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第４期第１３回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２５年１２月５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、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、山口参事兼統括主幹、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）第４期蒲原地域審議会活動報告（案）について 

 （２）今後の審議会のあり方について 

    ・審議会の取り組み等について 

    ・委員定数及び開催回数等について 

 （３）その他 
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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。

定刻を過ぎてしまいましたけれども、第４期第１3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、五十嵐委員、折原委員、望月和志委員、３名から

欠席の御連絡がありました。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12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

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、次に資料１、第４期蒲原地域審議会活

動報告（案）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   皆さん、こんにちは。師走に入りましてまた皆様お忙しい中、お集まりいた

だきましてありがとうございます。先日、県知事の話を聞くことができて、県知事も

三保の松原から見た富士山とか、いろいろ富士山の話をしていました。そういった中

で、県知事には一度蒲原の富士川へ来てもらって、庵原高校の辺から富士山がどうい

うふうに見えるか、裾野まで見えるところは最高ですよという話もちょっと聞きまし

た。富士川の河口へ行って県知事にも富士山を見てもらって、ここはすばらしいとこ

ろだというところを実感していただきたいなと思いました。だから、何かの機会があ

れば県知事にもわかっていただきたいなと思います。またそれに対して私もちょっと

何か行動を起こしてもいいかなという個人的な考えもあります。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。 
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  これより議事に入ります。それでは、議事進行につきましては宮田会長にお願いしま

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、氏名を述べてから御発言をお願いします。 

  それでは、議事（１）第４期蒲原地域審議会活動報告（案）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   皆さん、こんにちは。地域総務課の今井です。 

  議事（１）について私から説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。

座って失礼させていただきます。 

  それでは、Ａ４の横の資料１を出していただきたいと思います。 

  第４期蒲原地域審議会活動報告（案）についてでございます。これは現在出すもので

はなく、次の審議会が今期の最後になります。昨年から行ってきた活動報告をまとめ

させていただくということで、まずは皆さんにこれまでの部分について目を通してい

ただければと思っております。では資料を見ていただきまして、前期というのが昨年、

平成24年度のもので、裏面が後期で今年度、平成25年度分が記載されております。表

を見ていただきまして、回数、それから開催日、その日に行った議題、それに伴う主

な内容、決定事項あるいは確認がされたものなど、あとは出席者と傍聴人が何人だっ

たかというような項目になっております。これは第３期に報告された様式と全く同じ

もので仕立ててありますので、この形式で進めさせていただきます。昨年１回目が７

月10日、火曜日に行われております。このときに皆さんに静岡庁舎まで来ていただき、

直接、田辺市長から委嘱状を交付していただきました。ここから今期、第４期の審議

会が始まっているということになります。平成24年度におきましては７回の審議会を

開催しました。第４回目におきましては、視察ということで新しくなった由比漁港、

それから富士川緑地公園、蒲原の畑総農業公園の予定地につきまして現場に行き、そ

れぞれ所管課から説明をいただいております。由比漁協は、合併建設計画登載事業と

いうことで第４回目に視察を行っております。５回目、６回目、７回目とそれぞれ審

議事項がありますけれども、この回におきましては旧蒲原庁舎跡地の利用や、あるい

は山田線についてなどの審議をさせていただいております。裏面をお願いします。 

  今年度に入りまして本日12回目になりますが、ここまでで計５回の審議会を開催して
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おります。今年度に入りまして本日が13回目になりますので、これまで５回分につき

