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平成２０年度第５回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２０年１０月３１日（金） 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、寺門委員、 

戸塚（正）委員、戸塚（善）委員、内藤委員、中島委員、 

宮田委員、石野委員、磯部委員、江澤委員、中山委員 

（片瀬（正）委員、鈴木委員、野村委員欠席） 

        （関係課）収集業務課：前田課長 

廃棄物政策課：秋山参事、大塚主査 

消防防災課：梅原課長 

消防警防課：有賀課長 

        （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）各委員提案の次期総合計画への登載要望事業について 

    ・資料１ 懇談会における新規検討事項 

    ・資料２ 第１次基本計画に登載されていない投資的事業の整理（９／１６現在） 

 （２）由比町合併に伴う一部事務組合の取扱いについて 

 （３）その他 

   ・資料３ 庵原郡環境衛生組合の解散について 

   ・資料４ 蒲原地区のごみの出し方の変更について 

   ・資料５ 庵原斎場の利用について 
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蒲原支所参事   皆さん、こんにちは。定刻より少し早いですけれども皆さんそろいま

したので、ただいまから平成２０年度第５回静岡市蒲原地域審議会を始めたいと思いま

す。本日はお忙しい中御出席をいただき、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、野村委員、鈴木委員

の３名が欠席との報告を受けております。それと佐藤委員が若干遅れるということです。

現在１５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「懇

談会における新規検討事業」、資料２「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９月１６日現在）のものです。資料３「庵原郡環境衛生組合の解

散について」、資料４「蒲原地区のごみの出し方の変更について」、資料５「静岡市庵原

斎場の利用について」であります。お手元にございますでしょうか。 

  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、よろしくお願いします。 

（須藤会長あいさつ） 

会長   皆さん、お忙しい中、本当に御苦労さまです。 

  静岡市に蒲原町が合併して早いもので２年半が過ぎました。明日由比町とそれから富

士川町がそれぞれの市に合併をいたします。これで由比が静岡市に合併ということで、

飛び地合併という問題は解消するわけです。 

  由比町を見ますと合併に当たって給料を上げたり下げたり、あるいは合併協議会で地

域審議会等の設置ができなかったということで、ＮＰＯを立ち上げてやっていこうとい

うことだったですけれども、ＮＰＯの会費だけでは運営できないということで、補助金

あるいは財産の譲与を要請して、町長が議会にかけ、可決されたと。合併協議会でどう

いう内容が決まったか、私よくわかりませんけれども、蒲原町の場合は合併するに当た

って、財産はすべて静岡市に渡すという決めで合併したわけですけど、そこらは今後ど

うなるんでしょうか。 

  ほかの町のことはその辺にいたしまして、ここ蒲原地区は地域審議会を設置して、こ

こ２年半やってきました。いろいろの協議をしてきたわけですけれども、今日のこの会

合は、建設計画の中になかった新しい内容を皆さんに出していただきましたので、今日

はその内容について、第２次基本計画の中へ載せてやっていくかどうかということの議

論をしていただきたいと思います。２時間という短い時間ですので、有意義な協議をよ
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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。 

   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。 

  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

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時ごろの終了予定ですので、御協力をお願いいたし

ます。 

  議事でいきますと（１）があるわけですけれども、実は、廃棄物政策課の方より、ち

ょっと仕事の都合で、先に「その他」の資料３と４を説明させていただきたいという要

請がありまして、それを受けました。そういうことで３と４の資料の説明を最初に行い

ます。 

  それでは廃棄物政策課、説明をお願いいたします。 

廃棄物政策課参事   廃棄物政策の秋山です。よろしくお願いします。 

  蒲原地域審議会委員の皆様には日ごろ廃棄物行政に御協力いただき、この場をお借り

しまして、お礼申し上げます。 

  本日は、由比町合併に伴う一部事務組合の取り扱いについてという関係で大分遅くな

ってしまったんですが、庵原郡環境衛生組合の解散について簡単な御報告をさせていた

だきたいと思います。 

  資料３番の方をお願いしたいと思います。 

  まず、こちらの方に解散の概要が書いてあるわけですが、皆さん御存じのとおり環境

衛生組合につきましては、ごみ処理施設 富士川クリーンセンター、し尿処理施設 衛生

プラント、それと庵原斎場最終処分場から成っております。これを昨年度から合併協議

会の中でも話し合われたことですが、由比町との合併にあわせまして、この組合も解散

するということで、今日をもって解散する運びとなりました。 

  ここで、構成市町による財産処分の問題がありまして、構成市町で協議する中で、そ

ちら３番の財産処分の概要ということで、土地については道路を挟みまして市域、市町

域ですね。旧の富士川町と静岡市との間で土地をわけました。富士川クリーンセンター
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は富士市が引き継ぐことになっておりますが、今現在、廃止を予定されております。老

朽化も激しいということもありまして、３０年を経過していること等からクリーンセン

ターは廃止するということです。衛生プラントにつきましては地元の方の要望もありま

して、し尿処理料金の引き上げ等につながらないようにということで静岡市が引き継ぎ、

蒲原区域及び由比区域のし尿浄化槽汚泥等を処理することになっております。もう一つ、

庵原斎場、最終処分場は市域の中にありますので静岡市が引き継ぎ、運営させていただ

くことになっております。 

  それで、４番の明日以降の皆様への影響なんですが、ごみ処理につきましては、もう

既に皆さんやっていただいているとおり、家庭ごみの取り扱いについては変わることは

ございません。事業者の方の事業系のごみ処理方法が一部変更となります。事業系のご

みについては、廃棄物処理法によりまして事業者自らが処理することになっているもの

で、申しわけございませんが静岡市の清掃工場へ直接持ち込むか、あるいは収集運搬許

可業者へ委託して、ごみの処理をお願いするということになります。 

  そこで、収集運搬許可業者へ委託する場合ですが、そこの米印に書いてありますよう

に、専用のごみ袋を許可業者の方で取り扱っておりますので事業所まで、皆さんのとこ

ろまで許可業者が回収に行くというサービスを今、許可業者の組合の方が皆様のところ

へ説明に回らせてもらっているところでございます。 

  ２番目のし尿処理については、料金と取り扱いは変わりません。斎場の使用について

は後ほど、区政課の方から御説明をさせていただく予定でおります。 

  解散については以上のようなことです。 

  それともう一枚、資料の４、１枚めくっていただきまして、蒲原地区のごみの出し方

の変更についてですが、これにつきましては自治会の協力を得まして全戸配布というこ

とで、１１月１日号の広報と一緒に配付させていただいたところです。 

  大きな変更点は３つほどありまして、まず一つ目としましては、布団・じゅうたんな

ど、これについては今までは３０センチ以下に切るとか、布団の日を設けておりました

が、布団の日は３月までは継続するんですが、今後は可燃ごみとして出すことが可能に

なりました。ただし、指定のごみ袋に入れる、あるいは１メートル以内に切る、あるい

は畳んで縛るというような方法でお願いをしていただきたいと思います。 

  ２番目としまして、大掃除・引っ越しなどの多量ごみについては、清掃工場の方へ直

接持ち込むことが可能ですので、よろしくお願いしたいと思います。 
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  それから、組合の方にありましたペットの死体についてなんですが、これについては

いろいろな問題がありまして申しわけございませんが、清水斎場あるいは民間のペット

霊園の方へお願いしたいということで、このチラシの方を配付させていただいておりま

す。 

  裏面につきましては、詳細について書いてあります。 

  以上、廃棄物政策課からの報告事項です。よろしくお願いします。 

会長   ただいま資料３、資料４の説明が担当課の方からありました。 

  今の内容につきまして質問がある方は出してください。はい、内藤委員。 

内藤委員   一時多量ごみで、直接多量のごみを清掃工場に持ち込みをした場合には、

これは有料になりますのでしょうか、無料でやっていただけるのでしょうか。 

廃棄物政策課参事   清掃工場への持ち込みは、家庭ごみとして無料で取り扱わせても

らいます。 

会長   いいですか。はい、そのほか。内藤委員、今の関連ですか。 

内藤委員   ありがとうございました。無料で取り扱っていただけるのはとても助かる

と思います。それからもう一点ですけれども、事業所のごみですね、これは回収業者が

専用のごみ袋というのは、これはいつから始まるというのは、まだ決定、わからないの

でしょうか。 

廃棄物政策課参事   もう既に一部、委託契約が整えば、事業所の方とごみの許可業者

とが委託契約を結ぶような形になりますので、一部ではもう始まっているかと思います

が。 

会長   いいですか、内藤委員。             

内藤委員   専用のごみ袋というのは幾らくらいかかりますか。 

廃棄物政策課参事   料金については処理料と運搬料がありまして、１袋４０リットル

前後になると思うですが、これで１６０円前後になるかと思うんですが。 

会長   はい、そのほか質問ありますか。いいですか。一部回覧で回っている内容もあ

りますね。それでは、この問題については、これで打ち切ってよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

会長   はい、では、御苦労さんです。何か忙しいようですので、どうぞ。 

  それでは次第に戻りまして、議事の（１）「各委員提案の次期総合計画への登載事業に

ついて」を議題といたします。 
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  ８月１９日の懇談会の中で、各委員から合併建設計画関連事業以外で新規に検討した

い事項が出されました。これを箇条書きにしたものが資料１の「懇談会における新規検

討事項」です。今からは、この新規事業について一つ一つ協議をしていきたいと思いま

す。それでは、番号順に協議していきたいと思います。 

  まず、資料の項目ごとに提案者が記載されていますので、提案者から要望する要旨等

を簡潔にお話ししていただき、その後意見交換をしていきたいと思います。 

  それでは、私がトップのようですのでやらせていただきます。 

「庁舎の跡地利用について」、市民センターが２２年の３月に完成いたします。現在庁舎の

中にいます支所の職員は皆、市民センターの方に移るわけですね。そうすると移った後

の庁舎の跡地利用を検討する必要があるだろうと。やはり蒲原地域住民の皆さんの有効

利用ということで、いろいろと出てくるのではないかなあと思うんですけれども、ただ、

移ってから協議していくでは、やっぱり遅いのではないかなと気がするんですよ。やは

り移る前からある程度協議していって、第２次基本計画の中へと、その項目を入れてい

かないと予算づけができていかないと、調査するにしてもですね、予算づけができてい

かないということもありますので、そういうことでこの事業をただ議論して案を出した

から、すぐできるというものではないですね。庁舎のそちら側は耐震性が悪いから多分

取り壊して、また新しい建物をつくると。みんなの要望によるでしょうけれども、そう

いうことからこの庁舎の跡地利用について、残していった方がいいだろうということで

提案いたしました。 

  以上です。 

  何か質問、意見等がありましたら出してください。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   跡地利用ということで出していくだけでいいのか。もっと具体的に跡地利

用ということで、こういうふうなものをつくっていくとか、こういう目的のために市の

事業として運営したらどうかという具体的な項目を上げた方がいいじゃないかなと思

うですが、跡地利用については、もう当然出していくというのは賛成ですけれども。 

  いいですか、もうちょっと続けますと、耐震性に問題あるので、もう支所機能をここ

で終わったら、すぐにでも解体したいというふうな意向も聞いているですけれども、そ

の後、一昨年のタウンミーティングのときでも、中区の方の土地に高齢者用の介護予防

施設、介護者にならないように事前から健康を保つというふうな、その目的のための施

設をというふうな声があって、ぜひ跡地利用として、この支所の跡にそういうふうなも
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のをつくったらどうかと、そういう要望もタウンミーティングで出ました。 

  この近くには幼稚園もあるし小さな子供たちと、それで介護予防の比較的高齢者との

交わりということも含めて、ここをそういうふうな目的のために有効利用したらどうだ

ろうかというふうな話も出ていましたので、その辺のところまで突っ込んだ形で登載し

ていけたらいいじゃないかなというふうに思います。 

会長   具体的な内容にまで突っ込んだ中で基本計画の中へ入れていく、あるいは、そ

うじゃなくて、ただ跡地利用という形の中で入れていくと。今のちょっと突っ込んだ内

容になっていますけれども、何か御意見ありますか。はい、石野委員。 

石野委員   稲葉委員の考え方に賛成ですけど、これだけの広さがあるから全部を老人

のためじゃなくて、ここというのは夏にお祭りの広場になるし、それから災害のときに、

これだけの広さの半分ぐらいはそういう避難地、ここ、ものすごく住宅が密集している

ところですよね。逃げる場所がないです。学校まで行くなんていうのは遠いですからね。

そういう面も考えた跡地利用にしていただきたいと私は思います。 

会長   跡地利用について、２２年３月まで十分時間があります。今ここで議論をしな

くても、じっくりとそういうものを載せていこうということの中で、じゃあそのときに

なったらこういう提案をしていこうということで、まだ１年半以上ありますね。 

石野委員   考える方向性は必要ですね。 

会長   一応こういう内容を載せるかどうか、あるいは、具体的な内容はそのときまで

煮詰めて、審議会として提案していくということでいいような気もするですけど、その

点どうなんでしょう。はい、内藤委員。 

内藤委員   提案をしてくださった会長さんは、何かその跡地利用に対してのそういう

具体的な何かプランみたいなのはお持ちですか。 

会長   具体的なものは私も持っています。 

内藤委員   ぜひそれをお聞かせいただきたいです。 

会長   まだ今言ったように時間があるから、みんなで議論していった方がいいだろう

と。私もあります。例えばですね、東・中・西に老人センターを造ったらどうだろう。

今、西にありますね。歩いて来れるぐらいのところに老人センターをつくると。中はこ

こで、東部は、ごみ収集車を東町のところに旧蒲原町の清掃事務所の用地があるんです

よね。それはもう要らなくなりましたので、今、更地になっています。東区の方では会

合の中でそんな話も出ています。ですから、そういう案も一つの案としてはいいのかな
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あ。あるいは、これ、ある方と話をしたですけれども、特養のようなものをつくって、

