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平成２２年度第３期第７回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２３年３月３日（木） １４時００分～ 

 

２ 場 所   清水区蒲原支所２階 Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席者   （委  員）須藤会長、磯部委員、稲葉委員、宇佐美委員、折原委員、

片瀬委員、篠原委員、杉浦委員、鈴木委員、寺門委員             

日野委員、望月委員、山本委員 

              （草谷委員、小西委員欠席） 

        （事 務 局）区政課：牧野区政課参事 

総務・防災課：広瀬課長、山梨参事兼区付主幹、久保田副

主幹 

蒲原支所：宇佐美支所長、石切山参事兼主幹、杉山主幹 

４ 議 事    

 （１）蒲原地域における課題等について（資料１） 

 （２）その他 

 

５ その他 
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蒲原支所参事   皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまより第３期

平成２２年度第７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、ご出席いただきまして、まことにありがとうございました。 

  初めに報告をいたします。本日は、小西委員、草谷委員の２名から欠席の連絡があり

ました。また、鈴木委員からは遅れるとの連絡をいただいております。現在１２名の

委員が出席をされておりますので、会議は成立いたします。 

  それではまず、資料のご確認をお願いしたいと思います。 

  きょう配付しました資料は本日の次第、それから資料１としまして、蒲原地域におけ

る課題の一覧を配付させていただいております。ご確認ください。よろしいですか。 

  それでは、次第２の「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。 

会長   皆さんこんにちは。お忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。

先月の22日、ニュージーランドで大きな地震がありまして新聞紙上に記事が載ってい 

ましたけど既に１０日経ちますけど、いまだに安否がわからない日本人が２８名とい

うことで、非常に大きな地震になっているなと。新聞等の写真を見ますと、ほかのビ

ルはそんなに崩壊していないですけど、あの研修生が入ったビルはもう全然形がない

ように崩壊しているということで、どうしてあんなことになったのか。地震対策がし

っかりできていたのかなとそんなふうに思っているんです。そういうことで、ニュー

ジーランドの首相は地震の対応のためにも、ビルの崩壊について刑事責任を追及して

いこうというようなことを言われております。どういう結果が出るのか、またそうい

う記事も載るのではないかと思っています。 

  じゃあ静岡市は防災対策について、どのような考えでいるかといいますと、この２０

１０年から２０１４年まで第２次総合計画の生活環境の中に、やはり対応が載ってい

ます。それによりますと、「快適で安全安心な生活環境の基盤を強化するため、東海

地震を初めさまざまな自然災害に備え、被害の広がりを防ぎ迅速に対処できる社会基

盤と体制の一層の整備に努めます。」と。５カ年でそういうことに取り組んでいこう

と。また、皆さん、審議会の委員になったときにお配りした合併建設計画のやはり生

活環境の中に、「災害を未然に防ぐための施策を推進し、災害に強いまちづくりを進

める」とあります。そういうことで、災害というものに対しての強化、対策の強化を

していこうということが強くうたわれております。なぜ私がそういうことをご報告し
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たかといいますと、今回の新しく皆さんから出された問題点の中に、やはり地震の問

題がいろいろ出ております。この蒲原地域を安全で安心の地域にするために皆さんで

十分話し合っていただき、この地域審議会としてどういう提言をしていくかというこ

とを、しっかりと決めていきたいと思いますので、ぜひ十分な審議をよろしくお願い

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たいと思います。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、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。ご

協力をお願いします。 

  それでは、次第に従いまして議事を進めたいと思います。 

  「（１）蒲原地域における課題等について」を議題といたします。 

  前回の審議会では、今後、蒲原地域審議会で取り上げていきたい地域課題を委員の皆

さんから提出していただき、提案委員から現在の状況、要望内容、考え方等について

説明をしていただきました。本日は前回の説明を踏まえ、蒲原地域審議会として要望

していく項目を集約していきたいと思います。 

  初めに、前回欠席された折原委員から提案がありました、ナンバー３、生涯学習交流

館の休館日の内容について、折原委員から説明をお願いします。それでは、よろしく

お願いします。 

折原委員   はい、折原です。皆さんもうご存じのとおり、今、生涯学習交流館は、

第一、第三日曜日が休館日となっております。当初はそれがわからなく、いろいろな

行事等を予約しようとしたところ、ホールが取れない、いろいろな行事ができないと

いうことになって、それはおかしいじゃないかという話を多々聞きまして、合併前は

月曜日が休館日だったですよね。それに慣れてしまったせいか、日曜日はいつもやっ

ているものだというふうに考えていたんですけど、この２週の日曜日の休みというの

が非常にネックになっています。というのは、いろいろな皆さんからの話も聞きます

と、蒲原には県下でも有数のＮＰＯ団体という自主的に動く、活動する団体がたくさ

んあるわけですよね。そういった場合に、その活動が損なわれてしまう。生涯学習と
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いう観点で、それを足元からすくわれるように休館日が第一、第三日曜日に決定して

いるという状態が何ともかえられない状態になっていることに関して、すごくもどか

しさを感じまして、できることならばこの地域に合った方法で改善していただきたい

なということです。それを今までは市のほうでは、もう決まったものだから、こうい

うふうにしてくれということですけども、政令市というのはそういうものではないと

思いますし、住民の要望があって初めていろいろなことがかえられるというのが、合

併したときの自分たちの夢であったはずです。 

  ですので、そういったことを考えて、ここにも書かれていますように、事務的に却下

されることがないよう何らかの措置を検討し、例えば住民アンケート等をとって、こ

の地域に本当にそれが必要ならば、ぜひ開館していただくような方法で、規則ですか、

規程というんですか、それを変えていただきたいなという希望です。以上です。 

会長   今、折原委員のほうから提案された内容の説明がありました。これは前回提

案されていますので、一応、ほかの生涯学習交流館等はどういう形になっているか。

そういうことを調べてもらいましたので説明をお願いします。はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   総務・防災課、広瀬です。折原委員の要望ですけど、確かに旧蒲

