業の項目で、蒲原六千坪地区にお

ける区画整理及び道路整備事業の今後の方針等についてという御質問がございました。

区画整理につきましては市街地整備課、道路につきましては清水道路整備課が所管に

なりますので、それぞれのところからの回答をいただいております。この回答につき

ましては、前にも同じような質問が出まして回答していますが、それとほぼ同じにな

ってしまうと思いますが、説明させていただきます。 

  まず、東部地区の区画整理事業につきましては、蒲原六番向道下地区と、今、質問に

出ている蒲原六千坪地区の二つの地区が事業としてございました。 

  一つ目の蒲原六番向道下地区の事業につきましては、土地区画整理組合による区画整

理事業が平成17年度より行われておりますが、昨年、平成24年度に換地の処分が完了

しておりまして、区画整理事業としては換地処分した時点で事業が完成となるので、

現在は組合において清算事務及び解散の手続きを進めているところで、１番の地区に

つきましては、区画整理事業が完了ということで報告をいただいております。 

  蒲原六千坪地区につきましては、平成19年度より蒲原六千坪地区土地対策発起人会、

その後、蒲原六千坪土地区画整理組合設立準備会というのが立ち上がったわけですが、

土地区画整理の事業化に向けて準備会で検討を行ってきたところで、平成24年３月29

日付で準備会から経済情勢の悪化や、津波被害の心配などによりまして、組合設立準

備会の廃止届が市に提出されましたので、組合設立準備会はこの時点で解散しており

ます。 

  よって、今後市におきましては、社会経済状況等が好転して、再びこの地区での市街

化の可能性が出てきて組合等の設立がされ、事業が進められたときには協力依頼とい

うことで今後の事業について確認をしていくところですが、現在は準備会が解散しま

したので、事業自体、一旦中止となっております。 

  それに伴って、道路の整備事業ということはどうなっているんだという御質問でした。
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地図を見ていただきたいんですけれども、青い線でつづっているところが富士見六千

坪線という市道になります。先ほど、日の出線でお話しした左下のほうからバイパス

をくぐって、それからずっと河川に向かって小池川の橋を渡り、そこから北進して富

士由比バイパスに当たるまでのこの部分についてが富士見六千坪線の市道となってお

ります。この道路につきましては、蒲原町時代のときに、昭和57年に町道として認定

されておりまして、以後、合併とともに市に移管されたことにより市道ということで、

所管課であります清水道路整備課で市道の保全整備をこれまで行ってきたところであ

ります。また、地図の中で小池川を境に西と東に大きく道路としては形状が変わって

くるわけですが、西側につきましては拡幅工事を行ってきたところで、今後、橋を渡

った東、北進している部分につきましても、側溝の整備等をこれから実施するに当た

りまして、測量設計に入っていくということで報告をいただいております。それに伴

い説明会等も実施されるということも聞いておりますので、前回御質問の出ました六

千坪線の水害での冠水等につきましては、側溝等の整備により改善の方向に向けたい

ということで所管課からは聞いております。 

  それと、六千坪線自体ではなく、この六千坪地区の区画整備事業に絡みまして、東イ

ンターのところから続いていく新規道路というような話もどうなっているということ

もございましたが、先ほど説明したとおり、六千坪地区の区画整理事業が一旦頓挫し

てしまったということで、これに絡めたところでの道路の新設構想ということがあっ

たようなんですが、所管課としましては区画整理事業が一旦閉じてしまったところで、

それについての新たな設置については考えていないということでございます。ただ、

市街地整備課でも最後にお話ししましたが、今後、区画整理としてまた事業が上がっ

てきたときは、同調した形での動きになろうかと思います。現在は、今の富士見六千

坪線への保全事業を充実させるということで、所管課から回答をいただいております。 

  三つの質問につきまして、簡単でございますが回答とさせていただきます。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、御質問等はありませんでしょうか。 

  今日は宇佐美君はいないんだけど、私のところの地元なんですが、宇佐美君が言いた

いのは、道路のことだと思うんです。私もちょっと不便さを感じているんだけど、鉄

塔のある道路が二つに分かれているけど、片一方は使われていないというか、通れな

いようになっていて、交差できないとうか、そこら辺と小池川を越えたところの橋の
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問題だと思うんです。本人、この間も、自治会の中で話をしたこともあるんだけど、