ましての議題と主な内容をそこに記載させていただいております。特に審議会委員か

ら各事項についての質問等が多かったと思います。それについての回答を、事務局で

足りない部分につきましては所管課から出席していただきまして説明をさせていただ

いているところでございます。後１回を残しているわけですから、最終的には今日の

13回目、これから審議をしていただいた内容、それと次回行われるものが入ったとこ

ろで、最終的にこの第４期蒲原地域審議会の活動報告ということでまとめさせていた

だきたいと思っております。主な内容につきましてはこちらで議事録を確認しながら

項目を挙げさせていただいております。また、委員の皆様に見ていただきまして、違

うところがあれば事務局まで御一報いただければと思います。最終的なところで、第

14回目の２月６日にまとめ、皆さんにまたこの４期の最後の活動報告ということでま

とめさせていただくという予定でおります。どうぞよろしくお願いいたします。また、

持ち帰って中を見ていただき、何かありましたら事務局までよろしくお願いいたしま

す。こちらの説明については以上です。 

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、御質問はありませんか。よろしいですか。 

  それでは、次に進ませていただきます。 

  次に、議事（２）今後の審議会のあり方等についてに移ります。 

  議事に入る前に、前回の審議会終了後に行いました懇談会において、参加できなかっ

た委員の御意見も伺いながら、改めて地域審議会としての総意をまとめた後、議事に

入らせていただきたいと思います。申しわけございませんが、ここで休憩という形で

審議会を一時中断して少しの間、懇談会形式で場を設けていただいてから、また審議

会を再開させていただいてもよろしいでしょうか。 

 それでは、事務局も同席していただいてよろしいですか。 

  それでは、ここで休憩に入らせていただきます。恐れ入りますが、議事が再開するま

で、傍聴されている方には御退席願います。議事の再開については、事務局から御連

絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

（午後２時２５分休憩） 

（午後３時５０分再開） 

会長   それでは、休憩前に引き続き議事を再開させていただきます。 
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  それでは、改めまして議事（２）今後の審議会のあり方についてですが、これについ

ては会長、副会長の預かりといたしまして次回に発表させていただきます。 

  また、委員定数及び開催回数については合併建設計画の進捗率も７割を超え、８年に

わたり登載事業、継続事業の全容を確認し審議した結果、各種事業の事実上の完了が

見込まれ、また新たな審議案件となる課題も少なくなることから、来期は既存事業の

進捗確認と、過去の審議会活動までのまとめが主な活動となるため、委員定数と開催

回数削減の方向で適正化する方向で進んでまいりたいと思います。具体的には、委員

定数は10、開催回数は年６回程度が妥当ではないかと、この懇談会の中でまとめるこ

とができました。今、申し上げたことを今後の審議会のあり方として提案し、来期の

審議会の引き継ぎ事項とすることでまとめさせていただきます。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」審議委員から賛同） 

会長   ほかに何か意見ありますでしょうか。はい、どうぞ。 

では、議事（３）のその他に移ります。委員の皆様から全般的に何か御意見、御質

問は何かありませんでしょうか。はい、どうぞ。 

緑川委員   緑川です。下水道の説明を蒲原町でやり始めまして、何回か聞いている

んですけれども、汚水処理をどうするかというのがテーマで、その汚水処理のやり方

には合併浄化槽化していくというのと、下水道にするというのと、その他の方式と三

つあるんですよ。三つあるやり方について、この方法でこれぐらいかかる、ランニン

グコストがこれぐらいかかるというようなお話で、最終的にはアンケートをとって蒲

原住民がどういう意思を持っているかというのを決めたいということなんですけれど

も、大体説明に集まる方の数がそんなに多くない。第１回目は５名しか集まりません

でした。いろいろもっと集まってくださいよと声をかけたところで40名ぐらい、大体

40名から30名の間ぐらいで推移しております。それでアンケートをとって参考にして

最終結論を出すということになっているんですけど、何となくそれでいいのかなとい

う気がするんですよ。そうじゃなくて、例えばこの審議会で下水道処理というのは出

てきているんだから、最終的には蒲原も下水道をしてくださいと。ただし、例えば50

年後になるのかはわかりませんけれども、私が一番恐れているのは、皆さんは今、合

併浄化槽でいっていて水質的にも蒲原は全然問題がないらしいです。下水道にしない

といけないとか、どこの水質が悪いから下水道がないといけないということはないよ

うなんです。もし住民の大多数が合併浄化槽で、今のままでいいよというような結論
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が出てしまいまして、未来永劫蒲原は下水道ができないなんていうようなことになっ