原町時代の文化センターは、第三日曜日と毎週月曜日が休館ということになっており

ました。そして合併と同時に生涯学習交流館となって、現在、第一、第三が休館とい

うことです。清水地区、蒲原を含めて２１の生涯学習交流館があるんですけど、折原

委員が言うように、市の生涯学習施設条例、この中でやはり２１の交流館とも第一、

第三が休みというように指定されているのが現状でございます。 

会長   ちょっと待ってください。特別、ほかに公の設備で交流館じゃなくてもちょ

っと変わった体制があるかどうか、ちょっとわかります。そういうことはわかりませ

んか。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   旧静岡市のほうに生涯学習センターというものがあります。例え

ば静岡市の葵生涯学習センターについては、毎月の第二月曜、第四月曜。そして駿河

生涯学習センターについては、日曜日というふうな形で定められているところもござ

います。 

会長   センターのほうについては、月曜日が休みというような内容のところもある

というような今、話もありました。まず、そういう内容の報告があったわけですけど、
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折原委員の提案内容について質問があれば、まず質問を出してください。意見はまた

後で聞きます。 

  はい、日野委員。 

日野委員   日野です。この生涯学習交流館が今度地域指定管理者に委ねられるよう

になるわけですよね。 

会長   それは今後ね。 

日野委員   今後。 

会長   今後、まだですけど。 

日野委員   ええ。そうした場合には、このお休みのことは、例えば住民の要望で変

えられるようになるのかどうかを伺いたいと思います。 

会長   はい、どうぞ広瀬課長。 

総務・防災課長   総務・防災課、広瀬です。今の指定管理者制度については、清水

地区の２１の生涯学習交流館については、平成２４年度をめどに進められております。

２３年度から準備にかかるわけですけど、日野委員の質問の中身でいうと、それぞれ

の地域においての生涯学習交流館において、指定管理者の判断というかその地域ごと

で定められるかというようなことについても、２３年度中の検討内容になるかと思い

ます。以上です。 

会長   いいですか。日野委員。だからその内容については今から検討していくとい

うことで、ことに依ったらその地域、地域の実情に合った内容で運営してくださいと

いう話になるかもしれませんけど、まだそれは今後の問題だと、こういうことです。 

  そのほか質問ありますか。内容はわかりましたね。 

  それでは、一つ一つ皆さんの意見を聞いていきたいと思うんですけど、折原委員の提

案は３番目ですけど、まず今そういう内容の提案がありましたので、まずこの提案か

ら皆さんの意見を聞きまして。それでは、今後、例えば今言ったような指定管理者制

度、に移行するに当たっては、こういう内容でぜひお願いしたいという要望を出して

いくのか、皆さんいろいろな考え方があると思いますけど、そういうことも含めて皆

さんの意見を聞かせていただきたいと思います。こういう内容で要望していこうとい

うことも含めて聞かせてください。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。今、日野委員から話がありましたけど、きょう自治会長も来
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ています。磯部さんも来ていますけど、平成２４年から指定管理者制度ができるわけ

ですから、これが２１カ所清水地区にあるわけですね。その会合が４月から詰めの段

階というか、１年でどういうふうな方向性に持っていくかということが決まってくる

と思うんですよ。そういうことで、各地区で今、折原委員が言ったように、蒲原はも

ともと第一、第三日曜日を使っていろいろな活動をしているグループが多いわけです

から、それをまた何とか指定管理の中で、蒲原地域においてはこういうふうな形をし

ていきたいというものを、今、折原委員が言ったように、住民アンケート等で住民の

要望をこういう形だと示していくということのほうが利用勝手がよくなるような気が

するんです。そういうことで、その方向性をちょっと模索してみたらいかがかなと思

うんですけど。以上です。 

会長   はい、磯部委員。 

磯部委員   この交流館ができてからいろいろな規約というか、内容について非常に

使いづらいというのは皆さんご存じだと思うですけれども、例えば商工会で利用する

といったときに、民間には貸し出しできないというふうな括りがあるわけですけれど

も、そういうものについて、やはり行政のほうでは有効利用していただきたいと住民

にいいながら、規約そのものが非常に括りの厳しい部分があるんですけれども、そう

いうところの部分をこれから改善していっていただかないと住民が使いづらい。折原

委員が言うように、使いづらいような施設になってしまうという部分がある。要する

に行政のほうにやっぱりこう、蒲原の地域に合った利用の仕方を検討していただきた

いと思うですけれども。 

会長   そうですね。この地域審議会の中でも市民センターを造ろうというときに、

皆さんが集い、皆さんに多く利用してもらう市民センターにしていこうということで

検討してきましたからね。そういう意味では、そういう考えは確かにそうだと思いま

す。ただ、問題は具体的にじゃどういうふうなことをしていくかということについて、

皆さんの意見を出してください。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。来年、再来年からの指定管理との兼ね合いがあるので、どう

いうふうに取り組んでいくのが一番いいのかがちょっと自分でははっきりしていない

ですが、いずれにしても２１の交流館が一括の一つの、先ほどありましたけど、条例

というもので、開館日はいつだとか、休みはどうとか、またそこでの使用基準という
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のを決められていて、例えば磯部委員が言われたような使用基準については政治的な