今日は見えていないもんで、またほかに意見のある方は、お願いします。畑総の問題

も今日は米倉君がいないから、いないときに聞かれて、また次回に聞かれても困るし

ね。またそれはそれで、本人に会ったら話をしておいてください。 

  ほかに意見はございませんでしょうか。 

緑川委員   緑川です。日の出線ですが、途中までで工事がとまっていて、ここに赤

線の引いてあるところまでは、それこそ大型の車でも楽々入っていけるんですけれど

も、そこから先ですね、狭くなるということと、六千坪のこの点々の線に出るところ

がものすごく曲がりにくい、乗用車でも曲がりにくいところなんです。ですからここ

から先、大型進入禁止か何かにしていただけないでしょうか。 

会長   私も地元で申しわけないですけど、結局、宇佐美さんが言うのは、宇佐美さ

んのところへ大きい車が来るんです。だから、それから向こうへ抜けるについて、や

っぱりバイパスの側道のところ、あそこがちょっと狭くて左折しかできないところの

状態で、やっぱり自分のところも不便さを感じていると思うんですよ。私らも大きい

車は怖いなという気もしますから。また、さっき今井さんから説明があったように、

これから何せ冠水の問題もあるので、ここら辺は市へ話をしてあると思います。実状

を写真に撮って、あそこら辺の道路と周りのところ、若月オートの辺なんていうのは

雨が降ると通れない状態になっちゃうので、それは日の出の自治会から通して、一応、

話は行っているはずです。 

緑川委員   ですから、例の日の出線のニチフリのところは、もうここでニチフリさ

んが、それこそ建物が老朽化して建替えるというまではもうほとんど可能性がないわ

けですよね。もうここはしばらくは通り抜け禁止にして、富士見線ですか、青の点線

のところを早く整備していただくような働きかけをやったほうがいいんじゃないです

かね。六千坪のところは本当に企業が入ってきまして大きな車が、それこそ重い車が

通っていますので、日の出線のニチフリの横を抜ける道路をつくるよりは、こちらの

ほうを先にやったほうがいいような気がしますね。 

会長   はい、今井さん、どうぞ。 

地域総務課参事   今の車の規制というようなところについての質問がございました

が、規制につきましては市ではなくて、地元から警察へと要望を出してもらうという

ところが本来の形であります。この資料の意見交換には出ていないんですけども、そ
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れ以外の日に意見交換をしている中で、地元からやはりそのような御質問があったと

きに、所管課でそのような回答をさせていただいておりますので、そのような対応を

まずしていただきたいなというところが１点でございます。 

  あと、六千坪線につきましては、先ほど言ったようにこれから小池橋を渡った向こう

の北進に向かうところについては、これから道路の保全について整備を行っていきた

いということですので、まずはそちらのほうで市としては敢行していきたいというこ

とで、御理解いただきたいと思います。 

会長   緑川さん、よろしいですか。 

  また、日の出線は日の出線のほうで、六千坪のほうが優先ということもないけれど、

いろいろ市も考えていると思うんです。我々もニチフリさんの件については、自治会

の中で結構話し合っているんですけど、この話をぶり返してもまた話が進まないもん

ですから、ニチフリさんと地元でどういう話をするかということも今後、自治会長さ

んが話を進めていくことになると思います。そこら辺は御理解してもらって、よろし

くお願いしたいと思います。 

  ほかに質問ございませんでしょうか。それでは、次に進めさせていただきます。 

  次に議事の（２）その他に移ります。 

  委員の皆さんから全般的に何か御意見、御質問等がございましたらお願いします。 

  どうぞ。 

緑川委員   下水道の件と、それから緑地公園の件について。私のところでやってい

る活動といいますか動き。 

  まず下水道については、説明会を蒲原でやるということで、11月18日、19日、20日に

涯学習交流館でやるという計画を立てております。ただし、下水道計画課のほうじゃ

70人の会議室で、自治会は最初、蒲原を三つに割って、その３日間でやっちゃおうと

いう計画だったんですけど、もし人があふれたらどうするんですかと。対象が4,000人

だそうです。そうすると、１回の会議の対象人数が千何百人。半分出てきても500人出

てきますよと。ホールを借りたいという申し込みが来まして、18日、19日、20日はホ

ールはもう先約があって借りれないということで、とりあえず会議室でやる説明は１

自治会にしましょうということになり、18日に新田、それから19日が小金と西町が合

同、それから20日が高浜、新諏訪、堀川という感じで入れます。あとは向こうから来

ているのは、向こうが説明に来れる日の空いている日の一覧表と、自分の会館でやり
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たいところは会館を希望して日にちを指定してください。それから、生涯学習交流館

