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平成２０年度第４回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２０年９月１６日（水） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 第３会議室 

 

３ 出席者   （委 員）須藤会長、宮田副会長、稲葉委員、久保田委員、 

片瀬（幸）委員、草谷委員、佐藤委員、鈴木委員、寺門委員、

戸塚（正）委員、戸塚（善）委員、内藤委員、中島委員、 

野村委員、石野委員、江澤委員、中山委員 

（片瀬（正）委員、磯部委員欠席） 

        （関係課）下水道計画課：薩川参事兼統括主幹、石垣主幹 

公園計画課：小林参事兼統括主幹、藤森参事兼統括主幹 

街路課：金子参事、鷲坂副主幹 

道路計画課：和田参事兼統括主幹、山口主任技師 

生涯学習推進課：萩原副参事 

道路整備第３課：望月主査、前田主任技師 

        （事務局）区政課：三宅課長、久田統括主幹、中島主事 

清水区総務・防災課：田島理事、天野統括主幹、池田主査 

蒲原支所：原支所長、山崎参事、杉山主幹 

 

４ 議 事    

 （１）合併建設計画関連事業について所管課からの説明 

 （２）その他 
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蒲原支所参事   皆さん、こんにちは。ただいまから平成２０年度第４回静岡市蒲原地

域審議会を開催いたします。本日はお忙しい中御出席いただき、ありがとうございます。 

  ここで、あらかじめ御報告いたします。本日は、片瀬正通委員が欠席、それから佐藤

委員が少しおくれるということを聞いております。現在１６人の委員が出席されており

ますので、会議は成立します。 

  それでは、まず資料の確認をお願いいたします。配付いたしました資料は、資料１「第

１次基本計画に登載されていない投資的事業の整理」（平成２０年８月１９日現在）の

資料です。資料２「新規検討事項」、資料３「旧蒲原町水道事業建設計画について」、資

料４「蒲原駅周辺整備事業」、資料５、市道の整備事業の地図や写真が入っているもの

です。資料６「東小学校駅前線道路改良事業の地図または写真」です。資料７「共立蒲

原総合病院の現状」、最後に資料８「蒲原市民センター建設事業経費（変更）」でありま

す。お手元にございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは次第の２、「会長あいさつ」をお願いしたいと思います。 

  須藤会長、よろしくお願います。 

（須藤会長あいさつ） 

会長   皆さん、御苦労さんです。何か最近いろいろな問題が起きていまして、突然総

理が政治を投げ出したり、あるいは今工業米が食糧米として流通したりと、物価も上が

ってきて、今日は市民センターの補正を組まなければならないと、そういう問題も出て

きています。そんな影響か台風が今低迷して変な天気になっているというような状態に

なっていますけれども、この審議会はしっかりと審議していきたいと思っております。 

  １８日に開かれました懇談会では、非常に皆さんの活発な意見が出されまして、非常

に有意義な議論ができたなあと思っています。その中で関係者に来ていただいて、説明

を受けてから結論を出そうという問題がありました。それから、建設計画の中には入っ

ていないけれども、この建設計画が設置された後、蒲原地区でこういう問題が出てきた

よと、建設計画の中に入れていったらどうだという内容も出てきました。 

  今日はまず、その所管の課長さんから、この建設計画の中にある内容の中での説明を

受けて質問をしながら、これを第２次基本計画の中に入れていくかどうかということ十

分議論し、その後に新しく出てきた問題について審議会の中で話し合って、これをどう

していくかということをやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。時間が

限られています。２時間というなかでの話し合いになりますので、どうか御協力の方を
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よろしくお願いしまして、あいさつといたします。 

蒲原支所参事   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、須藤会長に進行をお願いしたいと思います。 

  会長、よろしくお願いします。 

会長   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

必ず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いたします。

また、本日の会議はおよそ２時間の午後４時ごろの終了ですので、御協力をよろしくお

願いします。 

  それでは、議事の（１）「合併建設計画関連事業について所管課からの説明」を議題と

いたします。 

  これは８月１９日に開催した懇談会の中で、幾つかの事業に対して市の所管課の考え

を聞き、その上で審議会としての考えをまとめたいということで、今回の地域審議会に

来ていただきました。 

  その中で整理表の３８・４０の水道関連事業については、市としての考え方や計画が

定まっていないため、資料３「旧蒲原町水道事業建設計画について」のみとなります。

また、資料４「蒲原駅周辺整備事業（蒲原駅橋上駅舎化事業調査）」については、９月

議会の関係で所管課が出席できませんので資料のみとなります。 

  次に、説明の順番として、整理表の順番で行いたいと思います。また、説明後に質疑

応答とし、その後、地域審議会として登載を要望する、または要望しないのどちらかに

決定したいと思いますので御協力をお願いいたします。 

  それでは、ナンバー２９の「公共下水道整備事業」について、下水道計画課から説明

をお願いします。 

下水道計画課参事兼主幹   下水道計画課の薩川と申します。よろしくお願いします。

私からは蒲原地区の下水道へのこれまでの取り組みと今後の方向性のようなものをち

ょっと話をさせていただきます。 

  蒲原地区の汚水処理につきましては、平成１８年度に基本構想を委託し、下水道事業

で実施した場合の計画について検討を行っております。 

  人口とか汚水量等の計画に必要な数値につきましては、平成１４年度に静岡県が策定
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した静岡県生活排水長期計画に示された数値を使用して、既存の処理区、清水への接続

ですね。そちらへの接続、それと蒲原地区単独での処理、それから由比との広域処理と

いうこの３つの案について建設、維持管理を含めた総合的に検証した結果、由比町との

広域処理の案が優位となっております。 

  下水道事業を実施するに当たっては、処理場、ポンプ場などの建設に多額な費用が必

要となり、厳しい財政状況の中、どのように財源を確保していくかというのが今後の課

題になっております。 

  平成１８年度の委託では、１４年度に策定された計画に使用された数値を使って概略

の検討をしておりますが、今年の６月、人口減少化における下水道計画手法のあり方と

いうものが国の方から示されておりまして、財政状況や人口動向、それから地域住民の

意向を踏まえた検討が必要とされ、他の汚水処理事業、合併浄化槽等になりますが、こ

ういったものとの比較を行いながら、処理区域や施設の規模などを設定するなど、最適

な汚水処理を検討していく必要があると考えております。 

  蒲原地区の下水道導入を検討するに当たり、新規事業導入評価を実施し、事業効果分

析や住民意向調査等を行っていきたいと考えておりますので、その際には御協力をお願

いしたいと思います。なお、静岡市下水道事業の平成１９年度末進捗状況は、処理人口

普及率で７４.６％、既存の計画区域内にあります市街化区域内での整備率が７９％で

あり、まだ２,０００ヘクタールほど未整備となっております。 

  このような状況の中、当面は既存の計画区域内の整備、完成を目指して事業を進めて

いく方針であります。蒲原地区への下水道事業導入が決定した場合でも、都市計画決定

や事業認可の取得といった法的手続が必要となりますので、事業着手までにはしばらく

時間がかかるというふうに考えております。 

  以上です。 

会長   ただいま公共下水道についての話がありました。いろいろ新しい内容も出てき

たわけですけれども、質問がありましたら質問出してください。はい、内藤委員。 

内藤委員   私は以前から申し上げていますけれども合併浄化槽、蒲原町のときには合

併浄化槽の補助金がかなりありまして、静岡市と合併したら蒲原町時代の半額に合併浄

化槽の補助金が削減されてしまったのが現実なんですね。確かに公共下水道すごく、一

日も早く蒲原の海、シラスや桜えびの地場産品を守るためにも公共下水道の一日も早く

の実現を望むのは本当に心底望んでいるんですけれども、今お話を聞いた限りでは、か
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なり難しい年月もかかるということ、そういうことを加味して私は以前から合併浄化槽

を推進して、もっと補助金をふやして、せめて蒲原町時代くらいの補助金額まで引き上

げて、合併浄化槽の完全実施みたいな形でやっていった方がより近道というか、早いん

じゃないかなというふうなことを以前から考えているんですけれども、市としましては、

そういう合併浄化槽の完全実施とかという、そういうふうなお考えはどうなんでしょう

か。 

会長   答えられますか。今、公共下水道の話をしているものですから、合併下水道が

どうのこうのという話じゃないんですけれども、ただ、答えることができれば、どうぞ

答えてください。 

下水道計画課参事兼統括主幹   今御質問のように、合併浄化槽というのも汚水処理の

一つの方法だということで、今後、下水道の方としましては、合併浄化槽と経済比較と

か効果の比較等を行いながら下水道事業で進めるのか、それとも合併浄化槽の場合は環

境部局で今担当をしておりますが、そちらの方になるのか、それとも一部公共、一部合

併浄化槽というような、そういうような手法とかそういったものを今後検討をして、最

適な汚水処理の計画を策定していきたいというふうに考えております。 

会長   いいですか、内藤委員。そのほか、はい、中島委員。 

中島委員   先ほど、住民意向調査ということがございましたけれども、その意向調査

をいつごろに考えているか。もう一つ、法的手続にしばらくかかるということですけれ

ども、担当者の方はどのように考えていくか。法的手続のしばらくという、何年ころか

わかりましたらお願いします。 

会長   はい、２点の質問ですけれども。 

下水道計画課参事兼統括主幹   意向調査につきましては今、再来年には調査を実施し

たいというふうに考えております。それから法的手続につきましては、この都市計画決

定の中で処理施設の場所とか、あと多分、中継ポンプ場というような施設が必要になる

ということで、その用地の問題がありますので、処理場に関してはかなり広い土地が必

要となりますので、そういった問題を解決しなければいけない、それから法的な手続に

入るということですので、今の時点で何年ごろからというようなことはちょっと言えな

いような状況であります。 

会長   いいですか、中島委員。はい、そのほか。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   今、内藤委員が言ったことなんですけどね。結局、極端な言い方す
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ると、下水道ができるまでに１０年、２０年かかりますよね。その間にうちは新築、改