ものはだめだとか、物を販売してはいけないだとかというふうなことがあるわけです

ね。すると、その条例の中でどう解釈してやれるかというのは、非常に館長とか、そ

ういうところの判断に任されるというところがあると思うですが。いずれにしても私

も日曜日の開館というのはいいなと思うですが、そうするには条例を変えないとどう

にもならない部分があるわけですね。だから、まず一つは条例を議会で変えてもらう

という形で進んでいくか、それと、指定管理との関係でいくと、今、指定管理を受け

ようという、指定管理者側の体制は今、清水の自治会連合会か何かでも組んで、また

総会も１回もうやったんですが、そのとき指定管理をプロポーザルというか、出すと

きに、仕様書というのが必ずありますよね。それと、行政が条例を仕様書に書き変え

て、こういう条件で交流館を運営していってくださいよ、管理していってくださいよ

という条文がざっとあって、それを受けてくれる業者なり団体は手を挙げて交渉する

わけですね。だから、その仕様書に多分、今の条例と全く同じようなものが条例に載

ってくると思うですが、そのときの交渉の余地があるのかどうか。例えば自治会のほ

うが、協議会が指定管理者になろうといって市からある仕様書を出されるんですが、

いやここは第一、第三の日曜日が休館とあるけど、やはり指定管理をやるにはここは

開館したいという意見を申し述べて、それが善処されるものなのか。だから、いずれ

にしても、今までの管理からいくと条例を変えないと、もし休館日をなくすとするな

らばね。条例を変えてもらうような働きかけを市にしていかないといけないのかなと

いう感じがするんですけどね。それが基になって、指定管理への条件として提示され

てくる。それと、今のままだとやっぱり指定管理者に対して、第一、第三の日曜日は

休館日にするという一冊が入った上で出てくるのかな。だから、先ほども指定管理の

ほうは指定管理になりますよ、よし、じゃあやってください。じゃそこが勝手に休み

を調整してやるというところまでは、フリーハンドはないと私は思うんですけど。だ

から取り組む方法としては根っこからやはり、静岡のセンターのほうはもう既に指定

管理になっていて、そのとき聞いたら第二、第四月曜日というのが葵ですか、だから、

それは指定管理を受けさせるときに、じゃ日曜日は常に開館しようよということでそ

うなったのか。ちょっとわからないですね。いずれにしても、条例を変えないとだめ

だと思います。以上です。 

会長   どうですか、実際に指定管理制度で運営されている交流館ですね、そういう
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ものを移管するときに全く今、稲葉委員が言われたように、条例をそのままこう出し

て、こういう運営でやってくださいというようなことなのか、もう少し弾力性を持っ

て地域の実情に合った運営をしてもいいですよといっているのか。その辺はどうでし

ょう。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   今の会長の話ですけど、正直言って指定管理者制度についての詳

細というのはまだ示されていない状況ですから、今の件はちょっと回答できるもので

ないと思います。 

会長   今、稲葉委員の話だと、やっぱり条例を変えてという要望を出していったほ

うがいいだろうと、時間がね、こればかりに時間をとってしまうと。いいです、次に

また５月にあるからいろいろ検討して、この問題はもう少し検討する余地があるかな

ということでもいいですけどどうですか。ほかの人、今の話の進め方でいや私はこう

いうふうにしたほうがいいと思うという考えがありますか。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   ごめんなさい。条例を変えなければ絶対に運用で日曜開館はできないと

いうのは、間違いがないことですか。 

会長   それちょっとわかりません。 

鈴木委員   それもわからない。 

会長   多分そうでしょうね。条例がある以上は。 

鈴木委員   条例にもただし書きがついていたり、どこかの解釈で実はできたんだと

いう話になったりすればもったいないことなので。 

会長   そうすれば運営の問題だからね。 

鈴木委員   はい、その点を確認していただければ、やっぱり事実として、日曜日に

２回休むというのは非常にもったいないと確かに私も思います。はい。ぜひ開けてい

ただきたいなと思いますけど。はい。運用で何とかできるのであれば、この４月から

でもぜひ開けていただきたいということで。はい。 

会長   どうですかその辺。ただし書きか何かありますか。 

  はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   今、条例の中に確かにただし書きというか、１項目あります。そ

して、例えば交流館にあっては、市長が休館日を変更し、または臨時に休館すること



 

 ―９― 

ができると。こういう、あっ、ごめんなさい。交流館にあっては臨時に休館すること

ができるということは、例えばそれをどうしても、何といいましょうか、その日を開

けてもらわなければならないよとか、そういうことを市長が認めればできるんですけ

ど、これも恒常的にそこを開館というのはちょっとできない、条例上はできないとい

うことです。 

会長   要するにただし書きの中では、市長の許可があれば、何か催し物があって、

どうしても日曜日にやりたいから、この日曜日だけは開けてもらえないかということ

で要望を出して市長がオーケーを出せば。毎月毎月という恒常的なそういう決めじゃ

ないんですよ。毎月ですよという決めじゃなくて、ある事情で市長に要望して、市長

がオーケーというただし書きだと思うんです。 

  はい、山本委員。 

山本委員   すいません、先ほども出ましたけど、葵区の生涯学習センターですか、

第二、第四ということですけど、それが認められているということは、例外的に認め

られる何か条件というかそういうものがあるんですか。 

会長   いや、葵区は認められているなんて今言っていません。運営面で。 

山本委員   でもそれは、（「違う、休みの日が違うという意味でしょう。」と日野

委員が言う）。休館日が月曜日になっているわけですよね。そうすると、このセンタ

ーのほうは生涯学習条例には関係ないということですか。 

会長   センターは。 

山本委員   センターは別ですか。別。 

日野委員   違うじゃないですか。番町小学校跡が生涯学習センターになったんじゃ

ない。それで、県の社会福祉協議会が指定管理者に入っていると思う。 

会長   それでは、どうします。いろいろな意見が出ましたけど、例えば一つは葵区

がどういう内容で指定管理になったか。そういうものを調べてもらうということと、

例えば指定管理者制度で今、稲葉委員が言われたように、そのまま条例を持っていっ

て、こういうふうに運営しなさいとやるのかどうかということもわからないですよ、

まだね、はっきりとは。指定管理者制度自体がはっきりしませんから。だから、そう

いう意味で、もう少し調べてもらう必要があるかなという気がするんですよ。ただ皆

さんの考えとしては、やはり日曜日に交流館を開けてもらいたいと。そのほうが非常

に皆さんも利用価値があるし、市民の皆さんも寄ることができるということなので、
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そういう考えはもう皆さんそうだと思うんですよね。ただ問題は、どうしたらじゃあ