それを民間委託して、例えば建物は公がつくって、それを貸し出して民間に委託する。 

  先ほど稲葉委員の方から出ましたように幼稚園もあると。だから、お年寄りと子供た

ちの交流ができると。そういうことが静岡市の登呂の方で実際にやっているというふう

な話もちょっと聞いております。だから、そういう案もどうかなというのは、いろいろ

案はありますけれども、ただ、今言われたから言ったんですけど、日にちがまだありま

すので、十分検討していったらいいかなと、そういうふうに思います。 

稲葉委員   会長、日にちがあるというふうに言うんですけれども、ここ１年半くらい

の動き見ていますと、その関連した部局というんですか、一日でも早く、例えば住民の

声で請願書とかをやっても、どんどん進めないと予算取りもできないしという声もちょ

っと聞こえてきますし、私は時間ないんじゃないかと。どんどんもう具体的にまとめら

れる構想は方向として、きちっとして進めた方がいいんじゃないかなあというふうに思

いますし、これに関連した話いろいろしていますと、今、会長の建物は公が建てて、そ

れがだれかが運営する、民間が運営するという話もありましたけど、もっとそうではな

くて土地は市が貸せるよ、ただ、目的は、例えば介護予防だとか老人センター、こうい

う目的のためにやるその業者というか、手を挙げろというわけで、それでコンペして、

建物から運営までを全部任せるというような構想もちらちら聞こえてくるもんですか

ら、一般論ですけどね。聞くものですから、そんなことも含めると早くに手をつけて予

算取りなどして進めていかないと、ちょっと間に合わないのかなという感じもしますの

で、私は時間は余りないと思っています。 

会長   はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   私は、そういう建物は必要ないと思います。ここは、もうつぶした

ら公園にして、その下へ雨水の貯水池を造ってもらうと。そして、この山の、ここのポ

ンプの稼働のあれでいくと、最初計画した４分の１ぐらいしか雨水が入ってないらしい

ですよ。ですから、この辺はもう大きな雨が降れば、あっぷあっぷになりますよね。そ

れがみんな油缶川へ流れてきますからね。今度あの油缶川もいいあんばいに改修工事が

始まりますからね。それにあわせてね、ここに雨水をためる場所を必要とするものです

からね。だから、そういう建物を建てるよりも、まずそういうふうなあれにして、避難

地にするというふうな目的で私は考えていますけど。 

会長   ちょっと皆さんの意見を聞くと、なかなかまとまりません。今日は、そのほか
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にまだいろいろな項目があります。ですから、跡地利用という形で項目を載せるかどう

か、そういう要望を出していくかどうかということで決めていきたいと思います。例え

ば建物はだめだと、避難地とか公園でいいよという意見もあるし、まだいろいろとある

と思うんですね。それをここでやっていたら、まだあと。 

戸塚（善）委員   会長、だからね、それをそれで一応載せるなら載せるとして。 

会長   だから、それを聞きたいんです。 

戸塚（善）委員   この機会を新たに設けますよということで先に言ってくれればね、

それである程度了解はできるですよ。ただ、載せるか載せないかと今ここで議論はでき

ないというから、時間的に確かにできないですよ。 

会長   今日の目的は、私の趣旨に対して皆さんは。 

戸塚（善）委員   だから結局ね、今言った話がもう、かち合うのは最初からわかって

いることですよね。 

会長   いや、それはわかりませんよ。皆さん、それはいいことだと言ってまとまるか

もしれないし。 

戸塚（善）委員   みんな十人十色でね、いろいろあると思うですよ。だから結局、こ

れは一応載せるか載せないかだけを決めて。 

会長   そうです。だから、今その話をしているんです。 

戸塚（善）委員   あとは議論で、また時間を設けて、つぶしていく。 

会長   うん、だから時間があるから。 

戸塚（善）委員   時間があるからじゃない。 

会長   いや、あるでしょう。 

戸塚（善）委員   あるって。 

会長   来年の３月ぐらいまでに決めれば、第２次基本計画は載せられるという話もあ

るわけです。 

寺門委員  ２２年３月に、ここがもう引っ越しになるわけですよね。これがだれもいな

いと、利用しないような建物が残るわけですよね。そういうことで住民の皆さんも心配

になるでしょう。ですから、これをね、跡地利用するということを前提に基本計画に入

れていくには、何月までに皆さんと議論をして、こういう計画を載せようかということ

を決めていくようにして、この跡地は必ず利用するんだよという項目は残して、これ、

提案として取り上げていただいて、また時間を考えて、おしりに合うように、基本計画
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に合う時間に間に合うように議論していく方法が一番いいんじゃないですか。 

戸塚（善）委員   だから最終的には、やっぱり日にちを明確にしておいた方がいいと

思いますよ。 

会長   ちょっと私が説明したのでは納得できないでしょうから、当局の方から第２次

基本計画の中に入れていくためには、いつまでにしっかり決めていただかなければ入っ

ていけないという、その期限がありましたら、ちょっとここで説明してください。 

総務・防災課統括主幹   総務・防災課です。 

  ２次総に向けて作業が本格化するのはこれからですのでね。今年度中にまとめて要望

を出すと。２次総に載る、載らないは、担当課の判断になるわけですけれども、大体今

年度中におおよそまとめていただければいいのかなあということなんですけどね。まだ、

その２次総をつくる方も具体的に、では、どういう段取りでという細かくスケジュール

が決まっていないと思うものですからね。その辺は何月何日までということは、ちょっ

とこの場ではまだわからないんですけれども、おおよその目安として今年度中くらいに。

末くらいでどうかなという考えは、私の方は持っていますけれども。 

会長   いいですか、そういうことです。 

  それでは庁舎の跡地利用については、審議会としては、それを載せていこうと。ただ

具体的な内容については今後話し合っていこうということでいいですね。 

  はい、では、（２）に移ります。 

蒲原支所参事   それでは、資料（２）を見ていただきたいと思いますけれども、資料

２の第１次基本計画に登載されていない投資的事業の整理というので、もう登載を要望

しない事業、９月１６日に決まりました事業は、もうこの中から抜きました。登載を要

望する事業と保留の事業だけ入っております。 

  その下に①から⑪まで、この新しい新規検討事業が記載してありますので、そこの登

載を要望する事業のところに一応丸をつけておいていただきたいとお願いします。 

会長   では、①については丸。 

蒲原支所参事   ですから今後の議論についても、終わりましたらそこでお願いします。 

会長   確認してね、はい、わかりました。では、②「教職員住宅（はるみ荘）跡地の

有効利用を」についてよろしくお願いします。 

稲葉委員   現在、文化センター、今、工事していますが、その横に教職員住宅はるみ

荘がありますが、そこは現在２世帯が入居中であると。聞くところによりますと来年３
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月ですかね、退居の予定というふうなことも含めてちょっと聞いております。 

  ２２年の３月には蒲原市民センターも完成するわけで、はるみ荘も耐震の問題もある

かと思いますし、退居後速やかに解体して、市民センターに併設する駐車場として有効

活用を図っていっていただきたいというふうなこととあわせて、その体育館のところに

プールがありますけど、あのプールを例えば補修といいますか建てかえなければいけな

いとかいう話になったときには、例えばプールをはるみ荘の跡に先つくっておいて、プ

ールの方は壊したら、それを駐車場にしてしまうとか、市民センターの一つにしてしま

うとか、そういうふうなことでいずれにしても、はるみ荘の跡の土地を市民センターと

併設した駐車場等に活用していってほしいというふうな提案です。 

会長   ただいま提案者から説明がありました。質問ありますか。 

宮田委員   この件につきまして、この第２次に登載しなくても、２次ですか。 

会長   だから、登載するかどうかということで今話し合っています。 

宮田委員   これ、登載しなくても静岡市の事業として成り立たないんですかね。 

稲葉委員   ちょっとわかりません。 

宮田委員   そこら辺ちょっとわからないですけどね。例えば、はるみ荘についても教

職員というか公共のものであってね。これをつぶして、どうのこうのというのを例えば

審議会でやらなくても、静岡市のこれからの教職員のこれをどうするかということにつ

いてね、市の方の考えとしてやっていけないものですかね。そこら辺ちょっとお伺いし

たいです。 

総務・防災課統括主幹   市としての意味合いがちょっとわからなかったんですが、市

として独自にやるということですかね。 

宮田委員   あの建物自体が市のものになっていますよね、もう現在。蒲原のものだっ

たんですけど。その市の持ち物について例えば、もうこれ要らないからつぶすよという

考えは、市の方での考え方は持っていないですか。 

蒲原支所長   現在のはるみ荘自体２棟あるわけですが、これは経年劣化によるところ

の傷みがひどくてですね。これ以上補修をして、本来の目的であります公立学校共済組

合の融資を受けた建物ですから、教職員の入居という形を予定していたんですが、これ

も昭和５０年代になりますと持ち家がどんどん進みまして要らなくなってしまったと

いう形で、入居の中においては教職員の割合がものすごく少なくてですね。警察職員と

か消防職員とか町の職員を入れていたという経過があります。非常に、もうこの時点に
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おいて役割が非常に終わってきていると。ですから、この建物自体に対しては、もう不

用であるという考え方が旧蒲原時代もありました。そういうような内容をもって静岡市

とすり合わせをやりまして、現在のところはまだ２世帯入っておりますので、そのまま

継続しておりますけれども、これは静岡市にとっては今後は不要になるということが想

像されます。 

  ただ、それについて、いつ壊すかということについては、ちょっと間接的な話を聞い

ているもので確かじゃないですが、ここ近い段階で、あの建物を壊してしまう、要する

に維持管理かかってしまうものですし、もし浮浪者なんかが入り込むとまずいものです

からね。壊してしまうというような話は聞いております。壊した後どうするかという部

分については正直わかりません。ただ、あそこの土地の素性は、全体的に昔あった蒲原

西小学校の校舎跡地１万 2,300 平方メートルぐらいですね、ここのところを部分部分で

もって、今それぞれの建物が乗っておりますので、今度できる市民センターもその部分

ですし、蒲原体育館もその部分に乗っていますしプールもあると。図書館ももちろんそ

ういうことでございますので、そういう割合の中で今後どうしていくかという部分は、

この審議会の中でどういう、地元へこういう希望を持っていますよという部分をおまと

めになるのは差し支えないのではないのかと思います。今のところ経過から考えますと、

不用になってきているということは事実だと思います。 

  以上です。 

宮田委員   それで、例えば市がつぶすにしても、市がやると思うんですけど、この合

併した中での協議会とかそういった中で、例えば、あそこをつぶして建てるものについ

ては、例えば合併協議会で話し合った中の合併特例債の中のお金を使ってやらなきゃな

らない事業なのか、静岡市が合併特例債の中での金を使うのか、使わなくて静岡市でや

るのか。そこら辺はちょっと僕はわからないんですけど、そこまでは合併特例債を使っ

てやらなければいけない事業なのか。そこら辺ちょっとわからないんですが。 

蒲原支所長   少しお金の結びつきとの考え方が地元としてはそういう発想もあるん

でしょうけれども、市としては本来のその事業計画をなぜ立て、そして、その事業計画

に基づいて財政計画を裏打ちしという、この組み合わせというのを市として、どの地域

にどういう施設が必要だという判断が先にあって、そして、そこにこういうものを置く

よというのが全体の合議の中で、もちろん事によっては議会の議決もとって事業が決ま

るわけですね。ですから、この地区において合併特例債というその財源調達としては非
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常に有利な方法があるという、この蒲原地域に特異のそういう条件があってもですね、

それがあるからやるんだということではありません。あくまで本当に必要だということ

を事業として所管課、静岡にいっぱい所管課がございますので、その所管課で、この地

域にこういう事業をやりたいというもので決定が出ませんと、それはできないわけでご

ざいまして、その点は、一つ御理解いただきたいと、こういうことです。 

会長   特例債というのは全部が全部該当するわけではないから、何か事業やったら、

すべてが該当するということじゃないものですから、だから、そういうこともあるんじ

ゃないですかね。 

  では、そのほか質問ありますか。はい、石野委員。 

石野委員   稲葉委員が言ったことで関連して、ちょっと質問ですけど、確か、あのプ

ールも老朽化していますから壊さなければならないんですけど、確か、この市民センタ

ーを建てることについて協議しているときに、体育館とかプールとかあの周辺の整備に

ついて、なぜ一緒に考えないだということが話し合われたことありますよね。 

会長   はい、あります。 

石野委員   そういうことを考えると、あのプールをそう簡単にね、動かすことができ

るのかどうか、そういう話し合いができるのかどうかね。ちょっと私その辺、疑問に思

っているんですけど、質問しました。 

会長   あそこへプール持っていくという話が今、ただ、例として、そんな例もあるよ

ということだから。 

石野委員   プールを動かすことができるかどうかなんていうことは、できるのかわか

らないですか。 

稲葉委員   私が提案したのは、いろいろな可能性があるわけで、そういうときにも有

効利用としてね、一つ入れてもいいんじゃないかなと。要は、プールになろうが（不明）

いいんですけれども、あるいは、ほかの目的のために市がこれやりたいからと勝手にや

られてしまうよりは我々の意思として、つばつけておいて、この市民センターの全体の

一画として、きちっと明確にしていくということをしておいた方がいいんじゃないかな

という考えです。だから、プールが先々どうなるかどうかは、それはまたスポーツ振興

課かどこかの仕事だと思うんですけれども、そのときまたそれは考えればいいんじゃな

いかなあと。いずれにしても、とりあえずは駐車場にでも確保しておいたらいかがです

かという提案です。 
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会長   いいですか。はい、片瀬委員。 