築しますよね。そのときに結局合併浄化槽でなければ許可がおりないでしょ。それを言

っているですよね。今までどおりに補助金を蒲原並みにしろという、そうでしょ。それ

を静岡並みにしておいて、それで今度は下水道ができるからということだけどね。いや、

今日に明日できるものだったらいいですよ。だけど、そういうふうなことがね、少なく

とも予想は何年ぐらい先の話ですか。仮にできるにしても。 

  とりあえずね、答えは出ないと思いますけどね。そういうわけで、その間だけ、新築

するその家庭においては合併浄化槽が義務づけられているから、それに対しての補助率

を今までどおりに戻してもらいたいということを内藤委員は言っているですよ。だから、

そういうふうなことも踏まえて結局３年か５年でできるものだったらいいですけどね。

どう見ても２０年、３０年かかりますからね。そのころになれば（不明）の話を聞けば、

完成したときにはもう９０何％。そういうふうなあれになりますからね。それはそっち

のあれで考えておいてください。 

会長   戸塚善久委員、合併浄化槽の補助率をどうするかという話は、またそういう理

由で合併浄化槽の補助率をもとへ戻していただけないかというのは、また審議会の中で

いろいろ話し合ってね。今は公共下水道を。 

戸塚（善）委員   わかるですけどね。公共下水道の話をすると、ついてくるでしょ、

その合併浄化槽のもう話は一つのものでしょ。 

会長   ただね、公共下水道で。 

戸塚（善）委員   ５年、１０年……… 

会長   ちょっと待ってください。 

戸塚（善）委員   そうはいってもね、だから、ついでに一緒にやってくれればいいじ

ゃないかということですよ。 

会長   公共下水道をこの建設計画の中に載せて、第２次基本計画の中へ載せるかどう

かという議論をしているんです。だから載せるか載せないか、その話をしてください。

はい、どうぞ。 

稲葉委員   今、所管から説明あったんですけれども、いずれにしても今ここでやって

いかなければいけないのは建設計画を実行に移していくときに、第２次総合計画に載せ

るか載せないかというところの結論を出さなければいけないんですけれども、今の説明

ですと、いろんな住民調査だとか法的手続が必要だとか言っていくと、もうずっと話が
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七、八年、１０年、ずっと先のような感じもするんですけれども、そうすると建設計画

１０年ですよね。そうするともうこの話というのは、建設計画から外れたまだ先までも

考えた上での話なんだということなのか、何か非常に、どう受け止めていいのかなと、

ちょっと難しいんですけどね、期間的に。ただ、いろんな調査が必要だということであ

れば第２次総合計画の中に調査でも載せていかなければいけないというふうなとらえ

方があるのか。ちょっと非常に何かずっと先の話といいますか、時間かかるように今受

け止めてしまったんですが。 

下水道計画課参事兼統括主幹   調査は、うちの方としては来年以降入りたいというふ

うに考えておりますが、建設につきましては先ほどもちょっとお話させてもらいました

が、現在、旧の清水市、静岡市ですね、こちらにまだ事業計画区域を持っている中で、

未整備区域が２,０００ヘクタール近くあるということで、どうしてもそちらが優先に

ならざるを得ないということですので、まず、そこのめどが立ってから次の計画という

ふうに市としては考えているということで委員さんがおっしゃるような期間１０年と

か、そういったスパンではちょっと建設に着手するのは難しい状況ではないかというふ

うには考えております。 

草谷委員   今の説明の中で由比町との一緒の処理場ということで計画されているみ

たいなんですけれども、そうすると由比町は今年の１１月１日ですか合併して、それか

ら住民調査をして、それから法的なものを持っていくということですか。 

下水道計画課参事兼統括主幹   そうですね。１１月の合併をしてからということで、

来年、再来年ぐらいで、その新規の事業評価というような形で意向調査とか、あと、ど

の事業で汚水処理をするのか、下水がいいのか合併浄化槽でいいのかというような、そ

ういった検討を２年ぐらいかけてやっていきたいというふうに考えております。 

  それはそれとして、その中で、じゃあ公共下水道でやりましょうとか、合併浄化槽で

やりましょうとかという方向性を出しておいて、当面は先ほども言ったように、未整備

のところがまだたくさん残っているということで事業費の関係もありますので、そちら

をまずある程度めどをつけて、それから蒲原とか由比の下水に入りたいと。当然そのと

きには、それぞれの地区で処理場を設けるということよりは処理場を一つにして、広域

的に事業を進める方が経済的であるというふうに考えております。 

草谷委員   そうすると第２次基本計画にこれ登載しても、なかなか扱われないという

ことになってきますよね、そうすると。我々とすると、この下水道整備計画というのは



 

 ―８― 

一刻も早くやってもらいたいということが基本であるものですから、第２次基本計画の

中にまたこれを入れてもらえると思いますけれども、ぜひ早急にやってもらえるような

ことでお願いしたいんですけど。 

宮田委員   この公共下水道の普及率が清水区は６２％ぐらいでしたか。その中で蒲原

は清水区の中に入っていながら、清水区とは別に公共下水道は考えていくのかね。清水

区の中で今６％、それとこれから蒲原地区をやるということなんですけどね。清水区じ

ゃないんですかね。清水区の中でやる問題であって、清水区の事業の中にこれからどん

どん事業の（不明）に進めていく話だと思うんですけどね。そこら辺は別で考えている

のかね。いや、今まで静岡は普及率何％、清水は何％という話で進んでいるんですけど、

蒲原は別で何％、ゼロ％で進んでいくのか、そこら辺を統一させていただきたいんです

けどね。清水区の中でやる事業なのか、そこら辺をまた考えていただきたいと思います。 

下水道計画課参事兼統括主幹   下水の場合には清水区とか駿河区、葵区というような

区分けの事業というふうには、うちの方はとらえておりません。下水道事業そのものも

葵区、駿河区については処理区という単位で４つ、それから清水区の方での今２つ処理

区がございます。そういうふうに区分けではなくて下水道独自の施設規模に合った、そ

の処理区域というものを定めて事業をしていくと。要するに静岡が何％、清水が何％と

いうような便宜的にそういったことを言う場合がありますが、基本的にはもう静岡市全

体で１９年度末、７４.６％ということのみが外に出ていくという形にしていきたいと。

なかなかまだ静岡が幾つ、清水が幾つというような、そういうような聞き方をされるこ

とがあるものですから、そういうふうに便宜的には分けておりますが、全体でというこ

とで蒲原地区についても静岡市の一つの地区ということで、そこに下水を導入する場合

にどの形がいいかということで検討していくというふうなことで、うちの方はとらえて

いますので、そういうことでお願いしたいと思います。 

会長   そのほか質問ありますか。はい、石野委員 

石野委員   先ほど、由比町との広域処理の方が有利ということ、経済的な面だけなん

ですか。法律的にはどうなんですか。条件がいろいろあると思うですけど。 

下水道計画課参事兼統括主幹   特に経済的な面が大きいかと思います。というのは由

比町との広域というのは、一つは、蒲原地区と由比地区に今度なりますが、そういうと

ころに個別に処理場を設ける場合と比較すると当然、集合させた方が建設費についても

そうですし、特に維持管理費ですね。職員がそれぞれに貼りつかなければいけないとい
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うような面で、長期的に考えて経済的に有利になるということもありますし、やっぱり

その辺が一番大きな、それから処理の効率というものも含めてですね。やっぱりある程

度の量がまとまった方が効率的にいろんな事業というか、その処理工程の中で優位に働

くというふうに考えております。 

石野委員   設置が許可されるには、そのほかに経済的な面ももちろんですけど、何か

法律的ないろんな制約があるんじゃないですか。 

下水道計画課参事兼統括主幹   設置に関しては、特にそういった規制とか法律的なも

のは、その個別にやるということについては特に規制されるようなことはないかと思い

ます。下水の方で特に規制されるのは、処理したのを放流する水質ですね。この辺がそ

の基準値を超えることがないようにといったところが一番大きな規制になるかと思い

ます。 

寺門委員   先ほどの話の中に清水への接続、それから蒲原単独、今、石野委員が言っ

た由比との広域という形の３つの考え方がありますよという話があったわけですけど、

現状、今、清水の処理やっていますよね。それに由比と蒲原が入った場合に、この清水

の処理場では能力的にはどのぐらいになるんですか。賄えるんですか。 

下水道計画課参事兼統括主幹   処理場に関してもですね、能力的に賄えるかどうかと

いうチェックもこの基本構想の中ではかけております。ただし、今のままでは少し無理

があるということで、処理場の改造というものを考えて、そちらの方に量的には持って

いけるというような試算をしております。 

寺門委員   そういう中でね、改造して費用かけてやるわけですよね。仮に由比と蒲原

をそっちへ持っていく場合にはね。しかし、そういう中で由比と蒲原の広域で処理場を

こちらで土地があれば、そこへやった方が、要するに静岡、清水の各区の進捗状況、そ

ちらを優先という形になるわけですよね、さっきの話だと。そっちをやってからこっち

へ、由比、蒲原の方へ手をつけるよという形のお話だったと思うんですけど、それをも

っと早くするには一番いい方法として、由比と蒲原の広域という方法を一つの下水の処

理の形の中で一つ、また清水、静岡と離してね。こちらだけでやるという方法が計画的

に早くできるという方法はないですか。 

会長   ちょっと関連でいいんでしょ。ちょっと質問させてください。 

  須藤ですけど、３町で、要するに庵原三町で公共下水道を検討したことあるんですよ。

それで由比町と蒲原町は公共下水道でいこうと、富士川町は合併浄化槽でいこうという
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ことで、話がぶくになってしまったことがあるんですよ。そのときに由比と蒲原の汚水