たら嫌だなということで、審議会としてはアンケート調査で、二百何十億かかる下水

道工事はとりあえずはいいよと、だけど将来的には蒲原は下水道にしていただきたい

というようなことを残しておいたほうがいいんじゃないかなという思いです。説明を

二、三回聞いた限りではそういう感じで。圧倒的に出口調査というんですか、それを

聞きますと、蒲原は合併浄化槽でいいというのが圧倒的に多いです。 

会長   11月25日までで10カ所これをやってきていますよね。これがどういう結果に

なって、参加人員がどれぐらい出たかというのはわからないんですけど、集め方って

いうか、勧誘の仕方についてもどのぐらいの努力をしているかということも、私らも

回覧版で回ってきた程度で、それだけのことだと思うんです。実績としてそんなに参

加率とかが悪いようでしたら、そこでアンケートをとっても意味がないじゃないかと、

これが平成26年の６月までに結論を出すという話で進んでいることですよね。それが

蒲原が合併浄化槽でいいやということが、参加しない人にも理由があるかはわからな

いけど、どっちが参加しなくて、参加した人の意見ばっかり聞いたって少数での本当

に意見になっちゃうかなと、そんな感じがしますけど。 

望月(秀)委員   今、緑川さんの御発言の中に私は感銘するところもあります。私の

意見ですけれど述べさせていただきますと、アンケートをとってそのアンケートに従

って来年の６月に意思決定じゃないけど、私はアンケートというのは一つの方向性で

あって決定するものではないというふうに思います。だからアンケートというのは非

常にたやすい手段ですけれども、それを手段として全てだと思って実行されてしまう

というのは、いささかかなというところを前々から持っていました。当然ながら審議

会の建設計画にも、生活環境の中には下水道の問題というのは十分入っています。こ

れはすごく大きな問題であって、あと２年しかないわけですが、この問題というのは

永劫的に先に終わってしまうということではなくて、先の人たちに送っていくという

使命が私たちにもあると思うんです。審議会としても静岡市に対して。ですからこの

問題については、あるときに審議会の中でもう一度、審議会の項目として挙げさせて

もらって、審議会としての意見をもう一度集約してみたらいかがかなというふうに私

は思っています。 

緑川委員   ぜひ、そのように思います。 

会長   そうですね。来年の６月に結論を出すということですけど、審議会の中では
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この登載事業については公共下水道事業というのは、多年度事業であって、お金も何

百億というようにかかる事業ですけれど、例えば、蒲原が今の時点で、合併浄化槽で

いいよということであっても、この審議会の中で登載事業に載っている以上は、この

問題については例えば10年たって、20年たったらもっと早くできる技術が進歩するか

もしれない。例えば市長に対してもこれは審議会の全体意見の内容ですと。それはも

うこの審議会の一致した意見であるということで、市長へ出しておいたほうがいいん

じゃないかと私は思っております。 

  ほかの意見はどうでしょうか。 

宇佐美委員   今、説明会を各地区に分かれて開いているじゃないですか、その中で、

ごめんなさい、私は１回も出ていないんですけれど、その中でアンケートはやってい

るんですか。 

緑川委員   出席者にはアンケート用紙を配って書いていってくださいと。中にはう

ちに帰って相談しないと書けないよという人もおられます。それで、最後に全部説明

会が終わったら、全戸配布してアンケートをとるんですよね。ここで書いた人はどう

するんですかって聞いたら、今日書いた人は出さないでくださいねと言っていました。 

宇佐美委員   それは変ですね。私は人づてにしか聞いていませんので何とも言えま

せんが、予算の話がまず伝えられると、何百億という話が伝えられます。１軒１軒の

浄化槽だと74万円ほどでできるらしい。その話を聞いたときにどういう印象で受け取

るのかなということをまず考えました。何も前の知識がない状態でそういうところに

行って、その中でとられたアンケートです。うちに帰ってよく考えたとき、また違う

人もあるかもしれないのに、出した方は出さないでくださいって変な話ですよ。まあ

それは置いておきまして、日程的には６月というお話でしたので、恒例というか今年

中ですか、説明会が終わればという話を聞きます。そうすると来年の２月にアンケー

トがあるということで理解をしました。 

地域総務課長   11月に全戸配布してアンケートをとるというような形で聞いており

ます。 

宇佐美委員   前のアンケートのときですが、よくわからない状態でアンケートをと

ったから、よくわからないままアンケートの内容を答えている人たちもよくわかって

いないと。今回説明会を行ってくださっているのに、緑川さんのお話によると参加者

も少ない。知識的に与えているものが少ないという状態でアンケートをとっても、余
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り変わりばえしないのかなという気がして仕方ないんですけれども、その辺はどうな