片瀬（幸）委員   ８月の懇談会のときに、市民センター完成後の周辺の整備という提

案があったような気がしたんですけど、それにも関連するわけですからね、これはぜひ

登載してもらいたいわけですけど、これに関連して、要するに北路線から南路線へ行く

都市計画道路、それも関係してくるような感じがするものですから、その周辺の整備に

ついては検討課題じゃないかと思いますから、これは当然賛成です。 

会長   いいですか。では、これはそういうことで載せると。内容的に審議会として、

こういう要望をしていこうというのはまた後で（不明）。今日は、これの内容について

だけやってください。いろいろつけ加えていくと広がっていきますので。あんまり関連

で広がらないように。 

久保田委員   諏訪町に若葉荘というのがありますよね。ああいうそれぞれ、ほかにど

こがどうかわかりませんが私のところで言うとあれ、そういうようなものを総合的に考

えてもらいたいなあ。支所長の方でね。あれだって維持費だってばかにならないんです

よ。それだけ。 

蒲原支所長   諏訪町の上側の若葉荘ですよね、独身寮ですね。あれもさっき申し上げ

ましたように、はるみ荘と同じように公立学校共済組合の融資を受けて建てた施設です。

旧蒲原町時代には、やはり独身の教員を入れていたというのがあったんですが、やはり

あれも妻帯者用のはるみ荘と同じように、だんだん一戸建てや外へ出ていって民間の家

へ入るような人がたくさん出てきてしまったもので、事実上は警察官入れたり郵便局の

職員入れたりという時代がありました。今は、もうほとんどいないです。ただ、無人に

しておくわけにいかないもので入れているじゃないかなあと思います。 

  あの建物自体は今後、あの建物を受け取った部門があるものですからね。その部門で

どういう計画を持っているかというのは聞かないと、ちょっとわかりかねますけれども、

今唐突な御質問でございますので、ちょっと公立学校共済、その若葉荘は今後どうなる

ですかという部分については聞いておりません。そんな感じです。 

会長   それでは③に移ります。いいですね、では、丸で登載。 

  では、次に移ります。③の「100 トン貯水槽に蛇口の取りつけを」、久保田委員。 

久保田委員   これは予算化というよりも、これは防災の方の問題だと思うですけど、

二、三年前に防災の訓練を蒲原町で、静岡市の防災課が来てやってくれたんですが、そ

こでの課長の話で、今、１００トンタンクがあるでしょ。あのタンクのところの取り扱
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いをその前に別の日にやってくれたんですよ、説明を。非常にやりにくい。担当の課長

は、これ、近いうちに、平成１９年度中に蛇口をつける設備にかえますと。おいおい３

つあるんですか、４つあるですか、１００トン。蒲原に３つあると。それをおいおい、

かえていきますという話なんですよ。だから、これ、ここに載せるかどうかというよう

な問題は別としてね。使いやすくやってもらうということ、それが一つね。 

  今、蒲原中学にはもうできているという話なんですよ。そして、蒲原地区が校長に聞

いてみたんだよ。いや、わかりませんと言ってね。その程度なんですよ、防災に対する

100 トンの設備をつくりながらだよ。その使い方については、要するに後行程というか、

実際に我々が受け取るものについては全くね、何やっているんだという感じなんですね。

今までが何につけ、自分の口へ入るとこまで行くのが設備なんですね。 

  そういうものをちゃんと完結して、管理者はだれで、管理者が例えば山梨に住んでい

る人が校長でもいるでしょ、蒲原中学にはね。そういう人を管理者にしていいのかとい

うこと。自治会でやった方がいいのかと、そういうことを含めてね、蛇口の問題は物理

的な問題で、もう一つは、そういう管理者はどうするんだと。場合によっては日の出町

とか新栄町の自治会が防災委員長を決めて、そこがちゃんと管理するようになっていま

すよとか、しますよとか、近隣でそれを使う地区の防災委員長はね、一応みんなで話し

合って、ああこうなっているのかといかなければ設備じゃないんですよ。およそ設備と

言えないんですよ、それでないと。そういうことをきちっとやれというのが僕の基本的

な考え方。そこで蛇口という話しているわけ。 

 そういう予算にする、ここで議論する話じゃないような気もするんだ。 

会長   ああそうですか。では、これは却下していいですね。 

久保田委員   いや、却下というか。 

会長   ただ、そういう気持ちで今後、検討してくれという話で。 

久保田委員   要するに生活の我々の防災から優先順位は高いですよ、これは。 

会長   検討してほしいということで。 

蒲原支所長   会長、すいません、では、私の方で集めている情報だけ、参考になるか

どうかわからないんですけどちょっと申し上げますよ。１００トン貯水槽というのは多

分、久保田委員は緊急時における給水の問題ですね。 

久保田委員   そうです。 

蒲原支所長   ということについて現在、先ほど、１００トン何基あるんだという話で
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すけど、まず、その点お答えします。８基あります。それで、そのうち、この給水栓の

設置が計画とそれから既に済んでいるものは３基ございます。場所は、はまかぜ公園っ

てございますね、堰沢の。これはもう連結給水栓を設置しております。それから、新栄

町分としては中学校、これについても設置が済んでおります。あともう一基は東小学校

ですね。東小学校についても来年度設置、２１年度の設置と、こういう計画があるよう

です。 

  いずれにしても、どういうようなこの給水計画になっているかといいますと、１００

トン貯水槽１基ありますと、１人１日３リットルで３日分持ちこたえるといいというこ

とで、３日分で、１基で約１万人カバーできるそうです。３基あると３万人できると。

現状の蒲原地区の人口は１万 3,000 人そこそこですから、それで計算していただければ

十分の対応レベルに入っていると、こういうことでございます。ただ、現実そこに施設

が、そういうものがあるという部分が抜け落ちてしまっているとかという部分は非常に

まずい話なものですからね。地域審議会でこういう要望が出たというお話は、今後通し

て伝えていくという格好になると思います。いずれにしても十分な水の対応になってい

ると、こういうことでございますので御理解いただきたいと思います。そんなものでよ

ろしいですかね。 

久保田委員   確認の意味と、来年度中にこの３基は完了するということですか。 

蒲原支所長   もう２基は完了しておりますので、残りの１基ですね。 

久保田委員   そうすると３万人分は確保できるよと。そのための使い勝手がちゃんと

なった設備というのが蛇口なんですよ。 

蒲原支所長   そうですね。これは飲料水対応型といいまして、８基あるうちの１００

トンのうちですね。この３基は飲料水対応だという格好で、死に水になっていますと、

これ使えませんので、流れていて緊急遮断弁がどんと地震がきた時におりるタイプのも

のですね。こういうことでございますので、よろしくお願いいたします。 

中島委員   今、３基設置されておりますけれども、その蛇口を取りつけるって、要す

るに貯水槽は下にありますね。蛇口をひねれば、すぐ出ますか。そこらはどうなってい

るんですかね。 

蒲原支所長   それぞれの防災倉庫に、取りつけるそのセットがあるそうです。だから

そこの防災倉庫を開けて、それから持ち込んでくっつけると、もう口がそのとおり合う

ようになっているそうですから、全部使えるようになっている。それで、それには加圧
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ポンプがつきますので、停電になっても使えると、こういうことでございます。 

会長   いいですか。 

宮田委員   この工事につきまして今後とも継続して、この工事、８基のうち、あとど

のくらいやるか知らないですけど、これは継続してやって、市の方が計画としてやる予

定になっているんですか。３基じゃなくて８基あるんですからね。 

蒲原支所長   ですからタイプが違うんですね。要するに貯留式のものと流水式という

か、生きている水と死に水とあるんですよ。生きている水について、こういう対応をし

ていくというのが基本です。死んでる水については、これは火にかける水でしたら死ん

でる水だって構わないわけですね。ただ、飲む水となるとそうはいかないですよね。第

一に確保しなければならないのは１人１日３リットル、これを確保するという目的で、

こんなに防災の上で水の対応ができているところは、何か聞きますと蒲原だけだそうで

す。ほかのところはこんなにないと、こういうことでございます。 

宮田委員   はい、わかりました。 

会長   今そういうことで来年までですか、来年中には完備するということですので、

第２次基本計画は２０年以降ですから、では、これいいですね。 

  では、この③番については登載しないと。いいですね。 

  それでは④と⑥番と⑦番が河川敷の問題なんですね。ですから、これを④、⑥番、⑦

番を先にやって、それで⑤へ戻って、それで⑧へ行くと、いいですか。 

  それでは、④の河川敷を緑地として整備を久保田さん。 

久保田委員   これは、いきさつを申し上げますと、河川敷の国１の橋がありますね。

あそこの北側にということは東町かな、場所的に。そこのところの上の方に林というか、

こんもりした木々があるんですよ。そこの清掃作業をやってみたんです。タイヤから何

からとてもじゃないけど物すごく汚れがひどい、これはとても手がつけられないなとい

うことで 

  それで、あれ切ってしまって花火をちょっと去年見に行ってきたんだよ、安倍川に。

安倍川の河川敷はきれいになっていますよね。きれいになっているから広々してますよ

ね。ああいうふうに切ったらどうだという考え方を持ってみたんだけどね。野鳥の会の

人たちと相談してみたらね、あそこは珍しい動物がかなりいるそうですね、あの中には。

非常に貴重なものが、小動物がいるそうです。久保田さん、あれは生かしてもらうよう

に考えた方がいいよと。これは後で石野さんから話に出ると思いますが、石野さん、野
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鳥の会のメンバーで、そういうことで、ああそうか、これだけのものは逆に、我々は簡

単に切ればいいと考えるけど、そんな立派な資源なのかと。これを生かさない方法はな

いぞということで子供たちのね、青少年の育成の教材にもなるし、それから皆さん方の

家族で子供連れていって見る絶好の教材だと思うんですよ。そういう発想に基づいてね、

ここを一つ整備するために予算化してもらいたいということです。基本的な話をすると。 

会長   ただいま説明がありました。何か質問ありますか。はい、宮田委員。 

宮田委員   小動物とか非常に珍しい動物というけど、例えばどんなものがいるんでし

ょうか。 

久保田委員   いや、それはわからない。私は知らない。私は知らないけど、野鳥の会

が。 

宮田委員   私はタヌキとかそういうのは見たことあるけど。 

久保田委員   キジはいる。 

宮田委員   いや、キジはいますよ。あとほかに珍しいものといったら何があるのかな

あと。 

会長   石野委員、何かわかりますか。 

石野委員   珍しい動物は私も余り詳しくないです。鳥は、今これから渡り鳥が冬にな

ると来ますよね。たくさんいろいろな渡り鳥が。例えばマガモとかオナガガモとかミサ

ゴとか、いろんな鳥がここへ南から北から、ここが中継地になっているんですね。だか

ら非常に野鳥の会の人は、非常に力を入れて観察しているんですけど、蒲原でも平成５

年、６年、７年あたり少年少女サークル活動があったときは、私もあそこへ子供を真冬

に連れていって観察したことがありますけど、その後、今から１０数年前に大水が出て、

そこ、観察するところがみんなえぐられてしまって行けなくなってしまったです。後で

話しますけど、動物については私余り詳しくないので。折原先生は盛んに言っています。 

  以上です。 

宮田委員   今、久保田さんがおっしゃったのは富士川のバイパスの北側ということは

東町の方ですよね。あそこ、草と木と例えばスポーツやるところがありますよね。石野

先生がおっしゃってるのは河口の方の下の方ですよね。ということは動物と鳥と別なん

ですよね。今現在、河川敷の一番下のところ、飛行場のところは野鳥が来る、野鳥とい

うか渡り鳥が来る場所はないですよね。 

会長   ちょっと石野委員の方はまた後でやりますから、久保田委員の方の話をしまし
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ょう。 

久保田委員   追加して言いますとね、何か私もそういうことは特に、ごみが散らかっ

てどうしようもないなあというのが私の基本的な自分で経験した話なんですよ。後から

あれを整理して伐採したらどうだという話をしたところ、そういう野鳥の会の方から、

珍しい動物がいるんでね、あそこは逆に保護してね、ちゃんと整備した方がいいよとい

う、こういう話を話として聞いたわけ。だから、私は全く、ごみの話をしていたんだけ

ど、そういうことであそこ、じゃあ、そんなにいるものだったらちょっと、ちょっとど

ころじゃない、相当整備したらどうだと。そういうものに参加してもらったらどうだと、

こういう意味です。 

会長   そのほか質問ありますか。はい、草谷委員。 

草谷委員   今の富士川緑地公園の件ですけれども、私、安倍川も大井川地区もいろ色

なところを見てきまして基本的にもうあそこは、緑地というのはもう車を入れないとい

うことで、安倍川の方も大井川の方もやっていますよね。それから考えてほしいんです

よ。それによって、ごみを捨てる機会も少なくなってくるし、じゃあこれを登載事業と

して載せるかといったら、自分としたら別段載せる必要はないんじゃないかなという考

えは持っています。ただ、もう逆に車両を入れないということでやっていけば、それこ

そ整備しなくても自然のままの形で残してあげた方が、動物を保護するためだったら自

然のままを残した方が自分はいいと思います。だから、別段これは事業の計画として載

せる必要はないんじゃないかなというのが自分の意見です。 

会長   はい。ちょっと意見も出ました。ではここで、まだ何か質問があります。意見

ですか。 

戸塚（善）委員   この④の河川敷と私の提案する⑥と同じような場所なんですよ。な

ものですからね、これは一括して何とかしてもらいたいなあというふうに解釈した方が

いいような感じがするですけどね。こっちの土手の際の話でしょ。だから、それから先

のことを考えればね、一面だと思うですよ、解釈が。ですからね、そういうふうなあれ

で。 

会長   ちょっと待ってください。ねらう内容がちょっと違うですよね。 

戸塚（善）委員   だから、ねらう内容が違うにしても、公園整備の形で残すこともで

きるでしょ。同じあれになれば、一つはイベント広場とか駐車場とか、みんなが集まる

道の駅とかということで片方には、そういうふうな野鳥の公園的なあれをつくるとかと
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いうことで整備ができるんじゃないかと思うですけどね。バイパスと離れていれば、こ