を蒲原のあるところで、そこはもう場所は決まっています。そこで終末処理場をつくっ

て、そこで処理していこうなんていう計画をかなり綿密に絵までかいて検討したことが

あるんですけど、そういう状態のものを参考にしながら由比と蒲原で、蒲原のあるとこ

ろに終末処理場をつくって、それで由比と蒲原は早く公共下水道をつくるというような

ことを、過去はそういう検討をしているものですから、そういうものを十分生かしなが

らやれないだろうかということをあわせて質問します。 

下水道計画課参事兼統括主幹   当然早くやる方法はないかということで、うちの方も

検討しなければいけない項目の一つかと思いますが、市全体というか下水道全体の事業

費というのがそんな大きくふやせるものではないということが一つ。ですから、なかな

か新規事業というか、新たに区域を拡大して仕事を進めていくというのは非常に難しい

というんですかね。今ある区域の中でも未整備地区というものがありますので、そこは

まず仕事をしなければいけない。それ以外に新たにその事業を進めるというようなです

ね。下水の場合、初期投資というのがすごく、処理場をつくったり管渠を移設したりと

いうことで初期投資がお金がかかるということですので、新たに事業に着手していくと

いうだけの事業費のその増が見込めないという、そういうところがありますので、なか

なか早く事業をするということは現段階では難しいのかなというふうに考えておりま

す。 

  それから、昔、３町でつくった基本的なものというものをということですが、それは

当然県の方で生活排水長期計画というのがありまして、そこにその計画が反映をされて

おります。ですから、そういうものを参考に１８年度に基本構想というものをつくって

おります。ただし、近年の少子高齢化とか、あと節水型のいろんな家庭用の機器、こう

いったものが出てきておりまして、当然その当時とは人口の予測とか水量の予測とかと

いうものもかなり変わってきております。静岡、清水が合併をしたときに旧市の計画を

単純に合わせてものと、そういった人口の動向とか水量とかというものを見たときに、

施設規模が大分小さくなっているというものがありますので、由比、蒲原についてもそ

ういった見直しをかけないと、過大な規模のそういう施設をつくらなければならなくな

ってしまうと。今のままの数字で行くと、そういうふうになってしまうということです

ので、そういったところの見直しも含めてやっていきたいというふうに考えております。 

会長   もうかなりこの問題で時間をとっていますのでそれでは、この問題は、これで
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終わりたいと思いますけれども、どうですか。この前の懇談会のときには要望しておこ

うということで、皆さんのお手元にある一覧表の中では黒丸がついていますけれども、

いや、今の議論いろいろ話を聞くと非常に遠くへいってしまうから、第２次基本計画の

中へは載せないでおこうというのか、あるいは載せた方がいいよと。改めてやっぱり少

しでも助走しておかないと、断ち切れになってしまうということで、やっぱり載せてい

った方がいいじゃないかというのか。そこらについて、ここではっきり皆さんの考えを

聞きたいと思うんですけど、どうですか、この前懇談会で言ったように載せていこうと。

それで、できるだけ早く、この蒲原あるいは由比を含めて実現してもらうように、この

審議会でも強く要望していこうということでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃあ、この問題について、そういうことで行きたいと思います。 

  それでは次に、ナンバー３２の「神沢地内公園整備事業」について公園計画課から説

明をお願いします。 

蒲原支所参事   すいません、その前に、事務局の方から。 

会長   はい、事務局どうぞ。 

蒲原支所参事   公園についての地域住民の考えとかこの建設計画を、蒲原町時代に建

設計画を登載するに至ったことについて、少し御説明を申し上げたいと思います。 

  まず、合併建設計画に登載した理由ですけれども、平成１３年に開催されました東海

道４００年祭、これに「神沢塩づくりの会」、代表が片瀬さんという方ですけれども、

出展をしたのがきっかけで、東名高速道路のガード下を借りて、海洋深層水を使った塩

づくりを行ってきました。そして、東名ガード下をずっと間借りをしていたもんですか

ら、「神沢塩づくりの会」が旧蒲原町のまちづくり課の方に神沢地区に公園を整備して、

その中に塩づくりの道具を置かせてほしいという要望をまちづくり課の方に持ってき

ました。このような経過を経て、まちづくり課の方で合併建設計画登載事業として神沢

地内公園整備事業として登載したということです。 

  それから次に、地域住民の要望はどうかという、委員の皆さんが地域住民はどのよう

に考えているんだというような意見がありましたので、神沢自治会長に聞いてみました。

聞いたところ、神沢地区の歴代自治会長から公園整備事業の要望についての引き継ぎは

今のところずっとないと。また、地域住民から公園整備の要望も聞いていないというこ

とでありました。 
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  それから最後に、まちづくり課の方へ要望した「神沢の塩づくりの会」は、今現在ど

ういうふうに考えているのかということで、「塩づくりの会」の会長さんの方へ聞いて

みましたところ、一応何か行政相談員の方に相談されて、公園計画課さんの方にも何か

お話がいって、公園計画課さんの方から公園は市民の皆さんが使うもので、占用的な使

用は認めないという考えを聞いたということで、現在借りている土地をポケットパーク

にされますと、これから塩づくりができなくなってしまうということで、もしできまし

たら、そのときの要望は取り下げたいというようなお話もしておりました。現在「塩づ

くりの会」は、そこの地主に使用料を払って塩づくりをやっているという状況です。 

  すいません、公園計画課さんの方から。 

会長   それでは公園計画課の方から説明をお願いします。 

公園計画課参事兼統括主幹   公園計画課、小林でございます。よろしくお願いいたし

ます。ちょっと座って。 

  当公園につきましては、今事務局の方から要望の経緯をお話ありましたけれども、合

併建設の計画の中では公園整備事業という中の一つとして、ポケットパークという形で

どうかという形が載っております。いずれにしましても今事務局の説明のありましたと

おり、公園の具体的な整備につきましては御要望としては取り下げたいというお話もあ

りましたので、事業化については非常に難しいというのが判断です。ただし、今後、こ

のポケットパークとなり得るような緑地の空間でございますが、今、市の公園ではポケ

ットパーク整備事業と具体的に積極的には進めておりませんが、道路などの整備に伴っ

て生まれてくる空間、この辺につきましては道路管理者等と協議をする中で、どういっ

た形でするのかは進めていきたいというふうには考えています。 

  また、今後、この神沢地区以外もあるでしょうけれども、公園の整備の要望につきま

しては、その要望をいただいた時点で、地元の皆さんはじめ関係の機関と協議をする中

で、どうしていくのか、整備していけるのか、この辺は検討していきたいというふうに

考えております。 

  以上でございます。 

会長   どうもありがとうございます。 

  実際に今話を聞きますと、ある一部の人たちが要望した内容がそのまま建設計画の中

に入ってきてしまったということで、実際に地元の要望とか、あるいは例えば公園の中

に「塩づくりの会」の釜は、もし公園につくるとなると静岡では置いてはいけないとか
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と。そういうことで「塩づくりの会」は、あそこへ、じゃあ公園を造ってしまうと自分

の釜が置けなくなってしまうから、これは辞退したいというような今話もありまして、

どうしても私たちは、この地域審議会の委員として、この建設計画というのは最初は絶

対のものだと。十分に話し合った中でつくられたものだと思ったんですけれども、こう

いう問題が出てきますとね、どうも個々の内容をもう一度見直さないとね。本当にそこ

の地元の人たちが熱い思いで要望し、そして出てきたものかどうかというのがね、どう

も疑問に思えるような内容なんですよね。だから、この後もいろいろ出てきますけれど

も、やはり十分に検討した中でやっていかないと方向を間違うかなというような気もし

ますので、そういうことも頭に入れながら、ぜひ今後審議していっていただきたいと思

います。 

  今説明がありました、この「神沢地内公園整備事業」について、何か質問がある方は

出してください。はい、内藤委員。 

内藤委員   質問ではないんですけど、私の個人的に塩づくりの片瀬さんと、このこと

についてお話させてもらいました。やはり公園にすると塩小屋が置けないということで、

現在、今、月数万の使用料、借地料を払ってやっている、この状況が一番ベターだとい

うことを伺いました。由比町のイベントのときとか土日のときなんかは観光客がかなり

塩づくりのところを訪れてね、すごく珍しがって観光客にも評判がよくて、そうすると

塩もよく売れるという話を伺いました。だから、「塩づくりの会」としては現状の使用

が一番ベターだということをおっしゃっていました。 

会長   そういうことでありますので、これについては登載しないということでいいで

すか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃあ、そういうことで登載を要望しないということにします。はい、どうぞ。 