で、自分の開館じゃ収容しきれないから生涯学習交流館の会議室なり、ホールをとっ

てやりたいところはそういうふうに計画をしてくださいというところまで進んでおり

ます。 

  それから、緑地公園については、11月から12月にかけて３回、ワークショップ形式の

意見交換をやるということで、自治会関係から20人代表を出してくださいということ

で、とりあえず推薦してございます。スポーツ関係者は、向こうで選んで代表を出し

てくるということになっております。一応、下水道と緑地関係はそんな状態で進んで

おります。ですから、全くまだどんなふうになるかというところはわかりません。集

まることを今、一生懸命やっているということでございます。 

会長   日程と場所を決定しているところについては、各自治会へ連絡はいっている

んでしょうか。 

緑川委員   これから連絡するそうなんですが、向かってまして月末に回覧が回ると

いうことをどうも知らなかったみたいです。月末にその話を持ってこられましたんで、

急遽決めて、途中で臨時で入れることにいたしました。 

会長   どうですか、来そうな感じがします、説明会に対して。 

緑川委員   この間、知事の講演会がございまして、由比、蒲原、招集をかけました

けれども、約300名。まして一自治会に下水道の説明をしますよと言っても、皆さん、

そんなに自分の身近な問題と感じてないと思うんですよ、ずっと先のことだと。です

から今、各自治会長に聞きましたら、せいぜい一自治会、20人じゃないかと、そんな

感じでございます。 

会長   来年の６月までに結論を出すという話でこっちも聞いているから、あんまり

そこまでの話として広ますわけにもいかないし、市もそういう考えを持っているから。

いろいろやっぱり説明を詳しくしていただければなと思います。また、そのときは市

もそれなりの説明の仕方をしてもらえると思いますけど。そこら辺は、よろしくお願

いしたいと思います。 

  ほかに何かございませんでしょうか。事務局から、何かありますでしょうか。 

地域総務課主査   事務局から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12月５日、木曜日です。午後の２時から本日と同じこの会

場で開催いたしますので、よろしくお願いいたします。事務局からは以上です。 
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会長   ありがとうございます。それでは、私からちょっと閉会する前に二つほど提

案させていただきたいと思います。 

  まず一つ目は、先日、各委員に通知を発送していただきました。それについては、今

後の審議会の取り組みについてという名目で皆さんのところへ配付していると思いま

す。この件につきまして、今年度審議会及び懇談会において、幾度となく皆様の意見

をいただいてまいりました。それから、第４期蒲原地域審議会も残りあと２回の開催

となっております。この件についても、最終的な審議会の総意をまとめさせていただ

きたいと思います。お忙しいところを申しわけありませんが、この後、また少しお時

間をいただいて、懇談会形式で皆様の御意見を伺いたいと思います。 

  それからもう一つ、今後の蒲原地域審議会のあり方ということで、来年度から第５期

目がスタートすることになります。合併建設計画も進捗率70％を超えまして、審議会

の皆様に８年にわたり登載事業の全てについてくまなく確認し、審議していただいて

おります。また、新たな審議会委員の選出準備も年明けにおいて始められていくかと

は思いますが、各種事業の完了がおおむね見込まれる今、この審議会の構成について

も見直しを図る必要があると思います。例えば委員数、それから、開催回数の削減、

審議案件も少なくなる中、審議会の適正化を検討していくのがいかがと思います。ま

た、これが終了いたしましたら、この後、懇談会を開き、皆様の御意見を伺わせてい

ただきたいと思っております。私からは以上です。 

  いいですか、時間はとれますか。そんなに長くはかからないと思います。 

  それでは、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13番の矢部弘子委員にお願いします。 

  以上をもちまして、第４期第12回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。お疲れさ

までした。 

（午後 ２時３２分 閉会） 

 

 

会  長 

署名委員 

 