れ別ですけどね。同じ方向で一面と考えれば、そういうふうな解釈もできればしないか

なあと思うですけどね。 

会長   どうでしょうか、今、④と⑥を一緒にやったらどうだという意見がありました。 

佐藤委員   ひょっとすれば当局の方から説明も伺っているかと思うんですけど、そも

そもどこまでが旧蒲原で、今、静岡市として国土交通省といったらいいんですかね。そ

ういうところから委託されて、どのくらいの広さを、広さといったらいいのかな、富士

川ももちろん管理しているわけだから、どの辺までが旧蒲原、また今、静岡で管理を任

されているところなのかというのが、ちょっとよくわからないというかわかったら教え

てください。 

会長   ちょっとわかりますか。 

蒲原支所長   蒲原というか市が総体的に権限の形を持っているのは 17 万 4,700 平方

メートルのバイパスより南側の緑地公園ですね。これが基本になると思います。あとの

滑空場につきましては、これ、静岡県航空協会の方でですね、その権限の関係持ってお

りますし、残りのところについては全部国土交通省になると思います。バイパスより南

側はそういう格好になります。 

  上部の方は、約１万平方メートルについては旧蒲原時代にサッカーコートを２面造っ

たりという形でやって、整備をして投資的なものをかけたという部分においては、やは

り借用を受けていると、こういう形が静岡市に引き継がれていると、こう解釈してよろ

しいかと思います。ほかのところは全部国土交通省という格好になっております。 

佐藤委員   今言われたそのサッカー場、合併する前にあそこのテトラポットを、飛行

場のところを整備するということでテトラをつくって、その工事が終わったからといっ

て多目的でグラウンド整備しましたよね。それよりもっと上になるんですか。随分上に

なるんですか。例えば、庵原斎場がありますよね。あのくらいまでは一応任されている

んですか。 

蒲原支所長   私の記憶ですと、今の上の１万平方メートルについて、その部分を一部

使いながら、確かテトラを置いていると思います。成形用の鋼板なんか置いたりして、

資材置き場的に使った時期があると思います。ですから、使っていない時に、それを使

わせてくれという部分の合議は、当時の蒲原町にあったと思います。国土交通省の本来

の海岸堤防の護岸のためにテトラをつくる事業なものですから。ただ、１万平方メート
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ルという数字以外、どこを見ても出てこないんですよ。蒲原町が整備をしてそういうも

のを、サッカーコート２面造ったとかですね、それ以外のものは出てこないんです。で

すから、そこの部分については、もう一つは確か記憶ですと、合併前の清水市に上の方

を使ってもらっていたと、こういうこともございます。 

会長   あれは、だから、どこの管理になるの。清水市に貸していたグラウンドは。 

蒲原支所長   そうですね、あれは静岡と合併した時点において一度戻してもらったか、

それか、そのまま引き続いたか。ただ、使い勝手については整備の状態が、あのまま置

かれていたものですから、そのまま使っているという状態はありました。今回、私ども

の方で緑地公園の貸し出しとかそういうものも確か支所で受付やっておりますけれど

も、あの上は入っていたか。入っていないな。だから、正規に貸しているのは下だけで

すから上側はあいているままと、こういうことですね。 

戸塚（善）委員   どこで管理しているの。 

蒲原支所長   静岡市で管理するか、それはわからないです。国土交通省の持ち物です

からね。 

戸塚（善）委員   グラウンドが２面あるじゃないですか。 

会長   ちょっと個々に話をしないでください。ここは審議会ですので。 

戸塚（善）委員   グラウンドが２面あるでしょう、あそこの上に。サッカーのグラウ

ンドが２面。だから、それはどこで管理しているの。あれがもともとは蒲原のもので、

清水が、インターチェンジがあそこにできるので、あそこの運動場がなくなって清水が

貸してくれといって貸してやったところでしょ、上が。 

佐藤委員   今、４項の関係で、いわゆる対象となる土地なりエリアなりをはっきりし

ない中で論議しても、どうもうまく進まないんじゃないかなあとちょっと心配がありま

す。対象となるところは、この土地ですよとか、ここのエリアですというのをはっきり

しない中で、こっちばっかり言ってしまうと絶対いかないと思います具体的に。 

会長   それじゃ休憩のときに、地図がありますね。休憩のときに地図を。それで確認

してもらって。 

蒲原支所長   今ちょっと、上側については、現実使っている状態をどこで認めている

か、市の側のラインは確認をさせています。 

会長   それでもう一つは、バイパスから上のどこの場所を対象に緑地の整備をしてほ

しいとか、あるいは⑥の内容、その場所を提案した人にちょっと確認してもらって、そ
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れで、そこを黒でやってもらって、それでみんなに配るということを休憩。ああもうこ

んな時間になりました。ここで休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０５分 

再開 午後 ３時１５分 

会長   再開いたします。 

  ただいまの件、調査の結果を報告してください。 

蒲原支所参事   お手元のところに地図が行っていると思いますけれども、バイパスよ

り北側の町のスポーツ広場及びサッカー場、これについては今、市のスポーツ振興課の

方で管理をしております。 

会長   どこまでですか。 

蒲原支所参事   全部です。 

会長   旧清水市教育委員会、郡サッカー協会と書いてあるこれもそうですか。 

蒲原支所参事   これはもうちょっと古い資料ですので、今は全部市のスポーツ振興課

で管理と。面積が６万 2,360 平方メートルあります。ここの占用の期間が２６年９月ま

でということになっているそうです。それでバイパスの南側については蒲原支所の方で

使用許可等を出しておりますけれども、上については予約システムというのがスポーツ

振興課の中にありまして、それによって静岡市全般の市民の方に貸し出しをしていると

いうことになります。南側については庵原郡の方が特に主な貸出先になります。 

  以上です。 

会長   管理については、そういうことです。 

  それで、⑥の戸塚善久委員の提案も込みで協議していきたいと思います。 

  それでは戸塚善久委員、提案の趣旨説明してください。 

戸塚（善）委員   合併構想の中で常に声を大にして、合併すれば蒲原は静岡市の東の

玄関口と言われてきました。東の玄関どころか今は蒲原が以前に比べて活気がなくなっ

たように感じます。そこで蒲原地区には静岡一、いや、日本一のすそ野から見上げる秀

麗富士の峰、また、桜えびのピンクのじゅうたん等景観財産があります。皆様も御存じ

と思いますが、万葉の歌人山部赤人も田子の浦と唱っております。これは私の持論です

が、蒲原海岸だと思っております。ということは和歌宮神社があり、祭神は山部赤人で

す。この歴史的な景観をこのままにしてよいものでしょうか。河川敷の一区画を、バイ

パス北側を活用し観光の目玉に、あわせて道の駅構想、バイパスの下にテント村等を設
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置し地場産品の販売、蒲原地区のＰＲ、市民の憩いの場、イベント広場等、夢が膨らみ

ます。国土交通省の厚い壁はありますが、蒲原地区が一丸となって実現したく、新規事

業に提言します。 

  以上です。 

会長   ただいま⑥についての提案説明がありました。質問ありますか。 

草谷委員   私ども、河川課の方とはいろいろ協議する場面があって、いろんな条件な

ども聞くんですけれども、この緑地公園ないし河川敷はもう建物もできないし、トイレ

自体も簡易トイレ以外は置いてはいけないと、水洗のものは置いてはいけないというよ

うなこともすべて国土交通省の方で、できないよということで聞いてはいるんです。 

  それと、その物品の販売なんかも、もう河川敷ではやってはいけないということで国

土交通省から私ども言われています。その中で、こういうものを確かに、東の玄関とい

うことで目玉にするということはいいことだとは思うですけれども、これ自体が実現性

がないというようなことで自分たちは聞いているものですから、これはやっぱり登載す

るべき事項じゃないかなあと自分は思います。 

会長   一つの意見として今出てきました。そのほか、はい、内藤委員。 

内藤委員   私も戸塚さんのこの河川敷を利用して蒲原を観光地化させる目玉のポイ

ントにするというのは、私個人の考えとしては大賛成です。私も以前から蒲原は外から

人を呼んで、それこそ観光を目玉にして、蒲原の活性化を図っていくべきだというのは

持論として常に持っておりました。 

  蒲原は本当に他のところにはない秀麗富士、河口から見る富士山の姿は本当にもう、

私たち蒲原の人は毎日見てるから当たり前だと思うですけれども、本当にほかのところ

から来た人達は、あの富士山を見て物すごく感動するんですよね。東京の人なんか本当

に富士の頭がちょこっと見えただけでも、富士山、富士山と喜ぶくらいテレビで、こな

いだ見ました。だから、私たちが置かれているこのところは、すごく恵まれている観光

資源があるんだなというのを常に痛感しています。やっぱり秀麗富士のロケーションと、

それから蒲原の地場産品である桜えびの赤いじゅうたんの河川敷、それから、さっき石

野委員も言っていましたけど、河口には野鳥がやってきて、もうそういう観光の要素と

なるものがすごく、あそこの河川敷のところにはあると思うです。 

  ですから本当に、国交省の縛りがあるということで一言で片づけてしまうと、もうそ

れ以上何も進みませんけれども、何か蒲原の活性化のためにみんなで知恵を出し合って、
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ここは私は力を入れて、観光地化させる必要性があると思います。 

会長   意見として今２つ出ましたけど、戸塚善久委員に対しての質問をまずやってく

ださい。稲葉委員。 

稲葉委員   一つ確認だけしておきたいんですけれども、もう前々から、先ほど草谷委

員も言っていましたけど国交省の考え方で、河川敷の中に固定の建物だとかそういうも

のというのは、もうどこのところでも、それはだめというのはずっと来ているわけです

ね。ですから、そういう制約があって。 

戸塚（善）委員   だから建物（不明） 

稲葉委員   だから、それを確認したいんですけれども、観光地化とか東の玄関として

非常に景観よくね、整備していきたいというのは大賛成なんですけれども、それをやる

ときに、例えば国交省が固定した建物だめだよ、テント村だめだよという制約があった

としても、それならそれで許容できる自然を生かした中での市を時々やるとか、イベン

トやるとかという構想と考えていいですか。それによってはもう全然進め方が違うと思

います。そういうことで、そうですかということです。 

戸塚（善）委員   当然、今、草谷委員が言われたとおり、私もそのぐらいのことは百

も承知しています。承知していますけど、これは国の財産であるけど、国民の財産です

よ、考えてみれば。海だってそうでしょう。あなた達は海で漁をしているけど、あれは

国民の財産ですよ。あなた達の財産じゃないでしょう。そうじゃないですか。この前も

海が汚い汚いと盛んに言っていましたけどね。国で決めたものに対して排水していて、

海が汚くなる。これじゃどうしようもないでしょ、言われても。 

会長   ちょっと話がそれないように。 

戸塚（善）委員   これがだめなら、では次を考えてね。それもだめなら次を考えると

いうことでね。二段、三段で、いろいろみんなで知恵を出し合って、一つあそこの所へ

と何かそういうふうな、もう最初の目的より近い何かができないかなという提案なんで

すよ。だから何でもかんでも、その建物を建てるとか何とかということじゃなしにね。

ただ、先ほども言ったように商工会は何か消極的でね。本当だったらけん引してもらい

たいですよ。この前も話をしたとおり。 

会長   ちょっと待ってください。それは、今度は商工会。何かありますか。 

片瀬（幸）委員   構想的には非常に賛成なんですけど、まず、防災の関係、災害の関

係で、河川敷の中に突起物を建てるということに対しては、我々も干し場を使用してい
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る関係で、かなり制約が厳しいという状況の中で、お互いに手続きをしてやっているわ

けですけど、戸塚委員の話によりますとね、建物は建てなくても景観をよくした道の駅

構想という話ですから、その内容については納得できるわけですけど、その中で営業を

するということになると、また問題も出てきますので、そこら辺も具体的な話を煮詰め

た上でね。また商工会としてはね、商工会長に相談の上で話を進めなければならないも

のですから、もうちょっと具体的になりましたら、また会長との相談はします。 

  ですけど、なかなか厳しい中ですので、この構想をどのように進めていくかというこ

とに対してはね、また市の考え方も取り入れた中でやっていければと思っておりますか

ら、前向きに検討してみてもいい案じゃないかとは思っております。 

戸塚（善）委員   はい、よろしくお願いします。 

佐藤委員   国交省との云々というのは皆さんが思っているものですから私は言いま

せんけど、ここの図面で言うと町のスポーツ広場ということであるわけですね。道の駅

構想ということですけれども、それじゃ、ここの町のスポーツ広場というふうなところ

は、どういうふうにお考えなのかなあと。ここのところは、せっかく芝を植えてグラウ

ンドを整備してくれたですね。でも、実際は、どうも当時の話では蒲原の方が優先的に

使えるという話だったですけれども、それが実際は使えなくなっていると。支所長が言

われるように、インターネットで予約制度ということになっていると、使えないと。 

  蒲原の青少年とか、私は小学校しか見ていないですけれども、練習したくても土日で

すね、特に、日曜日なんかは重なってしまって使えないというのが結構あるわけですね。

そうなると、ここの町のスポーツ広場というのも今の構想の中で、どういうふうに考え

ていくのかなあというのは心配になります。逆に、ここをつぶしてしまって、それじゃ

道の駅構想的なものでやられるということであれば、いかがなものかなあというふうに

は私なりには、ちょっと意見として述べさせていただきます。 

会長   それでは、時間的な問題もありますので、質問、意見については、これで終わ

りたいと思います。 

  ④と⑥について、第２次基本計画の中に登載をした方がいいと思う方は手を挙げてく

ださい。 

（挙手 ９人） 

 ９人ですね。今日は何人出席ですか。１６人で９人。 

  では、④と⑥については登載するということで多数決で決めます。内容的には、また
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いろいろ問題もあるようですから。だけど、⑥はちょっと長過ぎますね。何かいい文章