佐藤委員   それは、趣旨は受け止めます。いいんですが、先ほどの言葉の中にポケッ

トパークという表現があったものですから、どういうふうな定義なり意味なのかを、イ

メージをちょっと教えていただけますか。 

公園計画課参事兼統括主幹   公園計画課でございます。 

  ポケットパークという具体的な定義というのはちょっとないんですが、例えば道路を

つくる際に、もともとあった道路との間に少し空間的な用地があるとかというときに、

非常に小さい面積でも緑化をしたいスペースというのがあった場合、こういったものを
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どうするかというときにポケット、要するにズボンのポケット的なような形で、少し小

さ目の公園ではない小さな緑地のスペース、こういうのをポケットパークというような

表現で使っています。 

会長   いいですか。はい、佐藤委員。 

佐藤委員   静岡市内の中では駿河区だとか葵区ですか、そういうふうなところはやっ

ぱり現実的にはもうつくっておられるんですか。 

公園計画課参事兼統括主幹   静岡市において１０数年前でしょうか、ポケットパーク

という言葉で整備をしたことがありましたけれども、今はその中央分離帯ですとかね。

そういった緑化を進めるとかという形は行いますけれども、それよりも今市民の一番ニ

ーズの大きい、地域の皆さんが直接触れ合うとか利用される今は街区公園、昔は児童公

園と言ったことがあるんですが、蒲原地区の方にも幾つか公園がございますが、そうい

ったもう少し大きな規模の公園の整備を進める、そういったものに市の予算を投資して

いくという方向で動いております。 

会長   それでは次に、ナンバー５８の「蛭沢通線道路新設事業」について、街路課か

ら説明をお願いいたします。はい、どうぞ。 

公園計画課参事兼統括主幹   街路課参事の金子でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

  蛭沢通線ですけれども、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た

未着手の都市計画道路でございます。静岡市内の都市計画道路につきましては全部で１

３５路線、約３８０キロほどございますけれども、これだけが都市計画決定されており

ます。 

  その整備率について見ますと市全体では６３％、うち蒲原町につきましては７２％、

旧静岡市におきましては６９％、旧清水市におきましては５５％という状況になってお

ります。 

  都市計画道路の新規事業化につきましては、市の全体的な道路ネットワークの構築と

か都市計画道路周辺の土地利用、あと社会情勢の変化等を加味しながら、整備効果が十

分に発揮できるような路線、これを優先路線として位置づけております。そして、新規

事業化をするに当たりましては道路整備に関するプログラム、これの整備対象路線とし

て位置づけることが大前提となっております。 

  また、蛭沢通線の事業化に当たりましては、ＪＲ東海道本線との立体交差をしなけれ
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ばならないことや、立体交差区間から現道に据え付けるための勾配等の基準を緩やかに

するということからルート変更、幅員変更等の都市計画決定の変更ということが生じて

くるような多くの課題を抱えている路線でございます。 

  事業化に当たりましては、この路線、約２５０メートルほどございますけれども、概

算の事業費で２５億円ということを言われております。２５億円ということですから非

常に多くのお金がかかるということで、市の単独事業では非常に難しいということで補

助事業、これをとってこなければならないという状況でございますけれども、事業化に

当たりましての目安となります費用対効果便益、このようなことがある程度の効果が出

なければならないというところなんですけれども、概算でやってみますと非常に低い値

ということで、非常に難しい状況というのが現在の状況でございます。 

  あと、国におきましても踏切交差の踏切解消というようなことで重点施策として上げ

られておりますけれども、これにつきましては国が行いました踏切交通実態総点検とい

うことで、全国で２,０００弱あるわけなんですけれども、静岡市におきましても１３

カ所ほど抽出されておりますけれども、この蒲原地区の踏切については、この緊急対策

踏切というものに位置づけられているところがない状況で、その重点化に載せるという

のも非常に難しい状況等もございます。このような現在の道路行政の状況、あと社会情

勢、経済情勢におきましては、この蛭沢通線の新規路線としての位置づけをすることが

非常に難しい状況でございます。このような状況から、当面事業化というめどが立って

いないというのが現在の状況でございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

会長   ただいま説明がありましたけれども、質問ありますか。はい、内藤委員。 

内藤委員   私も前回の懇談会のときにも話しましたけれども、費用対効果の面から見

ても本当にこの道路が必要かどうかというのがすごい疑問で、小金踏切の車の通行状況

も事あるごとに、そこを通ってみましたけれども、そんなに住民生活に支障を来すほど

の踏切渋滞というのはうかがえなかったし、本当にさっきの神沢地内の公園の話のよう

に、この蛭沢通線の話というのは本当に地域住民からの強い要望で上がってきたのかど

うかなというの、その辺がちょっとわからないんですけれども、私は蛭沢通線よりも小

金踏切の拡張とか、それよりも何よりも一番最初に手をつけなければならないのは新蒲

原のＪＲのところのあそこの拡張じゃないかなあというふうに常々考えております。 

会長   ということは、結論的には。 
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内藤委員   結論的には反対です。 

会長   はい、そのほか。はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   先ほど担当課から、かなり難しいという判断の意見も出ました。費

用対効果もあると。ただ、防災の関係から言いましてね、これは結論的には必要じゃな

いかと。ただし、その内容についてはもう一度具体的に検討する必要があるというふう

に私は思っております。というのは、西小学校へ行く児童の通学道路に当たります。 

  それとまた、あそこに一応銀行とか公共施設、かなり密集しているところでございま

して、小金踏切、確かにあそこも何とかしなければならない場所とは思っております。

以前、南幹線の方で火災がありましたときに消防自動車が入れなくて水が不足して、線

路の下を手で掘ったりしてホース通したこともありました。それも踏まえて防災関係上、

どうしてもこの線は必要と思っております。地域の皆様にもそういう説明をしてありま

す。ただし、内容についてはもう一度見直すところがあるじゃないかと。それとまたそ

の内容についての説明をもうちょっと具体的にしまして進めないと、地元の人たちにも

ちょっと不便が生じておる点もございますので、その点について、ひとつ検討の方をお

願いしたいと思いますけれども、これは登載する事業としては必要ではないかと私は思

っております。 

会長   そのほか、今の説明の方に対しての質問ありますか。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   先ほどの市当局からの御説明はよく理解できるんですけれども、私も片瀬

委員同様、多少の形は変えたとしても南北に蒲原の中央部で浜通りと旧国一を結ぶ道路

というのは必要だろうと私も思います。地域住民が表立った運動等はしていないかもし

れませんけれども、実際、蒲原の東西にはそういった道路、不十分とはいえありますけ

れども、中央部には大型車が通れる道は一切ないというのが現状です。 

  そして、費用対効果を言われると弱いんですが、一方で蒲原はたくさんの幹線道路を

通しつつも、そのメリットを十分に受けていないという長い歴史があります。ですから

バイパス、それから１号線、旧国一ですね。それから山の方には新幹線を通し、それか

ら東名も通し、それから東海道線も通しというなかで、東西の蒲原の南北を結ぶ道とい

うのが著しく不足していまして、それがこの地区の発展を阻害しているというのは間違

いない現状だろうと思いますので将来的なことも考えまして、ぜひ一本道を南北に、私

としてはできればバイパスからの接道もぜひお願いしたいところですけれども、それが

無理だとしましても、ぜひぜひ前向きに検討してもらいたいと私も同様に思います。で
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すから登載を要望したいなあと私自身は思います。 

会長   質問じゃない、意見。じゃあ質問は打ち切っていいですか。それじゃあ質問は

打ち切らせていただきます。あとは登載するかしないかで自分の考えを言うということ

ですね。はい、どうぞ。 

稲葉委員   先ほどからこの道路について、やはり浜からＪＲをまたいで問題なく行き

来できる防災用の絶対必要だというふうに思います。先ほど、新蒲原駅のガードの拡幅

の関係での御意見ありましたけど、私の認識としては、後ほどその説明はあるかと思う

んですけれども、そちらの方が対ＪＲとの関係で非常に難しい現実にあるんじゃあいか

なというふうな認識なんですね。であるならば、なおさらのこと小金の、若干ルートは

別としても、あの近辺に一つＪＲをまたぐ道が必要だというふうに考えますし、登載す

るということで意見を述べます。 

  以上です。 

会長   それでは、質問がないようですので、「蛭沢通線道路新築事業」について今後

の基本計画の中に登載していく、あるいは、いかない。どうですか。前回の懇談会の中

では一応登載を要望する事業ということで丸になっていますけど、どうですか。 

  それでは、登載するという人、手を挙げてください。 

（挙手 １０人） 

会長   それでは、登載するという形の中で今後どうしていくかということは、また審

議会の中で話をしていくということで一応基本計画の中へは入れておいて、審議会の中

でもその考えをまた強く要望し、いろいろ質問もしていくということでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   はい、では、そうします。 

  ここで５分間休憩します。ちょうど１時間話し合いが終わりましたので。 

休憩 午後 ３時０２分 

再開 午後 ３時１０分 

会長   再開いたします。 

  次に、№６７、７０の「市道の整備事業」及び「東小学校駅前線道路改良事業」につ

いて道路計画課から説明をお願いします。資料については、資料№５及び№６となりま

す。よろしくお願いします。 

道路計画課参事兼統括主幹   道路計画課参事の和田と申します。よろしくお願いしま
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す。座って説明させていただきます。 