それができるかということで、少しわかります、わからないでしょ。どうですか、調

べてもらいますか。この問題については、まず調べてもらった中で、今の条例の中で

うまくやっているのか。あるいは、指定管理者制度自体を葵区はやっているようです

ね。だから、それはどういう内容になっているかということも含めて、例えば指定管

理者制度の中で、その地区の実情に合わせてやってくださいという１項が入っていれ

ば、あるいは、休館日を月曜日に持っていくとか。それは個々の運営ができると思う

んですよね。だから、そういうことも含めて、もう少し調べてもらってから結論を出

して要望していくということでいいですか。いいですか、はい。じゃそういうことで、

少し調べてください。よろしくお願いします。 

  それでは、１の片瀬委員の「住民の通行に係る安全確保について」ということで、こ

の前提案がありまして、皆さん質問が出されまして、考え方はわかっていると思いま

す。そこで、いろいろとご意見を出してください。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。この橋の安全性について、ちょっと謝らなければいけないで

すが、ちょっと前回のやりとりの中で、先に市の取り組みを聞いてから、その辺がち

ょっとごっちゃになってしまいまして、各自治会を通じて、今危険と思われるような

橋があったら、それをヒアリングなり聴取して、そしてそれを皆さんにという話をす

る予定で、そういうことを述べたと思っていました。どちらが先なのかというのがあ

りまして、結論からいいますとまだしてありません。それで、きょうきちっと調査す

べきだというふうになれば、自治会のほうにかけて進めていきます。ちょっと遅れて

しまいまして。 

会長   前回ですね、担当者を呼んでいろいろ話を聞こうということだったんですけ

ども、広瀬課長が担当者からいろいろ話を聞いて来ていますので、課長、説明してく

ださい。 

総務・防災課長   まず、道路の危険箇所というというような形の中で、じゃ橋梁に

ついてはどうなのということで尋ねたところ、蒲原町が合併する前、平成１７年に耐

震補強の国の補助事業というものがありました。これについては、阪神淡路大震災の

データを基に、そういうものをチェックしなさいということで、旧静岡市、旧清水市

自体にはこの調査はやっておりますということで、蒲原・由比地区について、耐震度
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の調査というのは現在予定していませんということがまず回答です。 

  そして、先ほど稲葉会長のほうで、自治会長会でそういうものが集約できればという

ことですけど、担当課のほうからこういうことを聞いております。蒲原地区で橋梁等

について不安があるようなところについては、ぜひ、要望を挙げてほしいと。即、調

査にかかれるかどうかという予算的な話もあるものですから、それについては一応要

望をまず挙げてほしいということです。ただ、蒲原全域についての橋を全部やってく

れと、こういうわけにはなかなかいかないものですから、例えば緊急輸送道路とか、

避難路、それらについての橋梁について、もし地域で拾い上げて、この部分をやって

ほしいよというようなことがあれば、対応させていただくということでございます。 

会長   今、市の考え方の説明がありました。どうですか、橋の安全性ということで、

これも地震が来たときに橋が持つのかということも含めてどういうふうにしていった

らいいのか。担当課のほうからは、個々に具体的な橋を挙げてもらえればというよう

な今要望もありましたけど、その点はどうですか。 

  はい、片瀬委員。 

片瀬委員   片瀬です。今、要望を挙げればやっていただけるというような回答だっ

たですけど、具体的にはどういう形で要望すればやってもらえるのか。例えば、先ほ

ど稲葉委員じゃないですけど、自治会を通してやってくれればとか、この審議会で出

せばとかというふうな部分はどうでしょう。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   今、前段に片瀬委員がおっしゃったように、連合自治会あるいは

単位自治会といってもですね、多分蒲原地区の連合と稲葉会長の名前で出されるのが

一番だと思います。ただ、地域審議会のほうで、２期目のときでしたか、市長に要望

出しましたよね。２期目。合併建設計画の中の主なものについての要望というのを出

しましたよね。ああいう中でも、それ以外のものになるわけですけど、挙げても構わ

ないかなと思います。 

会長   地域審議会の委員が個々に自分のところを回って、地震のときに避難路のと

ころの橋を、まず重点的に調べてもらうという考えで、その橋を見てみるとか、とい

うふうにするのか、この前連合自治会のほうにお願いして、各自治会長さんが自分の

自治区の橋を見ていただいて、具体的にこの橋が心配だということで、そういうこと

を具体的に出して、担当者に返事をもらうという形にするかですよね。ちなみにこれ
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は、第２次静岡市総合計画の第１期実施計画２２年度分のどういうところをやるかと

いうことで、橋梁のところを探してみたらありました。災害発生時に重要な役割を担

う主要道路に代わる橋梁の耐震化ということで、２２年度の事業としては、安倍川の

橋、それから安西橋と、この２カ所を、６億３，９００万円予算を組んで耐震化をし

ようという内容が、この前は国のほうの方針がはっきりしなかったので、全部に全部

予算がついていないんですけど、この資料をもらったときには、その２つの橋が６億

３，９００万円でやるというような計画にはなっていますね。だから、静岡と清水は

既に調査が終わって、それでどういう橋をやるかということで、年度ごとに決めてい

るんじゃないかなという気がしましたね。どうですか、具体的に、じゃこういう形で

やっていこう、あるいはちょっと無理だといっても、この際しっかり予算をつけて蒲

原地域全部の橋を調べてもらいたいというのか、その辺の考えを出してください。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。我々が、蒲原地域の全部の橋がわかるかといっても絶対わか