んでしょう。 

会長   はい、どうぞ。 

地域総務課長   宇佐美委員がおっしゃることはわかるんですけれど、先ほど緑川さ

んが言うように確かに私も初回に説明会に出ました。５名ぐらい、それも新田地区、

この地区を対象にやったところ５名しか来ないと。まずそういう点で関心が少ない。

前回とったアンケート内容は、公共下水道は環境面から言って必要なんだよと。そう

いう面で単純にやればいいんじゃないのという回答が多かった。ただ、そういう中で

市は、やはり受益者負担というものもあるものですから、その辺もしっかり伝えた中

で再度アンケートをとりたいということで、今回地域へ細かく説明に入っているんで

す。そういう中で、由比・蒲原地域を対象として公共下水道でいいのか、例えば合併

処理浄化槽でいいのかというような判断を６月を目安に市は考えていきたいというよ

うな進めぐあいであります。 

宇佐美委員   というと、先ほど副会長が言ったようにアンケートありきの話ではな

いと。将来にわたって静岡市の一部分の蒲原・由比がどういう状態であるのが望まし

いかということを勘案してということですよね。アンケートの結果は発表されるので

すか。 

  ぜひその結論を、静岡市として６月に出るということですので、その前にやっぱりア

ンケートの結果をしっかり発表した上で、その上でもう一回何か考えるチャンスが欲

しいなという気はします。それを先ほど緑川委員も、副会長もおっしゃったんですけ

れども、ぜひ地域審議会が錨になって、しっかり意見をとめるべきところはとめて、

集約できることは集約して、継続して話をしていっていただきたいなと思います。 

会長   決まっちゃうというよりは、そのアンケートの結果を６月に公表するってい

うことじゃないですか。それを私の理解では６月に合併浄化槽にするのか下水道にす

るのかというのを決めるということじゃないと思うんですけれど。どっちですか。 

地域総務課参事   私が聞いているところでは、この12月までに由比と蒲原と説明会

に入りまして、今、緑川委員が言ったように説明の後、アンケートをいただいていま

す。それ以外に先ほどこちらからお話ししたとおり、１月に全部の世帯にアンケート

をとって、２月に集計をして、３月にその集計結果を公表するというところまでは聞

いております。そこまでの予定ということで前回、事前に説明があったところは聞い
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ておりますので、６月までにその結論は出す。ただ、あくまでも今のアンケートにつ

いては、これをもってそのまま先ほどお話ししたとおり決めるわけではなくて、これ

は一部の参考として静岡市域全体を勘案した中で、６月までに蒲原・由比地域につい

ての汚水処理の対策についてどうするのかということを決定していくというようなス

ケジュールだと聞いております。 

会長   由比は蒲原より地形的に考えて公共下水道について案外無理な工事がすぐで

きるような状況じゃないと。蒲原についてだって、今の静岡市みたいに平たんなとこ

ろでやれるようなところが少ないと。そういった中で結論を出して、由比はもう、大

体全部合併浄化槽でやると、こういう話は聞いています。だから、今後それも審議会

の中でどういう状況になるかわからないけれど、それは登載事業である以上はできる

ときになったらやるようなことを私らとしても進めていっていただきたいなと思いま

す。それについては、またアンケート結果とかが出てきたときに審議していけばいい

かなと思います。 

宇佐美委員   日程的に無理ですね。２月６日に審議会、この最後の一回があるわけ

ですよね。もし新しい審議会が始まったとしても、６月スタートじゃないですか。 

会長   ６月でもそれは静岡市としての決定ということじゃないでしょう。決定事項

が、もう蒲原は合併浄化槽でしかやらないよっていう決定事項が平成26年の６月に出

るということじゃないんでしょう。もうやらないよっていうことじゃないでしょう。 

宇佐美委員   宇佐美です。今、説明があったのは、１月にアンケートをしますよ、

２月に取りまとめしますよ、３月に発表ですよというお話でしたので、発表になるの

は３月ですよね。そうすると、２月の審議会のときにはまだ取りまとめている最中で、

とてもじゃないけど発表の段階ではない。まずアンケートが発表の段階ではない。ア

ンケートはあくまでも参考程度だということは私も多分そういうことなんだと思いま

す。静岡市としての予算のことも考えて、６月までにどっちの方向性にいくのか。今、

何か会長の話だと、やめる、やめるっていう方向の話しか出ないですけれども、やる

っていう方向の結論が出ることだってあるわけじゃないですか、そうですよね。 

望月(秀)委員   ちょっといいですか。まだ２月にもう１回あるわけですから、その

ときに審議会においてアンケートはアンケートですから、それは一つの方向性を住民

の皆さんが何％の人が回答するかわかりませんけれども、一つの方針が出る。ただ、

審議会としては、どちらが重たいかということはあろうかと思いますけれども、審議
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会として議論しておくというのは必要かと思いますので、私は２月の審議会の中に一