  まず、市道の整備事業ということで、資料の５番をごらんください。 

  「（仮）中道通線及び川向道線」についてですが、まず中道通線につきましては、地区

内の南北交通の強化を目的とした道路の構想であるというふうに受け取っております。

これにつきましては東西方向の道路であります市道の神沢白銀線及びＪＲ沿いの市道

であります蒲原駅南口線と一体となって機能を発揮する道路でありますが、現状では市

道蒲原駅南通線は狭隘箇所が多く、本中道通線の整備による効果というものが十分に見

込まれておりません。以上より現時点では、中道通線の整備の緊急性は低いというふう

に判断しております。 

  次に、「川向道線」であります。これも同じく地区内の南北道路強化を目的とした道路

でございますが、現在、資料№５の左側に市道川向道線がありまして、その左側、西側

になりますが、八木沢川沿いに同じような機能を持つ道路といたしまして市有地、市が

持っている土地を活用いたしまして、市道八木沢３号線というものを計画しております。

これによって川向道線の当初想定していた機能を達成できるものというふうに考えて

おります。 

  次に、「東小学校駅前線道路改良事業」についてであります。資料の６番目をごらんく

ださい。 

  新蒲原駅前のガードにつきましては、旧蒲原町時代に平成５年から平成１２年度ぐら

いに改善策、ガードの改良、拡幅、新設等が検討された経緯がございます。新蒲原駅前

ガードにつきましてはＪＲ東海道線により上側、天井側の高さが抑えられております。

さらに、同路面の高さにつきましては、ＪＲの北側に沿っております県道富士由比線の

取りつけ高さで決まってまいりますので、改修によっても正規の建築限界が確保できな

いという状況になります。また、鉄道下の工事ということで対策費が非常に高額になる

ということが想定されておりまして、対策費用に見合った事業効果という観点から考え

ますと、事業化は非常に困難であるというふうに考えております。 

  以上です。 

会長   ただいま中道通線、川向道線、東小学校駅前線道路改良工事についての説明が

ありました。何か質問ありますか。新蒲原駅前ガードの問題でもいいですよ。３つ合わ

せて。はい、戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   この新蒲原駅前ガード周辺工事、この事業は住民にとって市民セン
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ター、要するに旧文化センターの建替えとともに、静岡市と合併してＪＲとの兼ね合い

もありますけれど、合併特例債を活用してできる大きな目玉だったと思っています。こ

の計画では一応研究調査費で今説明のように多額のお金とかいろいろ、もろもろの難工

事という形で説明がありましたけれど、これはしっかり、それで調査研究したとはどう

かわからないですけど、住民にしっかりこの可能か不可能か、そしてまた代案も何かあ

ると思うんですよ。あそこは車ばかりじゃなくて歩行者も通ります。歩行者が通ったと

きには車の運転手も大変ですけど、歩行者がかわいそうというか、そういうところです

ので、もう少し説明を詳しく聞きたいし、そして住民にもこれは知らせる必要があると

思うので、その辺またよろしくお願いいたします。 

会長   ただいまの内容について何か説明ありますか。 

道路計画課参事兼統括主幹   住民の方への説明についてはまた改めて行ってまいり

たいと考えております。また対案等につきましても、その可能性も含めて、また住民の

皆さんの意見も聞きながら考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

会長   いいですか。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   この白銀ガードは極端な言い方をすると、静岡市と合併する目玉に

なるんじゃないかと思うんですよ。静岡と合併してよかったなあと言われたときには、

これが完成すれば旧町民は、おう、静岡と合併してできたなあと、そのぐらい重要なも

のですよね。ですから結局、蒲原がしたとき２０億円ぐらいだったかな。３０何億円か、

そのぐらいの費用対効果をあれしてやっても、ここのところはもう十分ペイできるぐら

いのあれがあると思うですよ。ということは結局利用する人が、平均がバイパスへ乗る

か、降りるで大体しますからね。これは大型車がもう禁止になっていますから、それに

歩道も合わせているものですからね。何とかこれは静岡に合併したあかしに、これ何と

か工事にあれしてもらいたいですけどね。 

  清水の天王線ですね、この前話をしたかな。あそこのところに東名の下に歩道橋を造

ってますよね。東名の下に歩道のトンネルを両方、上り下り、御丁寧に２つ造っていま

すよね。ああいうことは僕は、無駄と思うですよね。わざわざ２本つくってね、清水の

区民には便宜を図ってですからね。蒲原の区民にも、結局、蒲原の自主財源が２６億円

あるですよね。静岡へと上納しているですよ。だから、そういうことを考えればね、１

年でペイできますよ。だから、そういうふうなあれでね、一つ何とか早急にできるよう

に努力してくださいよ。お願いします。 
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会長   要望が出ましたけれども、それで質問の方で何かありますか。はい、草谷委員。 

草谷委員   今ちょっとやっぱり現状なんか見ると、高さ的にはちょっと無理なところ

があると思うんですよ。ただ、拡張の面では、まだ拡張はできるかなあというのは自分

が通っていて思うんですけれども、拡張という面に関しては全然静岡市の方では考えて

おられないわけですか。 

道路計画課参事兼統括主幹   まず、現状のそのガードの、その位置での拡幅というの

は構造上、今のガードの両側の壁が橋の橋台になっていますので、それを拡幅するとい

うのはほとんど不可能だと思います。ただ、位置を変えて今の高さ、２.５メートルで

建築限界かかっていますけれども、二.五、六メートルで、その位置を変えてつくると

いうのは技術的には可能ですけれども、先ほど申し上げたように、本来であれば道路の

建築限界というのは余裕を含めば４.７メートルとるというのが道路交通法で定められ

ておりますので、今回のような非常に規模が大きい事業については国庫補助事業という

ことで進めますので、その構造要件に合わないというところが非常に一番の問題である

と考えています。 

  ですから、例えば、その２.５の高さのままで別の場所に新しいガードを抜くというも

のになりますと、そこで言うところのいわゆる費用対効果、事業効果というものの説明

が求められてくると、そこが非常に大きな課題だというふうに考えています。 

会長   では、そのほか質問ありますか。はい、佐藤委員。 

佐藤委員   もちろん旧蒲原町のときにもで、もう積年の課題でずっと来ていまして、

静岡の方に行って、静岡としていろんな諸条件も含めて課題が非常に多いわけですけれ

ども、例えば旧蒲原町時代はＪＲとの対応だとか折衝だとかというのは重ねてきたわけ

ですけれども、その辺の対ＪＲとの対応だとか、そういうものというのはどの程度おや

りになってきているのかというのはお聞かせ願えないでしょうか。 

道路計画課参事兼統括主幹   この新蒲原駅前、白銀ガードにつきましては、今現段階

では特にＪＲとの交渉云々、交渉でもって事業が進まないというものではなくて、事業

そのものの効果という部分で非常にその課題があるということですので、具体的に現時

点でＪＲと交渉等は行っておりません。 

佐藤委員   静岡市としての検討の中でということで費用対効果なり、いわゆるその投

資の額ですよね。そういうところがネックにはなってくると思うですけれども、じゃあ、

これが事業化、いわゆる今の計画でいけば無理ですよと言っているわけですよね。それ
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じゃ逆に、どれだけのところを考えれば事業化ができるんだというふうなことはお考え

になっているんでしょうか。 

道路計画課参事兼統括主幹   いわゆるその建築限界がとれないというところで事業

化が困難だというふうに判断しておりまして、それに代わる対案としては基本的に、今

その狭いガードの中で自動車と自転車、歩行者が錯綜しているという意味合いからいけ

ばですね、自転車、歩行者の迂回路を考えていくと言った方が現実的ではないかという

ように考えております。 

佐藤委員   確かに今、自動車と歩行者一緒になっていて、それじゃ自動車と歩行者を

別にした対案的なもので、じゃあ歩行者のトンネルというのかな、自転車と歩行者とい

うふうなことの対案はお考えになっておられるでしょうか。 

道路計画課参事兼統括主幹   まだ具体的に地元の方を含めてお話をしているわけで

はございませんので、具体的なものは提示している前の段階ですが、例えば、その白銀

ガードの一つ西側に自歩道専用の地下道がございますので、そこを使った迂回路までの

歩道整備、自転車・歩行者道整備というようなものも一つの案ではないかというふうに

考えています。 

佐藤委員   そうなると既存の今のトンネルというのかな、確かに自転車なり歩行者が

通れるような既存のガードはあるわけですけれども、そうではなくて、じゃあ新蒲原か

ら降りた人が利用しやすいような、あるいは、逆に言えば交通事故から守るという観点

から考えていくようなことで計画の中で十分その辺を、これは要望になってしまうんで

すけれども検討されてきているのかなあと。いわゆる事業費がでかいので、こういう言

い方をしたら申しわけないかもしれないけれども、事業費がでかいところでいろんな課

題を抱えていると。だから無理ですよというようなことで、ちょっと受け止めてしまう

ところがあるんですよね。だからそうじゃなくて、それじゃ住民の安全を考えるのであ

れば、既存の歩行者ガードを考えるのであればね、それは今までと変わらないわけです

ね。そこまでの歩道の整備は確かに必要かもしれないけれども、それじゃ新たな住民の

安全を考えるのであればね、もう少しその発想的に、このガードは無理だと、ガードが

車と歩行者が一緒になっている、自転車も一緒になっている、だったらほかのところを

ガードをつくるような発想的なものも必要ではないのかなあと、逆に、そういうものも

我々の地域審議会の中で要望していくことも何か必要じゃないのかなあと。 

  今のまま行ってしまうと、静岡市の方はだめだと言っているわけですよね。事業化は
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無理だと言っているですから。それじゃということでそのまま通しても非常に難しいの