るはずないですよね。住んでいるところは大体わかるけど。ですから、稲葉自治会長

に申しわけないんだけど、やはり自治会へ各地域から人間が集まるわけですから代表

が。そこで、私のところの地域はここが弱いんだとか、危険だとかというのを実際話

をしてもらえれば、それが一番早いような気がしますけどね。とりあえず、堀川では

橋は、３個。まだ十分耐え得る、新しい橋もありますからいいと思いますけどね。そ

ういう話は各地域から出てくるような気がしますけどもね。そのほうがまとめるには

早いような気がいたします。 

会長   橋の問題が出てきて、本来ならば地域審議会というのは、蒲原地域全体のこ

とを考えて議論するところですから、調査してもらって、じゃあ危ない、調査された

危ない橋はこういうことと、この橋ですよと。だから補強をしていくとか、補修をし

ていきますよという話のほうがいいんですけど。担当者のほうからできれば具体的な

橋を挙げてほしいということですから、とりあえず、そういう形でいくかどうかです

ね。どうですか、皆さん。ちょっとほかの人の意見も聞きたいものですから。どうで

すか。 

  はい、望月委員。 

望月委員   望月です。今の議論の中では、１の片瀬委員が出されたものについてと

いうことでやっているじゃないかと思うんですけど、今は何かもう少し進んで蒲原の
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橋の中で何か欠点がある橋があるのかないのかという議論じゃないかと思うんですけ

ど、まず、橋ということについては、寺門委員が言ったように地域の方が一番わかる

と思うんですよ。その地域の中で、前に日野委員からも出たような橋ありましたよね。

避難するときにその橋を渡らなければならないけどその橋の耐震震度はどのぐらいあ

るのか、それは地域の方が一番わかっているかと思うわけです。その地域のこととい

うことになると、これは自治会ということにつながってくるんじゃないかと思うわけ

です。そこで問題が出たときには、審議会と自治会と共同で答申していくとか、そう

いった方向に持っていったら私はいかがかなと思うですけれども。ここでどこの橋が

といっても、わからない橋ばかりあるわけですから、それは地域の方が一番熟知して

いるわけですから、そこで挙げていただいて、そこの地域の声を行政に持っていくと

いうような方向が私は一番いいじゃないかと思うですけれども。いかがでしょうか。

以上です。 

会長   目的は安全、安心の町をつくると。そのための橋の安全性はどうかというこ

とですから、どういう手段でもいいわけですけど、今の考え方でいいですか。いいで

すか。はい、じゃあ受けるほうの稲葉委員。 

稲葉委員   ちょっと質問になってしまうんですけど、先ほど蒲原時代の平成１７年

に耐震補助事業ということで、蒲原は調査してないですね。そこちょっと確認したい

ですけど。 

総務・防災課長   旧清水、旧静岡については平成１７年、１８年という形でやって

きましたよということですが、現在、同じような調査を蒲原・由比地区について検討

はしてないということです。 

稲葉委員   してないということですね。なるほど。じゃ調査の中で蒲原・由比地区

が大丈夫とも危険だとかもされてないということですよね。 

会長   何もやっていないですよ。 

稲葉委員   やってないということですね。 

会長   １７年度は合併してなかったものですから。 

稲葉委員   はい、わかりました。 

会長   それじゃ、まとめます。また大変でしょうけども、連合自治会のほうで各自

治会の人に諮ってもらって、各自治会で危険だと思われる橋を、具体的な橋を出して

いただいて、地域審議会のほうへと報告してもらいたいんですけど。いいですか。じ
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ゃそういう形で、この橋の問題については進めていきたいと思いますけど、いいです

か。今までは橋の安全という問題が出てこなかったものですから。わかりました。 

  それでは、もう一つ片瀬委員の中に、「法師沢の橋の問題」が出ているんですけど、

どうですか、これは。 

片瀬委員   片瀬です。非常に細かい話になり過ぎたかなという嫌いも実はあるんで

すけど。 

会長   これはどうですか。その自治会で、その橋の安全性について、連合自治会あ

たりに言って調査してもらうと、それでいいですか。 

片瀬委員   はい、じゃそのようにお願いします。 

会長   はい。じゃ自治会、地域審議会でこういう問題が出ていたけれどもというこ

とで、もう一度チェックしてもらって、法師沢については連合自治会のほうでお願い

したいと。いいですか。 

  それでは、片瀬委員の提案については、そういう方法でいきたいと思います。 

  次に、杉浦委員の蒲原海岸保全について、蛭沢通線について、蒲原病院について、前

回説明がありましたけれども、何ですか。 

杉浦委員   前回の審議会の後に、小金区の区長で前の審議会のメンバーでもある片

瀬幸修さんに、この件についてある程度お話を伺ってきました。前回この場でも離岸

堤は順次設置されるというお話を聞きましたが、小金区で一応要望しているものは、

結局国一バイパスなども塩害によってさびが物すごいと。それでブロックが落ちてく

るというのは、やはりテトラポットにぶつかってそれがひどいからそうなっていると

いうことで、小金区としたら、入れるのであれば予算を使って外側、つまり海の中に

予算内でいいから入れることによって、波を少しでも軽減してもらいたいと。あとは、

削られてしまうので、堤防の損傷を少しでも、やっぱり１カ所だめになるとやられて

しまいますから、そういった意味で、小金区のほうで要望を出しているということで

した。 

会長   蒲原海岸保全については、この前、稲葉委員のほうから、現在の国交省が地

域の住民の皆さんと話をして、どういう形でこのブロックを入れたらいいかというこ

とで、内側に入れるのか外側に入れるのかでかなり小金地区は意見が違って、ちょっ

とこう、もめたというか、そういう話を聞いているわけですけど、この前の話では、

そういう工事をどういう形で蒲原海岸の中で進めていくのかという、そういう長期計
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画ですね、そういうものについては自分達の所は説明にくるからわかるけれども、全