で載せたいですね。戸塚善久委員、ちょっと項目的に載せていって、その中にこういう

内容がここに含まれていますよという、ちょっと内容をね。 

戸塚（善）委員   任せます。 

片瀬（幸）委員   一つの例ですけど、寅さんで有名な葛飾柴又のあの河川敷ですけど

ね。以前は駐車場として使用できていなかったものですから、みんな観光に行っても車

置くところにかなり苦労していたわけですけど、最近は河川敷を駐車場に利用して、有

料で置かしているわけですよね。だから、そういう利用、周りにそういう観光施設があ

れば、そういう利用もできるわけですけど、突起物はないわけですけどね。駐車場を広

く開放してやってますので、そういうものも一つ参考にしたらどうかなあと思うですけ

ど。 

  以上です。 

会長   そういう例もあると。 

  それでは、④と⑥については登載する方に丸。 

  次に⑦「富士川河口に野鳥観察のできる場所を一画につくってほしい」、石野委員。 

石野委員   富士川河口は渡り鳥の中継地で、四季を通して珍しい鳥が観察できます。

富士川河口の西側、グライダーの滑走路がありますけど、あの南側の外れから上流に向

かって約３００メートルぐらい、幅員が６メートルぐらいの道が整備されました。前に、

削られてから以後ね、非常に観察のポイントとしては絶好です。すぐ前がたくさん水が

あって、鳥がいっぱいいるところです。 

  ですので、その辺を整備してもらいたいという考えですけど、久保田委員とか戸塚委

員の提案と全くこれは似ているんですけど、ぜひ３つを含めて考えていってもらいたい。

これから何かイベントやるときにも、あそこへ行けば鳥が観察できるよとか、小・中学

校の子供たち（不明）とか、あるいは、どっかへね。あそこは国交省の土地ですから何

か建てるわけにいかないので、本当は観察台とか建てたいんですけど、そういうことは

できませんので、何か看板をね。あの辺の一帯の今いろんな自然観察だとか、カメラの

撮影のポイントだとかいろんなことができる非常にいい場所ですよね。そういうところ

があるという看板をどこかに、この蒲原地域の中に立てるということは国交省に別に断

らなくても、市で独自にやることができると思います。 

  例えば、東側の富士市の方は、公園の中に市が何か緑課だか知らないけど、野鳥観察
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ができる場所がここにあるというような地図とか何か鳥の絵をかいたりとかという看

板がね。向こうの人に聞くと立っているそうです。市が積極的にそれを進めているわけ

ですね。静岡市だってそういうこと、市ができないことはないと思うので、そんなこと

なら整備が可能かなあということでお願いしたいと思います。 

  以上です。 

会長   今、提案の説明がありました。何か質問ありますか。はい、宮田委員。 

宮田委員   場所はいいんですけど、行くに道路整備もしなければいけないですよね。 

石野委員   行くには、先ほどお配りいただいた地図のバイパスの富士川寄りに出入り

口と書いてありますね。そこからずっと真っすぐに車は入っていって、上で駐車禁止と

いうあたりまで車は行けます。その先はもう歩く、車止めしてありますから歩きます。

もう一カ所はエビを干すところの真ん中をずっと突っ切って、サーフィンをやる人たち

の駐車場がありますね。あそこまでは車が行きます。あとは 300 メートルぐらい河口に

向かって歩きますけどね。その辺はヨシが茂っていたり、道ががたがたしていますけど、

道を直してもらうことはできないと思いますけど、ヨシをあんまり全面的に刈ってしま

うのも鳥が逃げてしまうからあれですけど、なるべく残しておいた方がいいけど、人が

通るとこあたりはヨシを刈るとかということにしていただければと思います。その程度

です。 

会長   いいですね。はい、稲葉委員。 

稲葉委員   今の石野委員の⑦、それから先ほどの④、⑥も富士川右岸の河川敷、その

一帯を環境整備とかということでの事業という一つにくくってしまって登載を例えば

して、そして全体のバランスを見ながら、ここはこういう目的でこうしたらいい、これ

ができる、ここはこうと全体を総合的に同じテーブルで研究し、開発、整備していくと

いう事業として登載した方がバランスとれるのかなという感じがします。やっぱり総合

的にしてやれば、今、石野委員が言われた掲示板にしてもＰＲの仕方にしても一緒に考

えていけばいいと思うので、この今の３本を一括した言葉で総合開発のような環境整備

の形で、富士川河川敷開発環境整備事業とかというふうに考えます。 

  以上です。 

会長   意見ですね。それでは、３点をということですけど、今は⑦の石野委員の提案

について登載するということでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 
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会長   はい、では、これも登載をしようと。 

  次に、⑤に戻ります。⑤に戻りまして、「蒲原里山ウオーキングコース、アルプスコー

スのウォーキング整備を」、久保田委員。 

久保田委員   実は、諏訪町って私の自治会の範囲なんですよ。 

会長   簡潔にお願いします。 

久保田委員   そこに常楽寺というお寺が昔あって、駿河湾を借景にした（不明）クラ

スのお寺があったそうですが、それが火事で焼けて、その奥の院になるんだそうですけ

れども観音穴という祠があります。そこまでの道、私も歩いてみたんですがすばらしい

ですね。この辺にはちょっと最近ではない立派なものです。もちろん中国の清朝のああ

いう立派な大きなものじゃないけれどもすばらしいです。子供達がね、主に東小学校の

子供達かな、西小も行ってるのか、ここを小学校の高学年がかなり学習で活用している

んですよ。その道がね、子供が歩く道を整備してやらなければ、これはちょっと問題だ

なあということで提案しているわけです。委員長、これ、事務方の方に私が要望書で出

したものを参考までに。 

会長   これは皆さんに配るんですか。 

久保田委員   いや、余れば。これも事務方の人にね。 

会長   できるだけ簡単にやってくださいよ。時間がありませんので。 

久保田委員   ええ、簡単に言います。要するに道を整備してもらうことが大事だよと。

これをやるにはね、どうも我々素人じゃわかりませんけど、大した金じゃないと思うん

ですよ。年間、一遍に全部というわけにいかないから計画を立てて、こういう予算に上

げておいて、それで計画的にね。今年は 100 メートル、600 メートルぐらいあるんです。

ここを今年は 100 メートル、来年はまたその 100 メートル、そういう形でもいいから予

算化してやってもらいたいというのが基本的な話です。簡単に言うとそういうことです。 

会長   ただいま提案の趣旨の説明がありました。何か質問ありますか。はい、石野委

員。 

石野委員   この提案のところに蒲原ウオーキングコース、アルプスコースのウオーキ

ングと書いてありますけど、アルプスというとどの辺のことを。 

久保田委員   大平山方面。 

石野委員   どこからどこまでですか。 

久保田委員   大平山にもう一つありましたね。 
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石野委員   窪山。 

久保田委員   その通るコースありますよね。あれを我々は俗称そう言っているんです。 

石野委員   大丸山まで含めるんですか。 

久保田委員   だから、そっちは別のコース、アルプスコース。ひとまず里山コースを

やってもらいたいの。 

会長   ちょっと個々に説明しないでください。 

久保田委員   ひとまず里山コースをやってもらえないかというのが基本です。優先順

位からいくと。それは諏訪町の谷津沢川から善福寺に行く道です。あの道を整備しても

らうと非常に、いい、素晴らしいですよ。 

戸塚（善）委員   のろし場から降りていくところ。 

久保田委員   そうそう。 

会長   そのほか質問ありますか。 

石野委員   では、はっきりしたいんですけど、諏訪町の東名の下をくぐって上がりま

すよね。で、観音穴へ行って、善福寺のあそこを上ってくるところへ降りると。そこま

でのことを言ってるんですか。 

久保田委員   そうです。 

会長   そのほかありますか。 

  ここに（25）関連ってあるんですよ。（25）に既に予算がついている建設計画事項があ

りまして、その中に大丸山・大平山ハイキングコース整備事業というのがあります。18

年、19 年、20 年、約 200 万円ぐらいずつ予算がついております。この中の一環として、

そこを整備してほしいということで要望していくということでどうでしょうか。 

久保田委員   里山を含めてね。 

会長   だから里山を、ここがちょっと抜けているから、ここをやってほしいとかね。

そういうことでいいですね。では、改めて登載はしないで、そういう要望が審議会の中

でありましたということで今後、予算づけの前に里山をやってないからやってほしいと

いう要望を出していくということでいいですか。では、これはいいですね。 

  次に、「裏道の側溝の整備」、石野委員。 

石野委員   新田１丁目の通称松原通りとＪＲの間に、東西に約 135 メートルぐらいの

狭い道があります。どちらかというとＪＲ寄りで、ＪＲに並行しています。135 メート

ルぐらいの狭い道。幅員が広いところで約２メートル、狭いところだと、私の家の入り
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口あたりだと１メートルしかありません。手押しの消防自動車も入りません。この道は

戦中戦後、畑の道として使われていました。昭和３０年代にこの道に沿って住宅が建つ

ようになりました。その１３５メートルのうちの８０メートルの間に家庭排水を流すた

めの側溝が狭い道の真ん中につくられました。 

  これまで約 50 年間近く、側溝の上が人や自転車、バイクの通路として使われてきまし

た。側溝の老朽化が進み、ひび割れが目立ちます。側溝の両側は舗装されていません。

砂地ですので砂が側溝に入ります。側溝のふたが重く、どぶ掃除が大変です。側溝に沿

って埋設されている水道管も老朽しています。舗装していないので上からの力によって

水道管が、漏水したことが二、三度あります。現在、１７軒から台所、ふろの水、トイ

レの水など多量の水が、側溝がつくられたときよりも多量の水がこの老朽化した側溝に

排水されています。この 80 メートルの間の側溝を新しいものにかえ、側溝の両側の舗

装もお願いしたいと思います。 

  次に、135メートルのうちの残りの 55メートルですけど、今もって畑の道の状態です。

畑がありますので、この道沿いに４軒の家が建っています。側溝もありません。一部水

道管が露出しているところもあります。雨が降った場合、土が流され、平らでないので

子供や年配者はとても危険な状態になっています。この 50 メートルの間を舗装した平

らな道にして側溝を通してください。それでないと住めません。 

  以上です。これは審議会で審議することがいいのか、それとも道路３課ですか、そう

いうところへお願いした方がいいのか私は判断ができませんので、当局にお聞きしたい

と思いますけど、以上です。 

会長   ただ、石野委員、石野委員の周りだけじゃなくて、蒲原の中には裏道に行くと

そういうところが多分あるんじゃないかなあと思うんですよ。だから、そういうところ

の道路整備、側溝整備をしっかりやってほしいと、石野委員のうちの１８０メートルじ

ゃなくて、もっといろいろなところでそういう状況があるんじゃないかなという気がす

るんですけど。 

石野委員   １３５メートルやるについても相当のお金がかかると思います。確か、私

のところだけじゃなくて神沢だとかいうところにもあるというふうに聞いています。ま

とめてね、この際やっていただきたいと思います。審議会は大きなことだけ審議するん

じゃなくて、そういう目に見えないところがいっぱい蒲原にあると思います。そういう

ところを整備してこそ、住みよい町になっていくんじゃないかなあと思います。小さな
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ところにも目をつけるというのは私の考えですので、ぜひお願いしたいと思います。 

会長   それじゃ当局の方には聞かなくていいですね、今。どうですか。今ちょっとそ

ういう話が出たんですけど。 

石野委員   できれば、いらっしゃるので、お聞きしたいと思いますけど。 

会長   その箇所についての要望。 

総務・防災課統括主幹   今話をお聞きしましたけれども、個々のこれだけ特定の地域

のみということであれば、自治会要望とかで道路３課の方へ直接要望を出していただく

のがいいんじゃないかと思います。審議会としては、今、石野委員がおっしゃったよう

に全体的なことであれば、要望として載せることも可能ではあるとは思いますけれども、

個々の場所、個々の事案というのは道路３課の方へ直接ということがいいと思います。 

  以上です。 

石野委員   私の考えとしては自分のところも大事だけど、蒲原地域全体をね、よくす

るのも私たちの使命ですので、ぜひほかにあれば一緒にまとめて、この事業に載せてい

ただきたいと思います。 

宮田委員   この件につきましてね、やっぱり石野委員ばっかりの問題じゃなくて、蒲

原地域全体の問題としてとらえるだったら、やっぱり自治会長さんなり、そういうとこ

ろが集まっている中で連合自治会の中で話し合って、私達のところはこういうところが

ありますよ、こういうところもありますよというところで意見集約してね。それを例え

ば今回ありますよと。それじゃ地域審議会の方で話を持っていってやるとか何とかとか、

そういう話をして、自治会長も連合自治会長もいることですからね。そこら辺を取りま

とめた上で、地域審議会の中へ上げてきたらいかがでしょうかね。 

稲葉委員   まとめてという、そういう方法もあると思いますし、ただ、私も十分勉強

していないのでわからないんですけれども、今既に神沢で狭隘道路ということで、もう

線路と県道の間に住宅が密集しているんだけれども、４メートル以下の狭隘道路なんで

すよね。そうすると今度新しく新築するといっても狭隘道路なもので建築許可も出ない

ということで、舗装も大事なんだけど、まずは、その道路を市道としてどういうふうに

していくか。ということは必ず、その狭隘道路を４メートル幅にしていかないと、道路

として車も通れないとかという話が出てくるんですね。今の新田のところの石野委員の

言われた、あそこも十分わかっているんですが、そこを補装するというときには、必ず

官地と民地の境がどこなのかというのがはっきりしないと、できないという部分もある
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んですよね。やろうとしたら必ず測量が入るわけです。そのためには一軒一軒が全部立