かなあということですから、我々もそういう考え方をちょっと変えなければいけない部

分あると思うですけど、逆に市の方でも本当に安全を考えたときに防災も含めてですけ

れども、もう少し検討をするようなことができないだろうかというようなところをちょ

っと考えます。 

会長   そのほかありますか。 

稲葉委員   今の話で、このガードの拡幅化というのは非常に難しいというふうなお話

なんですけれども、この新蒲原駅周辺の改良というふうな観点からいくと、拡幅が難し

くても今度、歩行者とか自転車の安全確保という意味から、今の新蒲原駅の改札口あり

ますよね、あそこのところを例えば道路化して二階駅舎して道路化すると、ここはもう

穴があいているわけなので壁一枚で上り線側に階段がついている、その壁を取ればもう

県道とツーツーになるわけですので、そういうことを含めて例えば、幾らお金がかかっ

てもＪＲの方に全面的に市の方で金出すからというふうな形でやるということも、これ、

対案かわからないんですけれども、その辺の自転車、歩行者の安全確保という検討もし

ていく必要があるんじゃないかなというふうに、逆に、それを登載していくというふう

な私は考えます。 

会長   須藤ですけど、やっぱり以前、この問題は蒲原の議会の中でもいろいろ議論し

たんですよね。確かにあそこを拡幅したりすると長期的に閉鎖したりして、かなり住民

に迷惑かかるということで、今出ました駅舎を二階にして、下を自転車で通ったり人が

通ったりできる一番簡単だという話もあったり、あるいは、もう少し東側に人間だけ通

るトンネルをつくろうじゃないかというような案もあったり、かなりいろいろ議論はし

たんですよね。だから、先ほど佐藤委員が言っていたように審議会としてね、じゃあ、

こういうのはどうだ、これはどうだと提案していくということがね、やはり必要じゃな

いかなという気がするわけですよ。ただだめじゃなくてね。それは今後審議会として検

討していくということでどうでしょうかね。 

 そのほかどうでしょう。川向道線とか中道通線、これは両方とも無理だという話が出て

いるわけですけれども。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   この下の黒い線は何ですか。八木沢。 

道路計画課参事兼統括主幹   資料№５の図面があるんです。ゼンリンのコピーですけ

ど、その中に今現在その計画の中に上げられているのが、その左側の（市）川向道線と
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いうのと右側に（仮）中道通線というのがありまして、この２路線がその新市建設計画

の中の対象路線として上げられています。 

  川向道線につきましては地区内に南北交通、今、川向道線の下に黒く線が引っ張って

ありますけれども、今市道認定されている砂利道の道路がここにあります。 

  その左側に八木沢３号線というのがありまして、これについては、この八木沢川沿い

のところに私有地がありまして、ここを一部用地買収をして拡幅して新しい市道をつけ

てやろうという計画が今進んでおりまして、この八木沢３号線を整備することによって、

当初上がっていた川向道線と同じ機能が担保されるであろうということで、これをこれ

から静岡市として整備していきますよという資料として載せさせていただきました。 

  写真が２枚めくっていただきますとついていますので、そういう形で両方できないと

いうわけではなくて、川向道線については八木沢３号線を整備するということで、同じ

機能を確保できますということを紹介させていただいております。 

会長   それでは、どうでしょうか、川向道線、中道通線については、登載するかどう

かということについてはどうでしょうか。登載を要望することについてはどうでしょう。

今言ったように非常に難しいよという内容ですから、じゃあ登載しないよということで

も結構です。特に、この中道通線というのは何か実際に見に行くと川の上に道をつくろ

うなんていうね、何か全然わからないような道なんですよね。住民の皆さんがどれだけ

要望しているかもわからないし、じゃあ何のためにこの道が必要かということも。 

道路計画課参事兼統括主幹   中道通線について若干説明をさせていただきますと、こ

れ、あくまでも蒲原町時代に、この辺に道があったらいいのではないかという構想レベ

ルだというふうに私ども考えています。地元からの要望につきましても現時点では特に

いただいておりませんし、しかもＪＲ沿いの道路がありますけれども、ここもかなり狭

いものですから、この中道通線を仮につくったにしても突き当たりの道路になってしま

って、余り道路網として考えると効果はないと思われるので、そういう意味で緊急性と

か重要度は低いというふうに今とらえております。 

会長   この３つの線の中で東小学校駅前線道路改良、これについては今後、先ほどあ

ったように非常に難しいということですけれども、こういう案はどうだ、こういう案は

どうだということを審議会の方でいろいろ考えながら、あるいは、それを実現するかど

うかわかりませんけれども、やはり私も議員のときに、ここの交通整理を１週間もかけ

てやって、住民の皆さんがいかに危ないかということは実際にそこで立ち会ってみてわ
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かったような状態ですので、やはり安全を考えたら何かしなければいけないということ

だと思うんですよ。ですから審議会として今後いろいろな形で提案していくということ

で、ここの改良工事については登載をすると、あとの２線について登載を要望しないと

いうことでどうでしょう。いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   じゃあ、そういうことにしましょう。 

  一つ飛び入りなんですけれども、その他という資料を説明する前に№５１の非農業用

地の活用について、今、研究会等で動いているということで、きょう片瀬委員来ており

ませんけれども、かわりに簡単にやってください。稲葉委員が今動き、どういうことを

やっているかという動きだけ簡単に説明したいということですのでお願いします。 

稲葉委員   ここに書いてあります№５１の「環境保全ふるさとづくり事業」「県営畑

地帯総合整備事業内農業公園の整備」ということですが、前回の勉強会のときに、当初

県事業として平成２２年度までに具体的活用法とか、それに伴うその設備を含めて完了

させるということで今進んでいるのでという話の中で、第２次総合計画登載は必要ない

というふうな話も出たかと思うし、また、そういうふうな見方をしていたんですけれど

も、実は、過日９月２日に蒲原畑総非農用地整備勉強会というのを蒲原の中のＪＡを中

心にした研究会のメンバーと静岡市の農林水産部と勉強会を行ったんですが、その際、

その整理がちょっと明確になってきましたので、ちょっと報告しつつ述べさせてもらい

ます。 

  この蒲原畑総非農用地整備という事業には私は２つのフェーズがあるというふうに思

っています。一つは、非農用地を静岡市として平成２２年度までに購入するという仕事

ともう一つは、購入した非農用地を活用するための事業という２つがあるわけで、最初

に言いました非農用地購入については静岡市の方が平成２１年度、来年ですね、予算要

求して、平成２２年度に土地を購入すると。そして２２年度末、２３年の３月までにそ

こを登記していくというふうな計画をしていまして、そのために将来その非農用地をど

う活用していくかという方針を明確にして、それを明確にした中で予算取りをし購入し

ていくという作業が今、研究会等で進められています。それを手に入れた後、その非農

用地を活用するための事業というものについては別に県事業ということではなくて、市

として予算措置していかなければならないというふうなことですので、ここの５１番で

言っている農業公園の整備ということについては、この第２次総合計画に登載するとい
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う方向で進めていかなければならないというふうに、その辺が見えてきましたので報告

しておきます。 

会長   当初の考えでは２２年度までにすべて事業を完成してしまうというような話

のニュアンスで聞いていたんですけど、実際に話をしてみると今言うように、一応土地

は購入するけれども、その活用についてはその後でやっていくということのようです。

ですから、この第２次基本計画の中に入れていかないと事業が動いていかないというこ

とですから、やはりこれは入れていかなければならないじゃないかということでいいで

すね。 

稲葉委員   はい、そうです。 

会長   そういうことですので、この５１番については保留になっていますけれども、

登載を要望する事業ということでいきたいと思いますけど、いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   はい、じゃあ、そういうで、これはそちらに丸を入れてください。保留じゃな

くて。 

  じゃあ、その他、本日資料として提出しました№３８「第２水系沈殿池改良工事」、№

４０「新規水源確保対策事業」について、これはどのようにしたらよろしいでしょうか。

これは説明がないですね。今日は担当者いないから。資料５見てください。 

蒲原支所参事   資料３になります。 

会長   資料３ですね。「第２水系沈殿池改良工事」及び「新規水源確保対策事業」に

つきましては、平成２３年度以降の総合計画、財政計画の見直しの中で検討していく予

定ですということになりますね。これは登載しておいて、総合計画及び財政計画の見直

しの中でいろいろな内容が出てくるから、審議会としてもその内容を聞いて話し合って

いくということで登載を要望すると。いいですか。 

  それじゃ、№３８、№４０については登載を要望するということでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   それでは、これで整理表の中の事業についてほとんど決定したわけですが、№

５１の環境保全は終わった。№６６の「柵馬道整備事業」については保留となっていま

す。№６６の「柵馬道整備事業」については静岡市として、この事業の所管課も決まっ

ていない状況下でありますので、市からの説明も聞くことができません。よって判断す

るに難しいと思われますので、この「柵馬道整備事業」につきましては登載を要望しな
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いこととしてよいでしょうか。それとも保留のままにしておきますか。また何か出てく