体的な計画がわからないから、そういうこともわかればいいなという話もあったんで

すけど、もう国のほうで、稲葉委員がこの前言われたように、もう国のほうで動いて

いるんですよね。個々に地元と話をしながら動いているものですから、じゃ全体的に

国はどういう計画でいるのかということを知ろうとするのか、どういう形で提案され

たのか、もう一度お願いします。 

杉浦委員   やはり全体的な動きがどういう、何年度ぐらいという、やはり予算の問

題もあると思うんですけど、また離岸堤を造るに当たって、東小学校のほうですか、

そちらから順番にまた造ってくださるということですけれども、それがどれぐらい年

数待てばいいのかということも知りたいと思います。 

会長   離岸堤は６基。４年に１基でしょう。４年に１基入れるということで東へと

進んでいるんですね。 

  はい、杉浦委員。 

杉浦委員   杉浦です。４年に１基だと、そうすると蒲原地区の海岸がそれができて

守られるのは、そうすると２０年ぐらいかかるということですか。 

会長   もっとかかりますね。 

杉浦委員   もっとかかるということですか。それを地域審議会として少しでも早く

設置をお願いするという要望を出すということはできないでしょうか。 

会長   いろいろな経過がありまして、私ばかりしゃべって申しわけないですけど、

町議会議員でいた時にいろいろな話がありました。西のほうは漁業区域だということ

で、向こうについては、その区域を解除しないと離岸堤など入っていかないと。担当

省が違うと。そういうことで、国土交通省とあと、漁業のほうはまた違うんですね。

そういうことで、西のほうではなかなかそれを解除しないと離岸堤は入っていけない

というような話もありまして、その後の計画はちょっとわかりませんけれども、とり

あえず東のほうへと入れていこうと。そういうことで今動いているということで、離

岸堤の問題じゃなくて、ここにあるように塩害の問題ですね、振動と塩害の問題とし

て、特に塩害のこととして、ブロックをこの海の中へと入れていこうという計画です

ね。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。ちょっと整理させてください。今の杉浦委員の提案よくわか
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ります。整理しますと、まず、小金・中村のところに現在すき間を作りながらブロッ

クが埋められている。あれはほんとに波打ち際のところに置いてあるわけですね。そ

こに１００メートル積んであって、また１００メートル空間があって、１００メート

ル。それでそのままでいくと、大きい波が来るとその空間から堤防をさらわれてしま

って堤防が危ないということで、比較的お金もかからないというかな、それで今波打

ち際に並んでいるブロックのすき間に埋めていこうと。それを今、小金のところは山

側にやり、中のほうは狭いので外側にやるというのでもう既に国交省が動いている。

ただ、小金地区はやっぱり内側に入れるじゃなく外側に入れてほしいということで、

個別交渉みたいになって進んでいる。いずれにしても、波打ち際のところにブロック

があるということは、そこで波が砕けてそれが原因で塩害というところにいっている

わけですね。だから完全に塩害を抑えるためには、今のブロックをどうこうじゃなく

て、もっと離岸堤防として沖にやらなければいけないということですね。そして、そ

の離岸堤の計画というのは、カルモスとかなんとかといって、１基８億円とか１０億

円かかるというのを４年に一基ペースでやってきて。 

会長   斜板堤。 

稲葉委員   斜板堤などもですよね。 

会長   カルモスは。最初のほうです。 

稲葉委員   そうですね。斜板堤。それが４基ぐらいですか。それともう１基放水路

の下に造って、それでその後は順次西から来るか東からやっていきたい。だけど今言

った年数も含めて、１基１０億円もかかるものといったらやはり４年かかると。１基

造るのに。それでこれから先は、そうするともういつやれるかわからないから、もっ

と安いブロック形式、テトラポットを離岸堤として埋める形でいくと、コスト的には

１０分の１ぐらいなので、どんどんいける。または、斜板堤みたい方式でお金をかけ

てきっちりしたものをやっていくのか、時間をかけても。そういうテトラポットをや

ってコストを安くして、早くに離岸堤として外側をガードするのか。その辺の計画を

国交省なり、それからきちっと時間的なことも含めて聞くという、聞きたいなという

気持ちがあるんです。だから消波ブロックと離岸堤との話をちょっと別個に考えてい

かないと、私、前回はちょっとごっちゃになったところもありましたけど、そんなふ

うに思います。 

会長   そうすると、要望というよりもわかる人に来てもらって、具体的に消波ブロ
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ックについての工事の日程を知りたいと。じゃなくて。 

稲葉委員   そうすると、離岸堤のほうも。 

会長   だからその辺をちょっとまとめてください。皆さん、ちょっと待ってくださ

い。提案者。 

  じゃ、はい、寺門君。 

寺門委員   ちょっとわからないのが国土交通省ですよね。そうですよね。市は関係

あるのですか。窓口はあるの。 

総務・防災課長   市のほうに窓口はないですよ。 

寺門委員   そこですよ。だからそれを市のほうへ要望出してもしょうがないですよ

ね。窓口がないだから。受け入れる課がないのならば。やはり国土交通省と直接やる

しかないし、国土交通省蒲原出張所から担当者か誰か来て、これからの蒲原地域の海

岸保全がどのような形で進んでいくのかという説明を受ければ、どういう答えが出る

かわからないけれども。わかりやすいような気がするんですけど。どうでしょう。 

会長   提案者はどうでしょう。杉浦委員。 

杉浦委員   それでいいと思います。私は国土交通省が管轄だということはわかって

いましたけれども、市に窓口か何かがあって、それでそういったものの対策等を考えて

いただけるものだと思っていましたので、こういう審議案を出してみたんですけれども、

その窓口がないのであれば、今、寺門委員が言ったような方法で話をお聞きできれば、

そして、それをまた地域住民の方にお知らせできれば、地域の方も安心するじゃないか

なと思います。 

会長   さて、そこで市は関係ありませんと今言われたんですけど、地域審議会とし

て市民の皆さんの安全、それから塩害を何とか小さくしようということでどういうこ

とをやっていますかと聞く場合に、市のほうで国土交通省とそういう話ができますか。

説明をしていただきたいと。できなければ地域審議会が行ってお願いをして、出ても

らうということは無理なのかその辺わかりますか。 

  この問題について、担当のほうで調べてくれるということなので、３時５分まで１０

分間休憩します。 

休憩 午後 ２時５５分 

再開 午後 ３時０８分 

総務・防災課長   休憩中にちょっと協議させていただいたんですけど、蒲原の地域
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審議会が例えば国交省の河川工事事務所があるんですけど、そちらのほうへ出向くと