ち会いで、民地、官地の境を決めていかなければいけない。そういう問題があるので、

その民地と官地の境をきちっとするというのはものすごい労働の要るというか、エネル

ギーが必要だと思うんですね。こういう話を蒲原のあそこにもこういうのがあり、ここ

にもあり、ここにある、また、その特殊事情もいっぱいある道路をね、一括して、はい、

お願いしますと言って事は進むのかという心配もあるものですから私は、一括して自治

会で要望書出して、蒲原全域のそういう狭隘道路だとか未整備のところを整備してくれ

ということだけでいくのかどうなのか。やっぱり個々の実情というのがあるから、少な

くとも自治会単位で十分要望書を出せばいけますのでね。蒲原全域を一括ということよ

りは、そういう申し合わせをしながら各自治会長名で道路３課に要望をそれぞれ特殊性

を生かして出して、個々に進めていくことの方がいいのかなあという感じもしますし、

いずれにしても何かやらなければいけないなと思いますので、それはそっちの方向で、

ちょっと自治会の方でも話してみます。それで一斉にそれぞれの実情をあわせて、それ

ぞれに要望書を出してしまうということも含めて考えてみます。 

佐藤委員   今、稲葉委員なりお話を聞いていて、これは私の意見ですけど、地域審議

会としては要するに、そういう狭隘道路の整備事業、どういう言い方するかあれなんで

すけれども、それはそれとしてやってくださいねと、予算化もしてくださいねというこ

とを上げておいて、個々にやっぱりすぐできるものとか、やっぱり今言った４メートル

道路のどうのこうのというのがあって、やっぱり難しい課題が結構あると思うんですね。

そうなると先送り、先送りになってしまうので、まずは地域審議会として、そういう狭

隘のところの舗装だとか整備の事業として予算化してくださいねと。片や自治会の方か

らは、それらの要望書を上げていってね、できるところから先からやってもらうような

考え方をしたらいかがかなというふうに思います。 

  だから、地域審議会として上げたから自治会からはやらないよじゃなくて、両方から

やっていけば、多分もちろん予算の関係も大事でしょうから、できるものとできないも

の、すぐできるもの、できないものという区分けが多分、市の方としてもやってくると

思うんですね。だから、一括して予算だけ上げていって、じゃあそれを待っていこうか

というとね、余計後ろへ行ってしまうので、両方からやっていくような考えをしたらい

かがかなあというのが意見です。 

会長   地域審議会と連合自治会の役割、非常に難しいんですよね。地域審議会の役割
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と連合自治会の役割、あるときは助け合ったり、あるときは連合自治会の方の仕事です

よ、これは地域審議会の方の仕事ですよと色分けしていかなければならない時がある。

今の場合は審議会の方でも要望する。ただ、具体的な内容は自治会の方で個々に出して

もらって要望を出していくと、そういうことになると思うんですけど。 

  だから、今後いろいろ連合自治会の方の仕事だよ、これは、いや、これは地域審議会

の方の仕事だよ、あるいは助け合っていこうよというね、そういう問題が多々出てきま

すので、そこらを十分に頭の中に入れながら議論してください。よろしくお願いします。 

稲葉委員   今、佐藤委員言われたこともよくわかります。それで、できれば次回でも

その次でもいいんですけれども道路行政の進め方について、ちょっと我々が勝手にいろ

いろ法的なことも含めて言っていても勉強不足のところばっかりなので、多分私思うの

は、自治会から要望を出して、それがどんどん進んでいくというのは、既にもう予算が

大きく道路整備とかいうことで静岡市でちゃんと予算がとられていて、ある枠の中でＡ

自治会からＢ自治会から来たのは、どんどんそれが消化していってくれるというのは自

治会からできると思うんですね。ただ、そうじゃなくて予算も何もないときは予算立て

からしなければならないから、そんな要望書出してもできないと思うんですね。 

  ですから私思うに、自治会を通して要望してやれるというものは既に、それを包含し

た事業の予算化がされているというふうに思っているものですから、そういうところで

自治会の系列から上げてできるものと、やはり審議会なんかで予算取りからしてやって

いかなければいけないのに分かれるのかなというふうには思います。ですから、もとに

戻りますと、今こういう問題があるんだけれども道路行政のプロから見たら、行政から

見たらどういうふうな仕分けをして、どういう手続をしていったらできますよという、

ちょっと勉強、説明というかそういうのを一度聞きたいなあと。そこで目が合っていな

いと、どうも進め方がわからないなあという感じがします。 

会長   時間のことばっかり言って申しわけないんですけど、今、佐藤委員の意見も出

ました。それから稲葉委員のいろいろ、その人を呼んで話を聞いてみたいということも

出ました。さあ、この⑧、どうしますか。意見ありますか。だから、そういう担当者を

呼んで、一度話を聞いてから結論を出すということにしますか。どうですか。 

  では、次回に担当者に来てもらって、こういう要望があるけど、現実はどうなんだと

いう話をしっかり聞いた中で結論を出すと。 

寺門委員   石野委員ね、今、堀川で二級河川の護岸の整備をやっているですよ。これ、
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要望書を出したんです。それで、８月のお盆の時のやぐら立てるときに草刈りを、草を

全部刈るんですよ。それできれいにしてしまうんです。そして草を刈る前に写真撮って、

そして刈った後写真撮って、昔、台風が来たときの水がもう橋のけたまでぱちゃぱちゃ

きている写真を撮って、もうこういう状態だよという形で、もう困るんだという形で納

得させるような文書を書いてやってもらったんですよ。もうこれしか手がないというこ

とで、それで今やっていますけど。だから、この１７軒の皆さんが連名で現状をこうな

んだと、一回見に来てくれという形でやると、割合説得力あるかもわからない。 

  それをやるのと、またこの審議会で連合会も絡んで、それじゃこれを頼みたいよとい

う形でね、３つぐらいでわっと力入れてやればね、何とかなるのかな。多分職員の専門

家呼べば、もう法律的な問題で、わっと来て、そういう説明で終わってしまうと思う。

だから、現状が今困っているんだよと。もう生活が成り立たないという形のものをね、

何とかして納得させるような形をね、できないかなと今思ったんですけど。 

石野委員   寺門委員の言うとおりに、そこの関連しているお宅の人たちに集まっても

らって、今のような話をまとめて要望書を市へ出すというようなやり方もあると思うけ

ど、それは、さっき稲葉委員が言ったように非常に大変なことになるので、まずね、今、

私、話をしたけど、そこへ市の道路３課の方が来てね、見ていただいて次回に、見た後

の市の考え方を話を聞くということで保留にしていったらどうかなと思うんです。 

会長   どうでしょう。今、石野委員の方から自分たちのところの現状を担当課の人に

見てもらって、それで次回に、その問題についてはっきり聞くと、そういうなぜ問題に

しているかというと、そういうところが石野委員のところだけじゃなくて、蒲原にたく

さんあるんですよね。だから全体的なとらえ方として見たいんですけれども、まずその

一部を見ていただいて、見解を聞きたいということで今要望が出ているんですけど、ど

うですか。 

  それから、今ちょうど４時になりました。２時間という時間は終わりました。だけど、

また次へという話じゃなくて、きょうは若干伸びても、この⑪番までの問題、今日用意

した問題は担当課の皆さん、ちょっと遅くなりますけれども了解していただいて、少し

伸びても、きょうの用意した内容についてやるということでどうですか、何か問題あり

ます。いいですか。何か問題ありますか。ないですか。 

総務・防災課統括主幹   １カ所、審議会の場で道路３課呼んで、そこだけ見ていただ

いて、どうこうというのはちょっと今の答えで私の方からは、いいですとは言えません。
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というのは審議会、今やっているのは２次総の要望をまとめるということですのでね。

その場所だけ、事情は重々わかるんですけれども、そこの場所を見ていただいて、第３

課の方でどう考えていると言われても、当局の方もちょっと、すぐには答えることでき

ないんじゃないかなと思うんですけれども。 

会長   わかりました。いいです。蒲原地域のことは、ここの審議会の皆さんはよく内

容がわかっていると思いますので、そういう実情を踏まえた中で審議会として、こうい

う問題を第２次基本計画の中に登載していくかどうかということについて結論を出し

たいと思います。どうですか、皆さん。 

戸塚（善）委員   蒲原全体を見て。 

会長   そうです。いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 では、この問題については全体を見てということで。 

  ⑨「蒲原駅周辺の再開発について、ロータリーの環境整備を」、稲葉委員。簡潔にお願

いします。 

稲葉委員   はい、もう簡潔にします。蒲原駅前の状況については非常に、もっともっ

と整備して訪れる人が多くなるとか、住民そのものもほっとするような、やはり環境に

しなければいけないんじゃないかなあというふうに思います。ということで、もう何回

もこの話は出ていると思いますので、ロータリーとどういう形がいいかわかりませんけ

れども、ＪＲから市がそれを買い取って、それで市のものとして、あの広場周辺を開発

していくという事業を第２次に登載していただきたいということです。 

会長   はい、内藤委員どうぞ。 

内藤委員   今の稲葉委員の意見に関連してなんですけれども、あそこの駅の横のガー

ドですね。あそこの右折帯をということを私、前から死亡事故もありましたしね。です

ので、それとあわせて、もしそういうふうに話が進んでいった場合にはあそこを、道路

を少し拡幅して右折帯ができるような、そういうふうなのも一緒に構想の中にぜひ入れ

てもらいたいと思います。 

会長   この問題について、とりあえずやるわけですけれども、そういう要望があれば

それでいいんですけれども、ただ一応、蒲原駅周辺の再開発をして、あそこをきれいに

して活力のあるところにしてほしいという要望だと思うんですよ。どうですか、いいで

すか。では、これも。それから⑩「庵原高校校舎の活用」。 
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稲葉委員   庵原高校、２５年４月に清水商業と統合して、それに伴って現在の庵原高

校の校舎というのは空き家となると思うですが、蒲原地区としては、やはりあそこに庵

原高校があったということで、ほかから子供たちが寄って、新蒲原駅周辺にぎわいとい

うのもあったかと思います。やはりそれに代わる方策を考えて、蒲原のにぎわいという

ふうなものは維持していかなければいけないなあと思います。そういう意味で現在いろ

んなスポーツを通じて、合宿とか研修のできる施設というのがいろんなところにできて

おりますけれども、やはり町おこしの一環として庵原高校の空き校舎をやはりスポーツ

振興エリアとして、合宿だとか研修だとかできるような設備に、お金をかけて整備をし

てやっていくというふうな活用の仕方、これを、今は多分あそこ、県の土地になってい

ると思いますけれども市で買い取ってしまうとか、そして整備をし、そして先ほど出て

いる河川敷の緑地だとか富士山だとか、いろんな自然の財産を一つ目玉にしながらの外

からスポーツ施設として、合宿所として、研修所として活用できるような設備に改修を

して、活用を図っていくという事業をやはり登載していただきたいなあということです。 

会長   いいですか。ただいま提案理由の説明がありました。何か質問、もう御意見で

もいいです。出してください。はい、石野委員。 

石野委員   今、稲葉委員の考え方に大賛成で、スポーツ広場あるし、野鳥とか自然観

察がいろいろできる、あそこが宝ですけれども、写真も撮るスポットにもなっているし、

アウトドアとかスポーツができるセンター的な場所にしてもらいたいと思います。スポ

ーツ広場とか、あそこはいろいろなものが広がってしまっていますよね。一カ所に集ま

って観覧しながら大会を開くとかということはできないわけです。だから、庵原高校に

は広いグラウンドもあるし、そこに両サイドに簡易的なものでいいから観覧席もあるよ

うな、そういうこともできるスポーツセンターとかアウトレジャーのセンターに改装す

るというか、できればすごく人が集まるしね。そうすればあの辺が活性化してくると思

うんですけど、東の外れを活性化しないんじゃ玄関じゃないと思うんですよ。 

  以上です。 

戸塚（正）委員   ただいまの稲葉委員、それから石野委員の意見に私も大賛成なんで

すけれど、地元の日の出自治会の役員からも意見として、何らかの公共物で有効利用し

てもらいたいというか、そういう話があります。それというのも民間のある企業が工業

敷地として欲しいという話があるようですので、これは正式じゃないんですけどね。私

も聞いた話ですから、これ以上、工場ばかりの日の出地区で、これ以上騒音なりばい煙、



 

 ―３７― 

それから臭い、微振動とかいろいろな公害は住民にとってもう本当大変な迷惑なことな

ので、それから先ほどの河川敷の話も出ましたけれど、近くに富士川河川敷のグラウン

ドがあるということで、稲葉委員もおっしゃってましたけど、校舎を利用しての宿泊施

設とか、体育館を利用してのスポーツ関連施設、それと先ほどの国道１号線の道の駅な

ど活用方法はいろいろとあると思うんですけど、まず、できることなら静岡市の市有地

としてなるよう県と協議してもらいたい。 

  それから、その上で活用方法は、あそこが今、公共下水道の終末処理場の場所に近い

というか、そういうところなので地元の自治会ともよく要望等も聞いて、活用方法です

よね。ですから一応、今回の登載は市有地というか、そういう形で活用方法をお願いし

たいと思います。ぜひ登載はよろしくお願いします。 

会長   そのほかありますか。はい、磯部委員。 

磯部委員   私は、こういう青少年の自然の家とかを愛知県、三重とか岐阜の方でずっ

と利用させてもらっていますので、このよさはすごくわかっているものですから、ぜひ

このお話は皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

会長   わかりました。はい、佐藤委員。 

佐藤委員   簡潔に、事業名が庵原高校校舎の活用ということになっていますので、そ

うじゃなくて全体的な表現に直したらいかがかなあと思います。皆さん気持ちは一緒な

んですけど、これはただ校舎と言っていますので、グラウンドもあるしということで。 

会長   跡地の有効活用というとぼやけてしまうかな。はい、わかりました。では、こ

れも登載ということで、要望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、それでは⑪の「金比羅踏切の高圧線の地中化」について戸塚善久委員提

案理由をお願いします。 

戸塚（善）委員   蒲原地区は鉄道を挟み南北に遮断されています。人及び不慮の事故

がいつ起きるかわかりません。たまたま私事ですが、金比羅踏切上に高い高圧線が南北

に走っています。狭い道路です。柱にはトランスがつき、少し反っているように感じま

す。事実、蒲原地区には小金踏切、新蒲原駅上、調べれば数本あると思われます。今ま

では無事故でしたが、これからのことを考えれば遮断したときを想定し、何本かを地中

化し、線路南の電気の供給ができるように提言します。 

  これは市のあれではなしに、多分中電の関係になると思うんですけど、参考までにＮ
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ＴＴは３０年ほど前に、もう既に地中化はしてあります。 