つ、この下水道の問題、それから東の玄関の問題についてももう一度議論する機会を

ぜひ設けてみたらいかがかなというふうに思います。 

会長   そうですね。もしそれについて結果が出て審議するとかってそういう場がな

かったら開いてもらったらいいじゃないですか、審議会を。 

日野委員   ３月にアンケートの発表があります。６月に決定します。その間のタイ

ムラグがどうしてもあるじゃないですか。審議会が開催されない期間中なので、それ

について私も審議を継続するべき議案であると思います。ですから、２月にもやって

もらいたいと思いますし、例えばそのときにある程度の何か発表できるものを市が持

っているのであれば、それを持ってきてもらって教えてもらうだとか、全戸配布した

ものについてのアンケートは無理でしょうけれども、その手前の部分について前もっ

て話を聞かせていただけるんであれば聞かせていただいて参考意見として、じゃあ２

月に私たちの意見をそれでもしまとめられるのであれば、それは提言はできるはずで

すよね、市長に対して。 

宇佐美委員   合併建設計画の中にこういうふうにうたっているじゃないですか。私

たちはこういう方向で進んでもらいたいと審議会としては思いますので、こうしてく

ださいよという提言はできる。それで例えば、方向性が違う方向に行ったらそのとき

に臨時会議を開けるような手段というのはあるんですか。 

会長   だからそういうことも含めた上で話し合いは持っているのだから、そこで審

議会としては合併浄化槽が決定事項じゃないよ、我々としてはもっと先についてはで

きるようになったらこれは事業としてやっていただきたいと。そういうこともやっぱ

り入れた上での納得をするとか、そういうものを出していかないと、決定をね。そこ

で全部だめになっちゃっても公共下水道はやりませんということになったら、じゃあ

何もならないですよ。 

日野委員   日野です。結局、アンケートの結果を見てどういう方針にしようかと考

えるのは市の方たちですよね。私たち地域審議会としては、アンケートがどうであれ、

公共下水道を推進してもらいたいという、それをはっきり挙げていけば２月のときに

もうそれを今年度の市長に提言するという言葉で挙げていけばそれでよろしいのでは

ないですか。それで市はアンケートの結果と審議会のこういう提言とを合わせてもう

一回考えてくださるかどうかということになるんじゃないでしょうか。 
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会長   そうです。それでいいと思いますよ。 

緑川委員   説明会で聞いた話ですけれど、下水道化すると決まっても下水道ができ

るのは30年後だそうです。ですからこの30年間は皆さん家を建てる方はどんどん合併

浄化槽をすると。あとは、単独浄化槽の方と、いわゆるくみ取り浄化槽の方がその間

でどういう手を打っていくかという話が残る。だから合併浄化槽にするよという結論

が出ても、下水道にしたって30年先、あるいはもう少し様子を見てから決めてくださ

いといったら50年先になるかもわからないということで、審議会としてはやっぱり最

終的には下水道にしていただきたいということだけをはっきり残しておきたいという

ことです。今、合併浄化槽の工事をやられている方で、もう既に下水道に変わったと

きにはぱっと切りかえられるような工事をやっている方がおられるそうです。 

地域総務課長   今は公共下水道ということでお話をされていますが、もしそういう

機会、審議会としてそういう進捗状況等を確認するとなれば、これは所管課をお呼び

して説明する機会は持てると思いますので。 

会長   わかりました。そのときはまた、よろしくお願いいたします。 

ほかにはございませんか。それでは、事務局からは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。次回の審議会は第４期の最終回となります。年明けの平成26年２月６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。 

会長   では、ほかにはありませんね。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、本日の会議録の署名は委員名簿14番の吉田委員にお願いいたします。 

  以上をもちまして、第４期第13回静岡市蒲原地域審議会を閉会いたします。長時間に

わたりどうもお疲れさまでした。 

（午後 ４時１５分 閉会） 
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