いうのはいかがなものかなと私は思います。むしろ、蒲原の連合自治会のほうでそう

いう計画、あるいは説明を受けて、それを逆に審議会委員の皆さんへと伝えていただ

くのが一番じゃないかと私は思いますけど、どうでしょうか。 

鈴木委員   ここに来ていただけない理由というのは何でしょうか。もうぜひ来てい

ただいて、別に説明していただくのに障害があるとは思えないですけれども、そこが

できないという理由は何でしょうか。教えていただきたいですけど。 

総務・防災課長   今おっしゃるのは、国の職員にここへ来てもらうということです

か。蒲原地域審議会に。蒲原地域審議会とはあくまでも市の諮問機関ですから、その

辺どうなのかと私は思います。 

  そして私、先ほど窓口はないと言ったんですけど、市の河川課のほうが窓口というか、

国とのつながりはあるわけですけど、市の河川課の職員が来て、この問題について責

任を持てるような回答は私はできないと思います。以上です。 

鈴木委員   説明に来るだけでもまずいというのは、何か法的な縛りがあるんですか。

直接説明を受けるのが一番だというレベルでの話ですけれども。結局自分らもやはり

塩害の問題は非常に大きいと思いますし、特に浜通、線路から向こう側の土地の価値

にも大きくかかわってきている問題ですし、もちろん海岸保全という、我々の財産を

守るという大事な目的のためですので、その第一線にいる担当者の話というのはぜひ

聞いてみたいなというレベルですけど、何か手続き的な問題があるでしょうか。 

会長   手段として、計画を知るというのが手段であって、知りたいというものが目

的であって。じゃ手段をどうするかということで、直接担当者を呼んで、来てくれる

かどうかわかりませんよ。話をしたら。それは管轄が違うよと。静岡市の市長の諮問

機関で審議会へと。私たちは国の職員だから、説明にはいけないかもしれないよと言

うかもしれない。それは聞いてみなければわかりませんけれども。それよりも今問題

になっている小金あたりは、そのブロックの問題でかなりいろいろやるというお話し

をしていましたから、自治体のほうから手を回して聞いてもらうと。それでその計画

を聞いてもらって、それを連合自治会の会長さんがここにいますから、こんな情報だ

ったよということで報告してもらうと。そういうことは可能じゃないかと思いますの

で提案ですけど。どうですか。ほかの皆さん。 

  はい、寺門委員。 
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寺門委員   寺門です。今の話ですと、地域審議会として一度、国土交通省の蒲原海

岸出張所へ話を持っていって、地域審議会という形で何とか計画の内容をお話しても

らうことできないかという話をした場合に、オーケーが出たと。向こうがいいですよ

と言った場合に、この場所へ今度その担当者が来て説明をした場合に、当局としては、

要するに諮問機関である立場上、ここでは説明してはだめだよということですか。も

しかしたら話をすれば来てくれるかもしれないですね。計画だけを教えてもらいたい

と、今後の。そういう説明だけしてほしいという話の場合はどうですか。オーケーと

言った場合に。 

会長   地域審議会という審議会の立場を考えなければいけないということでしょう

ね。だから例えば、審議会としてではなく、皆さんが集まってぜひ聞きたいよと。

「ただいまから域審議会を開催します。」じゃなく、「いついつ都合がいいから説明

に来てやるよ。」と言ったときに、委員の皆さんが個人的に聞きたいということでや

る分には、それは問題ないんじゃないかという気がしますけど。 

日野委員   でもその場合は、やはり地域審議会にその方をお呼びするじゃなく、

我々が向こうにいって、「教えてください。」というそういう立場になると思います。 

会長   それはそれでもいいですよね。ただ、それと今言ったように、自治会から具

体的に自治会と国交省あたりが話をしているから、そういう間の中で今後の計画どう

なっているんですかという話を聞いて、その聞いた内容をここで話をしてもらうと。

今、日程がここにあるように、具体的な日程を知りたいということがありますから、

だからそういう形で知るというほうがいいのか。 

  はいどうぞ、寺門委員。 

寺門委員   杉浦委員ね、どちらの方法でもいいから、とにかく説明が聞ければ計画

が今後どうなっていくよというのがわかればいいわけですよね。そういうことですよ

ね。 

会長   はい、杉浦委員。 

杉浦委員   今、寺門委員がまとめてくださったんですけどそのとおりです。タウン

ミーティングなどでも、やはり同じような質問が出ていたと思うんですけど、住民と

したらやはりどういうふうになっているのかということは、聞けるものなら聞いてみ

たいというのがあるんじゃないでしょうか。 

会長   はい、稲葉委員。 



 