  以上です。 

会長   ただいま電線の地中化についての提案がありました。何か質問、御意見ありま

すか。はい、宮田委員。 

宮田委員   この件につきまして、先の５５番のところに「無電柱化事業」というのが

あると思うんですけど、この事業としてじゃなくて別に考える方がいいのか。５５番に

ありますよね。前に、無電柱化事業というやつが。それとは考え方が違いますか。 

戸塚（善）委員   これとは違う。 

宮田委員   どういうことですか、ちょっと教えてください。どこが違うか。 

戸塚（善）委員   これは町並みのあれのことなんですよね。この地中化というのは。

だから、そのときに提案したら新たにしてくれということで、こういうふうな形になっ

たです。ということは、もし金比羅踏切の電気が遮断されたときには新田の向田川から、

どこかその辺までがみんな行ってしまうですよ。だから、工場が全部だめになります。

だから小金は小金で中の方からずっと、やっぱりあると思うですよ。ですからね、やっ

ぱり１本でも２本でもね、何かのことを想定しちゃあ本当は申しわけないですけど、そ

ういうふうなことを一応中電にお願いしてもらうという形に、中電の方になると思うで

すよね。 

宮田委員   具体化するとしたら、どういう策があるんですか。 

戸塚（善）委員   地中化です。 

宮田委員   いや、地中化は聞いてますけどね。ここにあるから地中化って。どこから

どこへ地中に入れるですか。 

戸塚（善）委員   いや、国一のとこから、もうそれはＮＴＴがやってありますから。 

宮田委員   実際に。 

戸塚（善）委員   実際に、これは３０年前にもうやってあるからね。あのときに潜水

方法で土管を、土を掘って押してやる工法で踏切の下は、２メートルぐらい下をやって

いましたからね。だから、できないことはないと思います。 

宮田委員   ということは全部できるということですか。ということは直接言っては申

しわけないんですけど、戸塚さんの自宅のところからばかりじゃなくて、例えば西町、

新田、小金、あっちの方も地中化できるということになりますか。 

戸塚（善）委員   いやいや、違います。国一から地下を通って踏切で、それで白銀道
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路へと抜けるという、ただそれだけの道なんです。そうすれば南の方が安定供給ができ

るんです。片瀬委員のところだったって小金から来ているから、あれが遮断されれば工

場はパーですよ。工場はだめですよ。それがもう目に見えていますからね。 

会長   はい、わかりました。 

戸塚（善）委員   だから、どっちがどうなるか、市でやるか中電でやるか、その点は

ちょっとわからない。 

寺門委員   ＮＴＴは共同溝になっているですか。 

戸塚（善）委員   共同溝じゃないですよ。単独でやりました。 

寺門委員   共同溝じゃない。それじゃ高圧線をその中に通すということはできない。 

戸塚（善）委員   できないね。ＮＴＴ独自でやったからね。 

寺門委員   はい、わかりました。なぜそういうことを言ったかというと、一番簡単な

方法が今の共同溝になっていれば、使えるなあというふうな、そう思ったんですよ。そ

ういうなかで、中電とＪＲが関係してくると思うんですよ。線路の下掘らなければなら

ないから。そうした場合に、果たして市が動くより関係している住民、それから工場、

それで連名で要望書という形で、具体的な形を要望していった方が、地域審議会でやる

っていったって、なかなかこれ、今度は静岡市が絡んでの要望という形で出しますから

ね。地域で、もう関連している住民、あるいは工場を全部拾い上げて、いっぱい連名で

書いてやって、現状がこうなんだという説明をちゃんとした方が説得力があるような気

がしますけどね、どうでしょうか。 

稲葉委員   この問題を解決するためには署名とかあるんだけど、どこに物を言ってい

ったらいいのかというのはわからないので、これは行政のしかるべきところに言ってい

けば、そこから防災とか安全対策のために行政が一肌脱いでくれてね。中電にかけ合っ

てくれて改善していけるものなのか、これはもう一企業の中電の仕事なんだから市は全

然知らんよということなのか、それがわからないと我々が、市のことであれば、ここで

決めてやれる。だけど、市は関係ないよ、中電だよと言ったら、それをちょっと整理す

る必要があるんじゃないかと。 

戸塚（善）委員   だから今ね、中電か市かということを、僕もわからないもので。 

総務・防災課統括主幹   基本的には、これは地元の関係者と中電の折衝だと思います。

というのは以前、安倍川の下に高圧線を鉄塔で中電がやりたいと。安倍川の鉄塔で通し

たいよと言ったときに地元と中電の、結局最終的には安倍川の下を掘って通すことで決
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着したんですけれども、そのときも市は報告だけは受けている程度でしたので、やはり

こういう私、具体的にちょっとわからないんだけれども、やはり関係者の地元と中電の

対応になろうかと予想できます。 

  以上です。 

戸塚（善）委員   そうしますとね、これはやっぱり南側の関連工場にある程度主体に

なってもらって、１本だけでもそういうふうな形にね、やっぱりしてもらうような形に

ね、やっぱり運動を起こさなければだめかなということになるんですけどね。その点、

片瀬さんなんか一番の大もとになるからね。 

会長   ちょっとここで議論を、その議論はまた後でしてください。 

戸塚（善）委員   後にします。 

会長   わかりました。これについてはそういうことで、市に要望しても今の例にある

ように、ちょっと方向が違うよということで、これについては載せないということでい

いですか。 

戸塚（善）委員   一つ当局に聞きたいことがあるんですけどね。 

会長   この件でですか。 

戸塚（善）委員   いや、この件じゃないです。 

会長   では、後にしてください、その他で。 

  一応新しく出てきた内容については協議が終わりました。 

  確認しておきます。全部１１ありましたけど、③の 100 トン貯水槽に蛇口の取りつけ、

それから⑤蒲原里山ウオーキングコース等の整備、これについては登載しない。あとの

９つについては今後、審議会として登載するように要請していくという、いいですね。 

  ごめんなさい、３つです。だから、８つの内容については登載するということで要望

していくということでいいですね。 

  それから、まだ来年３月までということですから、あと二、三回審議会があります。

これはもう蒲原地区にとって絶対必要なことだから計画に載せようというものがあれ

ば、それはまた新しく出してください。それはまた議論したいと思います。 

  それでは、新規検討事項についてはこれぐらいにしたいと思います。 

  それから次に、（２）「由比町合併に伴う一部事務組合の取り扱いについて」、これを議

題といたします。前回の審議会の中で一部事務組合の病院のことに関しては、地域審議

会委員としてどのように対処していけばいいのか宿題にしてあります。これからは審議
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会委員として蒲原病院の説明を受け、わからないところは聞いて、住民の皆さんに聞か

れた場合に答えようとして、そういうふうにしておくことなのか、それとも問題点や心

配する事項に関して地域審議会として方向性を見出していくことなのか、委員の皆さん

の率直な御意見を聞かせていただきたいと思います。 

  鈴木委員は、懇談会の中では市長に意見を言っていきたいというふうなことがありま

したけれども、前回の第４回の委員会で実情を説明を受けましたら、もっと蒲原病院の

将来のことについて聞きたかったというような話が鈴木委員の方からありました。それ

で皆さんとしては、この地域審議会を設置した目的等を十分考慮した中で、蒲原病院の

問題についてどう取り組んでいったらいいのか、その点を意見を出していただいて、結

論を出したいと思います。時間もありませんので、活発な御意見よろしくお願いします。

ありますか。ありましたら出してください。 

  地域審議会として市の方に蒲原病院はこうあるべきだという意見書を出すか、あるい

は、この前ちょっと話になりました病院議会の方に地域審議会として意見書を出してい

くのか、そういう問題も含めて、そういうことをやるのかやらないのか。あくまでも今、

蒲原病院の現状はどうなっているんですか、こういう問題はどうですかという質問を投

げかけて、それを説明してもらうということでとどめておくのか。 

石野委員   蒲原病院の現状について、あちこちから少しずつ聞いているけど、本当の

現状はまだよくつかめていないので、どういう努力をしているのか、これから蒲原病院

がどういうことをしようとしているのか、そういうことを聞いた上でないと、市の方へ

陳情書を出すだか何か知らないけど、そういう判断がね、今つきかねます、このままで

は。もう少し実情なり蒲原病院の経営者の人たちなりの話を聞いてから判断したいと思

いますけど、私としては。 

会長   石野委員、前回の第４回の審議会の中で、蒲原病院についての説明を受けまし

たよね。 

石野委員   そういう話じゃなかったですよね。 

会長   だから、こういう程度じゃだめですよと、蒲原病院の現状について、この資料

７でもらいましたよね。 

石野委員   そういう資料だけではわからないので、実際にね。 

会長   では、どうすればいいということですか。 

石野委員   向こうのトップの人たちなり来ていただいて、その資料を説明していただ
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くとか、ともかくトップの人の考え方で非常に変わっていくと思いますので、話を聞き

たいと思います。 

中島委員   将来の件ですけれどもね。富士川町も合併し蒲原病院の市の状況ですね。

どのようになっていくだか。要するに、由比町も合併して組合が、どこの市が主になっ

ていくだか、そういう内容も病院議会があると思うんですよ。その議会はどうなってい

るだかわかりませんので、そういう意見は出せないんじゃないかなと私は思います。 

会長   今ちょうど過渡期なんですよね。あしたから由比が静岡へ行って、富士川が富

士へ行くと。じゃあ１１月１日から今度は２市１町で蒲原病院は運営していくわけです

ね。そのときに、じゃあ管理者がだれになるとかね。それで議員構成どうなるとか、い

ろいろあると思うんですよね。まずその問題が決まってから、まずそういう話も聞きな

がら今後の問題を検討していくということでいいですか。 

寺門委員   今、中島委員、また会長言っているとおり、富士市と静岡市と芝川でこれ

から運営するようになっていくわけよね。それで今度は富士市にも市立病院がある、静

岡にも市立病院があると。関連した直営の病院があるわけですよね。そういう中で蒲原

病院が一つ入っていくわけですから、これからの方向性を、どういうふうな形で蒲原病

院を運営してくれるのか。そして医師の交流なんかもできるのかどうなのかね。そうい

うところがこれから話し合われると思うんですよ。だから、その辺が見えないとね、我々

がどういうふうにしてくれと、とにかく健全な形の病院をつくってくれということしか

言えませんからね。安心して行ける病院にしてくれと、そういうことしかありませんか

ら、ぜひそういう方向性が見えてからの方向づけといいましょうか、要望といいましょ

うか、そういうものを提案していったらいかがでしょうか。 

会長   では、とりあえず蒲原病院の議会等のある程度方向性とかいろいろ議論した中

で、そういう内容が出てきた中で審議会としてどうするか考えていくと。まだ未知な問

題が多いから、そういうことでいいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 では、これについてはそういうことでいきたいと思います。 

  それでは次に、議事のその他の資料５について説明してください。どうもお待ちどう

さんでした。よろしくお願いします。 

区政課長   区政課の三宅です。よろしくお願いします。それでは資料５、庵原斎場の

利用について、そちらの方をちょっと簡単に説明をさせていただきたいと思います。 
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  先ほど最初に、廃棄物政策課の方で環境衛生組合が今日でもって解散してという形に

なります。それで、明日から庵原斎場については静岡市の庵原斎場として運営していく

形になります。主な利用に当たっての変更点について簡単にまとめてありますので、資

料に沿って説明をさせてもらいます。 

  まず、１点目の火葬の予約なんですが、これについては基本的に（１）（２）と書いて

ありますが、基本的には今と変わりません。といいますか今も現在平日、つまり月曜日

から金曜日の昼間につきまして、つまり８時半から５時までは、環境衛生組合の事務所

の方で予約を受け付けておりました。昼間は。これにつきまして引き続きそこで、電話

番号も全く今と変わらずに、そこの方で電話で予約の受付をいたします。ただ、実際、

今の環境衛生組合の事務所は、もうそこは使わなくなるもんですから場所はその隣に衛

生プラント、し尿の処理をやっています衛生プラント、そちらの２階の会議室にちょっ

と場所は動きますが、電話番号は全く同じなものですから、今と申し込みについては基

本的には変わりません。行っていただく場所がちょっと変わる、もし行く場合には変わ

りますというところです。 

  それから（２）にありますけど昼間以外、つまり平日の夜間とか土日とか祝日、年末、

年始につきましては、これも今現在と同じなんですけれど、蒲原支所の宿直の方で受け

付けていますので、これについては変わりません。というところです。 

  ２番目の使用料なんですが、先ほどもちょっと説明の中で無料となりますという話が

ありました。これにつきましては１１月１１日、明日から静岡市の斎場として位置づけ

られます。静岡市の斎場の条例に適用されますので、市民の方は無料となります。ただ、

市外の方につきましては、例えば１２歳以上の方は 5,000 円と。これ、静岡の清水斎場、

そちらの方と同じ市外の料金となります。ただ、市民の方、蒲原、由比の方は無料とな

ります。 

  もう一つ、霊柩自動車の使用料というのがございます。そちらの方も今現在は確か

1,000 円が使用料になっていると思います。霊柩自動車使う場合、これは静岡市のやっ

ぱり条例に適用させていただきまして 2,100 円という形で、こちらの方は高くなります。

そういう形で使っていただく形になります。 

  手続き的には、今はこういう使用料は環境衛生組合で、その施設の利用のときには確

か 4,000 円を支払っておりましたし、それから霊柩自動車も 1,000 円ということで、そ

ちらの環境衛生組合の方に払っていただいたと思うんですが、今後は蒲原支所において、
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由比支所でもできるんですけれど、当然死亡届とか手続をされると思います。そうして、