ると登載しないと、きっかけがないから、これは保留という形で置いておくと。 

 いいですか。保留にしておいて、また何かのきっかけで問題が出てきたら要望していく

ということで審議会としては保留と。じゃあ６６については保留といたします。 

  今、４０分なんですよね。この新しく出てきた内容の検討をここでやっていくと中途

半端になりますね。これは次回に回しますか。新しく出てきた懇談会から出てきたもの

についてはどうでしょう。２０分でかたが付くような内容じゃないから、じゃあ次回へ

これは。それでは、この「新規検討事項について」は次回の審議会へ回すと。そこでま

た十分に議論するということでやりたいと思います。 

  それでは、（２）の「その他」を議題といたします。 

  事務局から何かありますか。はい、山崎参事。 

蒲原支所参事   ８月１９日の懇談会の席上、共立蒲原総合病院についての御質問があ

りましたので、資料７、「蒲原総合病院の現状」について、総務・防災課の方から報告

いたします。 

地域総務・防災課主幹   総務・防災課の天野です。前回の懇談会におきまして、共立

蒲原病院の現状について大変心配であるという御発言がありました。御存じのとおり共

立蒲原総合病院は一部事務組合となっております。一部事務組合は議会を持つ特別地方

自治体という位置づけであることから、こちらの審議会で直接意見を述べるというのは

いかがなものかと思われますので、事務局の方から共立蒲原総合病院の事務局の方へ資

料の提出を依頼しました。お手元に配られております資料７につきまして、病院の方か

ら提供がございました。 

  内容的には合併後も診療を行っていくという現状とか医師不足に対する検討、あるい

は経営についての内容となっております。市町村合併後も現在と変わらぬように診療を

継続して医師不足に対して努力していくという内容となっておりますので、皆さんの方

で御一読していただきまして、この件については御了承していただければなあと思って

おります。 

  以上です。 

会長   やっぱり審議会としても病院がどうなっているんだ、あなた地域審議会の委員

じゃないか、知らないのと言われるよりね、こういうふうな内容で報告を受けて、しっ

かり知っておいた方がいいということでこの資料７を出してもらいましたけれども、ど
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うでしょう。そういうことでいいでしょうか。はい、久保田委員。 

久保田委員   広報「しずおか気分」にね、先月号かな、小嶋市長がコメントしていま

すよね。皆さん読んでいると思うけど９月１日号、この３ページ目かな、ここに細かい

こと言いませんけど、「今後も静岡清水病院、そして共立蒲原病院を各地域医療の充実

に当面は努めます」こういうことを言っている、はっきり書いてありますよね。これは

我々何というかな、歓迎というか重く受け止めているんですよ。地域医療としてね、市

長がこう言っているんですよ。だから我々折に触れてね、蒲原病院を地域医療の中核、

恩恵を受ける地域ですから、これについてはやっぱり議論というか話題にする必要性が

あると私は認識していますが、どうなんですか。さっきの話を聞いていると、どうも余

りこの問題は触れなくてもいいような話をしていますが、質問します。 

地域総務・防災課主幹   事務局として、この問題については非常に地域の住民の方も

御心配だと思います。ただ、審議会としていろいろ議論することはよろしいかと思いま

すけれども、直接病院の方にこちらに出向いていただいて、直接言うのはどうかと、そ

ういう意味での趣旨です。 

久保田委員   （不明） 

地域総務・防災課主幹   そうです。それは構わないと思います。 

久保田委員   わかりました。 

会長   いいですか。そのほか、どうでしょう。はい、鈴木委員。 

鈴木委員   出していただいた資料を一読させていただいたんですが、完結にまとまっ

ているんですけれども、完結過ぎまして数字的なものが余り伝わってこないんですけれ

ども、あとそれから今後どういう方向性で、よりいい病院にしていくのか、立て直して

いくのかという部分は余り述べられていないかのように思われますが、病院の管理をさ

れている市当局としてどうでしょうか、この程度の報告でよしとされるのかどうか、ち

ょっと一度お聞きしたかったんですけれども、いかがでしょうか。この内容の報告があ

れば任せていいというような御判断をされているという理解でいいんでしょうか。 

地域総務・防災課主幹   事務局として、この市の方針を今ちょっとどうかということ

で御質問だと思うんですけれども、私ども審議会の事務局としては、この経営の所管課

ではないものですから、ここでちょっと市の方針とかそういうものはお答えできないん

ですが。 

鈴木委員   ちょっと言い方が悪かったかもしれないんですけど、もちろん市の方針と
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かまではお答えいただけないとは思うんですが、こうやって自分らなんか、この場だけ

の議論で言わせてもらうと、こうやって頑張ってるからいいんだよというような内容の

現状報告に見えるんですけれども、余り、私が期待していたのは、もっとそれよりもこ

れからどうやってまたこの病院を運営していくんだという部分を病院側がどう思って

いるかというのを聞きたかったんですけれども、現状の報告ではあるんですけれども、

将来にわたってどういう病院経営をしていきたいんだと、それでどうやって赤字を減ら

していきたいんだという部分が伝わってこなかったものですから、そういう部分もお聞

きしたかったなあというふうに思います。 

 そして一点だけ、もしお分かりになれば、この報告の中で教えてもらいたいんですけど、

１８年度の純損失が３億９,１００万円ですか。１９年度、１億９,４００万円と大幅に

減ってはいるですけど、まだ多額な赤字ですが、この減った部分の、どうしてこれだけ

減らすことができたかというのを、もし御存じであれば教えていただきたかったですけ

ど、これも聞いてはまずいですか。 

会長   別にいいんですけれども、内容を理解するためにいろいろ質問するのはいいん

ですけど、ああして、こうしてというのはね、それぞれの議員が出て、それでやってい

ますので、地域審議会の目的というのは、一つは諮問機関であり、一つは住民の皆さん

の意見を言うということはあるんですけれども、一部事務組合のものについては、そう

いう形の中で運営していますので、ちょっと地域審議会として取り上げるということと、

ちょっと違うかなという気もするわけですけどね。こういう資料が出てきたから内容を

聞くというのはいいんですよ。だけど、じゃあ蒲原病院議会と要望を出していこうとか

ね、そういうことが地域審議会の本来の目的とちょっと違うかなという気がするんだけ

ど、そこらどうなんでしょうか。 

  皆さんの意見を出していただいて、いや、地域審議会としてね、蒲原病院、医者が足

りなくて困っているじゃないかと、もっとしっかりしろと、地域審議会として要望を出

すかとかね。いや、地域審議会というのは何だということからいかないと、ただこうい

う会があるから要望を出すということだけじゃなくてね。地域審議会って、本来の目的

って何だということをしっかりわきまえて十分議論しないと。 

宮田委員   管理者が富士川町の町長だからね。 

会長   ちょっと雑談はよしましょう。どうなんでしょう。何か意見出してください。

時間もありませんので。はい、久保田委員。 
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久保田委員   やっぱり話題にする必要があると思うんですよ。今鈴木委員がおっしゃ

るようにね、いろいろと話をやっぱりここで出して、ここに市の当局者もおいでになる

からね。そういうところを通してでもいいから、とにかく話題としては出しておく価値

のある、さっきの市長がこう言っているんですからね、明言しているですからね、そう

いう形に対して我々もね、こういう会で言う必要は僕はあると思う。どうですか。 

会長   その点はどうでしょう。 

戸塚（善）委員   この場であれして、また調べてもらって答えをもらってと、そうい

うあれも一つの方法かもしれないですよね。 

会長   内容的に理解するために聞くということはいいんでしょうけれども、審議会と

して理解するために、いろいろ質問していくと。はい、寺門委員。 

寺門委員   これから富士と静岡が一緒になって、隔年ごとに管理者が変わるという感

じになっていくわけですよね。 

会長   それ、ちょっとわかりませんけど。 

寺門委員   ここ、書いてあるですよ。そうするとこれも２つの市が一緒になって蒲原

病院を運営していく場合に、市の立場としてお互いのトップ同士の話し合いの中でね、

じゃあ、この病院をどういうふうな方向性に持っていくんだというふうな考え方を示し

てもらうということが一つあれば、また我々も判断もしやすいし、どういう方向性、変

わっていくんだ、赤字も解消していくんだなというふうなことを鈴木委員も望んでいる

んじゃないかなというふうに私思ったんですけどね。そのぐらいのことは聞いてもいい

ような気がしますけどね、要望としてね。 

会長   わかりました。それじゃ今の意見をまとめますと、審議会として行動に移すと

いうことじゃなくて、あくまでも住民の皆さんが心配している蒲原病院の運営、そうい

うものについていろいろ聞きながら、審議会の委員としても情報を得ていくと。それで

わからないものは質問して、また返してもらうというふうな形で活動していくというこ

とでいいですか。どうですか。いいですか。はい、中島委員。 

中島委員   先ほど、やっぱり鈴木委員がおっしゃったとおり、こういうように数字を

出されますとね、当然これだけの差があるから、その内容はどうだったと普通だれでも

思うと思いますよ。その辺をね、もう少し説明があればありがたかったかなあ、そう感

じますが、今後そうしていただきたいと要望しておきます。 

会長   はい、佐藤委員。 
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佐藤委員   一部事務組合ということの構成なり設置の一つのもとがあるわけですよ