それが受理された場合に火葬許可証とか斎場利用許可証というものが出てくるんです

が、そのときに料金を、使用料を支払っていただくと、そういう形になります。ですか

ら基本的にはそんなに今までよりも、一つのところでできるという形になりますので、

そういう意味では便利になると思います。 

  それと、そのほかの主な変更点につきましては、火葬の予約の受付が今まで１日７件

という形、９時から１４時とありますが、今回６件という形で、ちょっと利用状況を踏

まえまして、午後はやはりちょっと利用状況が少ないと。３時というのがあったんです

が、特に少ないものですから、それについては、その時間帯は外させていただいて、１

日６件の予約という形にさせてもらいます。 

  それから斎場の休日も１月１日と市長が指定する日というのが友引なんですけれど、

今は１月１日から３日までということで３日間休みだったと思います。それが静岡市の

斎場として２日、３日はやりますということで、その辺はふえると思います。それと、

庵原斎場につきまして施設もそのまま使えますので、電話番号は変わりませんというと

ころです。 

  以上であります。 

会長   今、説明がありました。質問ありますか。 

宮田委員   ちょっとお伺いしたいんですけど、死亡者が静岡市に住所がある方、これ

無料だというですけど、大体、一体というわけじゃないけど、火葬にかかる費用という

のは一回幾らぐらいかかるんですか。 

区政課長   一体当たりの金額といいますかあるんですが、これもどういう形で算定す

るかによって変わります。斎場の運営経費というのが当然予算ありますので、単純にそ

れで割ってしまって出す方法もありますし、そのうち本当に経常的に使っているものだ

け、つまり一時的な修繕とか車両を買ったりというのもそこら辺含まれてしまうもので

すから、そういうもの除いて、いわゆる一体当たりというので、それで結局、例えば３

万円とか４万円とか５万円とか、それでもう変わってきてしまうものですから、それに

ついては一概にちょっと言い切れないということでありますので。 

宮田委員   それに対して、その死亡者が静岡市に住所がない方 5,000 円って、これち

ょっと安過ぎませんかね。納税しているわけじゃないのにね。これは例えば、今言う富

士市で、富士川町、今の、富士市の方がここへ来た場合は 5,000 円で済むということで
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すか。 

区政課長   この点につきましては今現在、今日までですね、環境衛生組合について市

外の方は２万円を確かいただいております。ですから例えば、今、富士市の方が使われ

る場合には２万円を確か取っているということであります。この静岡市の市外の方の考

え方なんですが、今ちょっと申し上げたように、経費のどこを見るかというところなん

ですが、静岡市は旧静岡市、旧清水市もそうなんですけれど、基本的には、市外の方に

ついては燃料費相当につきましていただくと。市民の方は当然無料という形でやってお

りました。この 5,000 円につきまして、庵原斎場、白灯油を燃料として使っております。

清水斎場も同じなんですけれど、そうしますと、やはりその燃料費として考えますと、

やはり 5,000 円という数字になります。ただ、この金額につきましては、今ちょっと申

し上げましたけれど、例えば富士市は今、市外の方は確か３万円取っていると思います。

ですから県内で、これ、かなり幅があります。数千円のところから３万円のところもあ

ります。県外に行きますと５万円、６万円のところもあります。ですから、そこのとこ

ろ、また静岡市として、この市外の方の利用料金については、また今後見直すことはご

ざいますので、ちょっとまだ、具体的なところはきていませんので、またいずれそこら

辺のところは、見直しはあろうかと思います。 

宮田委員   随分差があり過ぎるなあと。もっと高くしてもいいじゃないかと思います。 

会長   では、この問題についてはいいですね。 

  それでは、「その他」。 

消防総務課長   消防総務課ですけれども、お世話になります。 

  10 月 31 日で庵原消防組合が解散しまして、11 月１日から静岡市消防防災局で消防活

動は行ってまいります。 

  この地区の消防体制について御説明させていただきます。この地区の消防体制につき

ましては、11 月１日、あす午前０時から静岡市湾岸消防署庵原分署として消防活動を実

施してまいります。 

  現状、１１９番通報については、５時ごろまでにはすべて切り替えが終わる予定で、

静岡消防の方には多分電話は入っていると思います。ただし、出動指令につきましては、

現状まだ庵原消防組合ですので静岡から庵原に転送をして、庵原の方から指令が出てい

ると。１日の午前０時から静岡の指令課の方からすべての車両について指令が出ると。

こちらの方の車両についても指令が出るという形になります。 
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  活動隊としましては今までと同様、消防隊、救助隊、救急隊を配置してまいります。

職員につきましては早期に一体化を図るということで、静岡市の職員もこちらの方にま

いります。約半分が旧静岡市の職員で、半分が庵原消防組合の職員という形、そういう

形でこちらの地理に詳しい方も置きながら高度な消防体制をしいていきたいというふ

うに思います。 

  それから、今回初めて庵原分署という名前を使っているんですが、静岡市の消防防災

局では本署と出張所という形で今までは旧静岡の方でやっていますが、今回、庵原分署

を置くということにつきましては、活動隊につきましては今までと同じなんですが、事

務的なものについてはすべて本署で取り扱っているんですけれども、この地域につきま

しては皆さんの利便のことも考えまして、こちらでできるだけ手続きが済むようにとい

うことで日勤者といいますか、事務担当者もちょっと置いて、各種届け出とか要望等の

業務は分署の方でやるという、そういう体制をとってまいります。 

  いずれにしましても地域の皆さんと庵原分署が協力し合って、この地域の安心・安全

に寄与していきたいと、そんなふうに考えていますので、また御協力のほどよろしくお

願いいたします。 

消防警防課長   同じく、消防警防課の有賀と申します。 

  11 月１日からの蒲原地区及び由比地区の消防体制については、ただいま梅原の方から

説明がありましたとおり、これまで以上に消防体制を強化しております。 

  火災災害対応の具体的な常備消防隊の出動体制としましては、火災を覚知したとき、

合併前は、庵原地区消防組合庵原署から消防隊が２隊の出動体制をとっておりましたが、

今後は湾岸消防署庵原分署という名称になるため、庵原分署からは２隊、それから湾岸

本署及び清水署から４隊から６隊が火災現場に赴きます。火災の状況により異なります

が、従前の２隊体制から６ないし８隊の消防力が導入されることとなります。 

  また、消防団にありましては由比町編入に伴いまして、由比町消防団は静岡市消防団

蒲原地区本部第１６方面隊由比消防団の位置づけとなりまして、通常の火災は従来どお

り由比地区については３隊、蒲原地区については３ないし４隊というような出動区分に

なります。しかしながら炎焼火災等ありますと、これらの由比、蒲原地区の消防隊が６

隊、さらに清水地区本部から４隊の分団が応援出動するということになりまして、今ま

で以上に消防力は強化が図られるということと思っております。したがって、蒲原並び

に由比地区の安心・安全に寄与してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い
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いたします。 

  以上です。 

会長   今、消防隊の実情について、出動の内容についても詳しく説明がありました。

かなり今まで以上に厚い体制になっていると思います。何か質問ありますか。 

稲葉委員   今の内容、過日、自治会の方でもちょっとお話聞いたことあるんですが、

ちょっと心配になっていることが、火災が発生したときにサイレンが鳴って、隊員の出

動要請をサイレンを吹鳴させることによって感知させたと思うんですよね。今度は新し

い体制で、サイレンは鳴らさないと。何か聞くところによると、どこかの土地で、やか

ましいからとか何とかということも理由の一つのようなんですけれども、そうすると結

局、隊員には携帯電話か何かで。 

消防警防課長   隊員におきましては、携帯電話ですべてメール送信をします。そして

各分団の詰所ですか、こちらにはファクスがありますので、そこにすべてファクスで、

どこどこの火災ということですべて流すような方法をとります。 

稲葉委員   はい、そのときに深夜に火災発生したときに、隊員が機敏に感知して目を

覚まして出動できるのかなあという非常に心配、うちの家族の一人も消防団員の一人な

んですが大丈夫かなという、そこだけちょっと心配になっております。 

消防警防課長   確かに、おっしゃるとおりですが、今、稲葉さん言ったとおり、非常

に防災の広報を使うとなりますと、やはり迷惑とかそういうふうなね、いろんな苦情が

来る中でサイレンが鳴れば、当然ながら庵原分署の方からもサイレンが鳴ります。そし

て清水、先ほど言ったとおり湾岸並びに清水の方からも消防車両のサイレン鳴ります。

したがって、あとはメール、そういうものがありますので多分隊員は感知する可能性は

十分あると思いますので。 

稲葉委員   車はサイレン鳴らして来るんだね。 

消防警防課長   はい、ですから大丈夫だと思います。 

稲葉委員   そうか、車がサイレン鳴らして来るから、隊員はその後でいいわけだから。 

消防警防課長   はい、そうです。常備が大体。そういうふうに御理解ください。 

稲葉委員   わかりました。 

会長   いいですか、内容はよくわかっていただきたいと思います。 

  どうも御苦労さんでした。 

  それでは、その他はもう当局の方いいですか。 
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蒲原支所参事   すいません、次回の地域審議会。 

会長   その前に、ちょっと待ってください。 

  審議委員の方から何か、その他でありますか。はい、戸塚善久委員。 

戸塚（善）委員   ちょっと当局の方に聞きたいんですけど、和歌宮神社の忠霊塔の借

地権が多分切れているではないかと思うですけどね、その辺わからないですか。 

会長   わかりません。はい、わかりませんということです。 

戸塚（善）委員   では一応、あれは多分８月か９月ごろですからね。どうも一、二カ

月我慢していたんですけど、３年契約でしていると思います。一応調べて、何か対応を

とっていただきたいと思います。それだけにしておきます。あとはまた要望で出します。

新規の案で。 

会長   では、そういうことでよろしくお願いします。はい、中島委員。 

中島委員   先日と思いますが、戸塚委員の方から老人センターを管理している館長だ

か運転手だかわかりませんが、身分についてお伺いしたいと言ったと思うんですが、そ

れについて説明願います。年齢、それから身分。 

会長   老人センターのね、運転手さんが「運転手さん」と言ったら、「私は運転手じ

ゃないよ」という話になって、それで、その人の身分を教えてほしいということでしょ。 

中島委員   はい、それでね、次回に報告するということになってね、戸塚委員が質問

したと思うですよ。ですから当然。 

会長   どう、わかります。 

蒲原支所長   老人センターそのものが今回は指定管理者制度で、もう完全に社協へ移

ってしまっているわけですね。ですから社協の職員さんですので、うちの方との管轄が

完全に違っているものですからね。そこまでは大体確認をしているんですけどね。その

人を、社協の関係の人を私どもで云々かんぬん言うわけにもいかないものですからね。

一応そういう話があったよというのは、この地区社協の支所長の、蒲原のすこやかセン

ターのところの支所長に言っておきました。こういう苦情があったよと、そういう程度

ですけどね。それは御容赦ください。 

中島委員   そうしたら当然、前回にそういうふうに説明してくれればよかったと思い

ます。当然、後で説明しますということですから、公務員の関係ですから、それを聞い

て、できる範囲で報告していただきたい。私たちが社協の方へ言うことでなくて、ここ

で出た問題ですから、ここで討議していただきたいということです。いかがですか。 
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会長   今、調べたら社協の方の問題でということでしょ。だから、当局の方からは言

えないということ。 

中島委員   次に報告できますか。聞いて。 

会長   どういう内容の報告ですか。 

中島委員   いや、その身分、どういう。 

宮田委員   何か役があるのかどうかということでしょ。役職があるかどうかというこ

とでしょ。 

会長   それはどうですか。 

蒲原支所長   個人的な問題ですし、私の方の市の職員じゃありませんので、私の方か

ら紹介するというわけにはちょっといかないと思うんですけど、いかがですか。 

会長   職員ではなくて、社協の方の人だということで、こちらでその人のいろいろ身

分等は言えませんということです。中島委員、どうですか。いいですか。 

  では、そういうことで、どうしても聞きたかったら社協の方へ聞いてください。（「は

い、わかりました。」と中島委員が言う。） 

  では、そのほか何かありますか。はい、石野委員。 

石野委員   前にもちょっと言いましたけど、西小学校の下のところ下ってくると橋が

ありますよね。あそこの強度について調査していただきたいと思います。 

会長   この前、報告ありましたね。 

石野委員   それ、この前、出ましたか。 

稲葉委員   その件は、新田自治会の方から道路３課の方に要望書を出してあります。

そして、あそこに大型の２０トンくらいのトラックが通っているけれども、それに耐え

られる橋なのか。それで災害、地震等が起きたときに十分なのかということを調査依頼

と、そして万が一あそこが崩れてしまうとかということがないように、改善を要望する

という要望書を出してあります。 

  なんですが、そこでの話は、そういう橋の改修という話が静岡市には３０数件横たわ

っているらしいんです。順番待ちらしいんですね。もちろんそれは緊急性も加味してい

たんですけど、ということで、すぐにはすぐできそうにもない感じなんですね。そして

橋梁もものすごいお金もかかって、ただ、今通行している車が、そういうのが通ってい

ても耐えられる橋なのかどうなのかということは調査をしてもらって、まだもらってい

ませんけど、それはもう一度プッシュしておきますけれども、そういう要望書を出して
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あります。 

石野委員   あの橋をつくるときには、あんな大きな車が通るなんていう想像していな

いので。 

稲葉委員   はい、そういうのも理由書に全部載せてあります。 

石野委員   それ調べるのに、そんなに時間食うわけがないと思いますので、早急にま

たやってもらいたいと思います。起きてしまってからでは、いつも日本というのは事件

が起きてから考える、そういう悪いくせがある、役所は。 

会長   それでは内容がわかりましたら、また地域審議会の中で。 

稲葉委員   審議会でやるんですか、これ。 

会長   いや、違う、そういう要望、こういう話があったから、こういう回答が来まし

たということをちょっとまた話をしてください。 

総務・防災課統括主幹   すいません、時間ないところで、前回、御園公園の質問出た

ものですから、公園整備課の方に確認しておきました。実は、昨日、業者の入札を行っ

たそうです。それで 12 月の頭から工事に取りかかって、11 月中に施工業者が御近所に

あいさつに回るそうです。年度内の完成を目指すという回答を得ていましたので御報告

いたします。 

  以上です。 

会長   どうもありがとうございます。 

蒲原支所長   それでは次回の地域審議会の日程ですけれども、12 月 15 日から 19 日の

間でお願いしたいんですけれども、もしここで決められるようでしたらお願いします。 

会長   12 月 15 日から 19 日の間で第６回目をやりたいということ。予算は８回ですけ

れども。 

蒲原支所参事   15 日が月曜日です。 

会長   では、間をとって火曜日にしますか。では木曜日の、いいですか。何か予定入

ってます。入ってません。では決定します。12 月 18 日 14 時から第６回目の地域審議会

を行います。 

  それでは、これで第５回地域審議会を終わります。なお、本日の会議録の署名は、名

簿順に草谷満委員に署名委員をお願いしたいと思います。長時間にわたりご審議御苦労

さまでした。 

（午後４時５６分 閉会） 
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