ね、基本がね。それとこの地域審議会というのももちろんそういう一つの設置基準があ

って、そこのところがどうやって接点を見つけるなり、というのは私自身もよくわから

ないんですけど、今話題に出たのは、特に一部事務組合の中でも病院経営がどうなるん

だろう、まさに地域医療がどうなるんだろうということの優先順位から言って病院のこ

とをお願いして、これだけの資料をもらったと。そうなると、あとは葬斎ですよね、葬

斎というか斎場、それから、し尿処理、ごみ、それから救急ですよね。こういうところ

もそれじゃどうしようかというところもある程度地域審議会としてね、整理とは言いま

せんけれども、どういうふうにそれら組合に対して、どういう気持ちで扱っていくのか

というか、扱うと言うのがいいのかどうかわからないですけど、どういうふうな位置づ

けに置くのかというところもね、ちょっと今、時間もうないですから、また一つ何か課

題としてやっていくことが必要じゃないのかなあというふうにはちょっと感じました。 

  話題にするのはいいんですけど、話題にするということは、ただ話題でわいわい言っ

たって意味がないことであって、そこの中でやっぱり問題点だとか心配事だとかが出て

くると思うのでね。そういうものをじゃあどういうふうに扱っていくかというところを

皆さんと何かいい方法があればね。地域審議会として方向性を見つけていくようにした

らいかがかなあというふうに思いました。 

会長   今、佐藤委員からそういう意見も出たわけですけれども、余り時間がないので

宿題にします。次の審議会までに。地域審議会としての役割というのはわかりますよね。

そういう中で、この一部事務組合の問題についてどうしていくかと。今言ったように内

容だけを十分理解するために説明だけ受けて、わからないところは聞いて、ある程度住

民の皆さんに聞かれた場合に答えられるようにしておくということなのか、また違う内

容があるのか、ちょっとそこら次の審議会までに、みんな交互に考えてきてください。

それでまた意見を聞きます。その他の項で。お願いします。 

  それでは、この問題はこれで終わります。その他。 

蒲原支所参事   生涯学習課の方からよろしくお願いします。 

生涯学習推進課副参事   生涯学習推進課の萩原です。よろしくお願いします。 

  資料、一番最後の資料８をごらんください。蒲原市民センターの建設について多少変

更というか動きがありましたので報告いたします。 

  この９月の補正予算で本年度の予算額の変更と継続費の表の変更という補正を上げて
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あります。ここに載せてありますのは継続費の方の変更です。２０年度、２１年度、２

年間で建設工事、設備工事、外構工事にこれだけかかるけれども、増減額をもって変更

するという表です。 

  庁舎部分と生涯学習交流館の部分と子育て支援センターの部分とあるんですけれども、

合計の欄をごらんください。現在のこの２年間の建設に関する予算は１２億３,２８０

万円となっております。変更後は１４億９,０００万円。差し引き２億５,７２０万円の

増額を今回要望しております。原因としましては、御承知と思いますけれども鉄鋼等の

原材料の高騰、特に、今年の１月から４月、５月にかけて急激に値上がりいたしました

ので、このままでは入札をしても落札者が出ないおそれがあるということで、変更、増

額の補正をしたものであります。 

  この補正をやることによって２カ月ほど着工がおくれるということはあるんですけれ

ども、完成は予定どおり２２年の３月に完成。それから準備をしまして、４月にはオー

プンを予定しております。 

  以上です。 

会長   ただいま、需用費が物価高騰等で足りなくなったということで補正を組んで、

それに充てるということで２億５,７２０万補正をこの機会で提案するわけですね。そ

ういう内容がありました。はい、どうぞ、稲葉委員。 

稲葉委員   この額の中には、現在取り壊しをしていますね。あの取り壊し費用という

のは当初のこの金額の中に入っていますか。この金額は全く更地から新しく建てたとこ

ろの金額なんですか。 

生涯学習推進課副参事   この金額は新しく建てる分だけです。建設の工事、それから

駐車場等の外構の工事、電気や衛生設備、エレベーターなどの設備工事、この３つの工

事の分だけです。このほかに取り壊しが七、八千万円とか、あと備品購入費とかがあり

まして、その前にも１９年度に調査とか測量の費用がありますので、総額としては１４

億３,２００万円ほどだったんですけれども、今回の２億５,７２０万円の補正で総額は

１６億８,９００万円ぐらいになります。 

  以上です。 

会長   そのほか質問ありますか。 

  事務局の方から、あと何かありますか。ありませんか。 

蒲原支所参事   次回の地域審議会の開催なんですけれども。 
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会長   それはちょっと待ってください。 

  それでは次に、委員の皆さんから、今日の協議以外で質問、要望ありますか。今日の

協議以外で、その他はもう入ってますから。 

久保田委員   常々考えていることですがね、恐らく、もう時間がそこへ来ていると思

うんだけど、東から行けば庵原高校の跡地の問題、それから私のところに若葉荘という

教職員住宅というのがあり、こっちにはみはま荘だか何とかというのがありますね。そ

ういうものを一括というと言い方悪いけど、トータルでどうするかという話をする時期

にきているような気がするんですが、ひとつぜひ頭の中へ入れておいてもらって、いつ

やるかはみんなで決めなければならないけど、そういうところへきているんじゃないか、

跡地の利用等をどう考えているのかということをね、やる時期にきているんじゃないか

と思うんですよ。そういうことを一つ。 

会長   それは次回にやりますので、また出してください。はい、戸塚正彦委員。 

戸塚（正）委員   一点、予算化されている事業で、みその公園整備事業の件ですが、

平成２０年度に２,３００万円で予算化されているんですけれど、あの場所は蒲原中学

校の正門前であって、以前は御園の派出所がありまして、ほんと先週までは１メートル

ぐらいの草がもう伸び放題で、歩道まで覆いかぶさっていたような状態なんですよ。そ

れで二、三日前に草を刈ってきれいにしてくれたんですけれど、公園整備はいつ着工に

なるか、それを聞きたいんですけれど、というのはまたあのまま放っておくと雑草が今

この時期ですから伸び放題になって、学校の正門前であるということを考えてみた場合、

環境面からも考えて、予算がついていれば一日も早く着工してもらいたいんですけれど、

その辺わかりますか。先ほど、公園計画課の方がいたんですけれども帰っちゃってあれ

ですけど。 

会長   ちょっと今わかりませんね。 

総務・防災課統括主幹   今はわからないんですが。 

会長   じゃあ、また聞いて連絡してください。 

蒲原支所参事   公園計画課の方の、今日の資料の中に御園の公園でよろしいんですか

ね。一応本年度整備を実施いたしますということで。 

戸塚（正）委員   それは聞いてるんだけど。 

会長   いつかということ。 

蒲原支所参事   ちょっとそこまでは。 
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会長   具体的にね、いつからかかるかということを聞きたいというもので、そこを聞

いておいてください。 

蒲原支所参事   じゃあ聞いておきます。 

戸塚（正）委員   予算がついていれば住民として一日も早く着工していただきたいと

いうのが要望です。そういう要望ですからよろしくお願いします。 

会長   はい、わかりました。 

  その他ありますか。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   私の言う問題じゃないと思うですけれど、老人センターの何か管理

者の苦情を老人から聞くんですけどね。館長だかといってバスの運転手をやっている。

運転者さんと言うと、私は運転手じゃない、こうだと言ってこうやる、そういうふうな

ことをね、どうも年寄りに対して言っているらしいですけどね。この人はどういうふう

な経歴の人ですか。ちょっと聞かせてもらいたいですけど。 

会長   蒲原支所長分かりませんか。 

蒲原支所長   全然聞いていません。 

会長   実際に私も聞いています。 

戸塚（善）委員   これ、もう蒲原町では、そういう話がちまたでにぎわっていますか

らね。一応ある程度、苦情か何かそういうあれが出てこない前に対処願いたいと思いま

す。 

会長   わかりました。ちょっと聞いてみてください。 

戸塚（善）委員   じゃあよろしくお願いします。 

会長   それじゃまた、本当は今日新しい問題やる予定だったんですけれども、公共下

水道等でかなり突っ込んだ議論があって、そちらまで回りませんでした。次回に、まだ

来年の３月までにある程度まとめれば第２次基本計画の方へ登載の要望ができるとい

うことですので、次の審議会でやっていきたいと思います。 

  そこで、次の審議会の日程ですね。 

蒲原支所参事   次の審議会の日程なんですけれども、今、衆議院選挙がいつになるか

ということでニュース等でいろいろな日にちが出ております。１０月２６日とか１１月

９日ということで出ておりますので、そこら辺を見ながら、この場で決めることはちょ

っとできませんので、そこら辺見ながら決まった時点で会長、副会長に相談しながら決

めていきたいと思いますけど、それでよろしいでしょうか。 
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会長   いいですか。まだ流動的ですので。じゃあ、そういうことで決まり次第、日程

については皆さんの方へは連絡すると。 

蒲原支所参事   期日前投票が１週間前からありますので、この蒲原支所の方でも期日

前投票所ができますので、そちらの方へ大分出てしまいますので、ちょっとそこら辺は

勘弁願いたいと思います。 

会長   じゃあ諸般の事業をよく検討して日程を決めるようにしますので、よろしくお

願いします。 

  これで本日の議事はすべて終了しました。なお、本日の会議録の署名は、名簿順に片

瀬幸修委員に署名委員をお願いしたいと思います。じゃあ、どうも長時間にわたって御

苦労さまでした。 

（午後４時１０分 閉会） 
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