 ―２０― 

稲葉委員   はい、稲葉です。地域審議会としての立場とかいろいろあるので、連合

自治会を通じてみんながいろいろ関心を持っている消波ブロック、または離岸堤のこと

について、長期的計画を聞きたいということの要望を、市の河川課なり、もしくは国交

省直轄の蒲原海岸出張所のほうに話をして、しかるべき人に説明してくれと。それを自

治会のほうのメンバーに聞いてもらう日を設定し、そして、そのときに日時が決まった

ら合同で一緒に聞きたい方は聞くと、要は聞ければいいですよね。だからそういう交渉

をしてみます。その結果、どこまで説明してくれるのか、計画が明らかになるのかわか

りませんけれども、ちょっとその辺を自治会のほうから打診してみます。 

会長   それじゃそういうことでまとめます。一応、自治会のほうでそういう段取り

をしていただいて、日程が決まったら都合のいいかたは一緒に参加してそこらの内容を

聞くということでいいですね。では、これは要望として出すと、その内容によっては、

やはり市民の安全、安心のためにもう少しこうしてほしいという要望はまた出るかもし

れませんけど、とりあえずそういう形でいくということでいいですね。はい。 

  次に、まだ２と３があるんですけど、２と３について何かありますか。 

  はい、杉浦委員。 

杉浦委員   すいません、ちょっとお聞きしたいですけど、この蛭沢通線についての

都市計画委員会というのがあるでしょうか。 

会長   市のほうに。はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   蛭沢通線についての都市計画委員会というのはなく、市全体の中

ではもちろん都市計画委員会はございます。今じゃあ説明させていただいていいですか。 

会長   はい、ついでに。 

総務・防災課長   前回、この辺について、地元説明会をいつやるのか、その内容に

ついてどうかというようなお話の中で、年が明けて１月の２２日に小金地区の役員の方

に廃止路線についての説明、この廃止路線というのは、区間が１と２とありまして、２

についての廃止路線について、説明があったということであります。区間２というのは、

神沢白銀線からバイパス高架下までの区間を指しております。これについて、２月の５

日に今度は地権者、小金地区役員の方の一部らしいですけど、廃止についての説明をし

た結果、反対意見もなく、２３年度にこの区間２の一部の廃止の手続きに入っていくと

いう状況でございます。じゃあ区間１はどうなるのということで、現在の３月１日から

３月３１日までの間に、静岡市都市計画道路の見直し、将来道路網計画案ということで、
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パブリックコメントということで、地域住民の方に意見を聞いているということで、こ

れについては、蒲原支所のほうにも意見を募集していますというようなチラシ等も配付

されているということです。そして、市の将来道路ネットワークという中では、この蛭

沢通線は必要度が高い路線として一応載っておりますということでありまして、それに

ついては、公共施設への主要なアクセス道、蒲原地区の南北道路としてネットワーク上

必要な路線として、今後計画は存続されていくという中で検討結果が出ております。は

い、以上です。 

会長   はい、杉浦委員。 

杉浦委員   はい、杉浦です。私２月５日のその会議に出席してまいりました。その

ときに、最初の蛭沢通線と今計画されているものとが違うという意見が出ているんです

ね。地権者の人は、やはりそれからしてどうなるということを説明してほしいという意

見が出ていたと思います。それで、やはりそういったことを地権者の不安等いろいろ、

いつできるんだとか、実際に知らなかったという、昭和３７年ですか、この計画が始ま

ったのは。ですから、今の世代の人は知らないという方も結構いらっしゃいまして、だ

からそういったことから、会議とそういった会合を密に開いていただいて、これからも

ともとのその道路がどちらなのか、最初は何か話によりますと、元の文化センター、こ

の図書館の通りですか、それが今ちょっとずれているようですね。ですから、そういっ

たことをもうちょっとはっきりとして。 

会長   昭和何年。三十。 

杉浦委員   ３７年になっています。 

会長   私ばかりしゃべって申しわけないですけど、議員のときに都市計画道路委員

をやっていましたので説明しますと、昭和３４年ごろの都市計画道路はずっと東へ向い

ていたんですよ、山手線。それは全部都市計画道路だったんですよ。ところがちょっと

何年か忘れましたけれども、警察の上で切ってそれより東は都市計画道路じゃなくなっ

たんです。それで、そのときに初めて下へと移してカーブをすごく緩やかにするので、

今まで道路ありましたね、あのときに下のほうも都市計画道路でしたか。ちょっと記憶

にないですけど、直角に曲がるということじゃなく、カーブを緩やかにしたものですか

ら、今の静岡銀行、あちらのほうへとコースが変わったんですね。それは、私、議員に

なってからの話ですから。 

杉浦委員   杉浦です。会合を通して地域の皆さんのお話だと、知らないという声が



 

 ―２２― 

多く聞かれています。ですから、そういったことをまずはっきりとしないと、この話は

進んでこないじゃないかなと思います。 

会長   地域の皆さんが、都市計画道路がどういうふうな事情でどう変わって、それ

で現状になったということをよく説明してほしいということですね。そういうことで、

現状をまず認識したいということですね。 

杉浦委員   はい。まず、そこから始めないとこの話は進んでいかないのかなと思い

ました。 

会長   どうですか、その点は。 

杉浦委員   杉浦です。ですから、納得というか場所自体がまずわかっていない。誤

解をされているのか、その辺の説明が必要じゃないかと思います。 

会長   一度その場所を、どういう形でどこを通っているのか、よく赤線でこう引い

ていますよね、地図の上へと落としていますよね。ああいう説明を周りの住民にしても

らうことはできるんですか。どうですか。この点は。これ図面はありますよ。 

杉浦委員   杉浦です。いいですか。 

会長   はい。 

杉浦委員   図面も会合に出席したときに、ちゃんと都市計画課の方が渡してくださ

ったんですけど、その図面が大体の大まかなものだったので、やはり地権者の方とか地

元の人はわかりにくいと。実際どこが本当でどういうふうになっているのかを、もう少

し詳しくしっかりと知りたいということです。 

寺門委員   会長、補足いい。補足です。 

会長   はい。 

寺門委員   あのね、杉浦委員、この蒲原時代の都市計画は、計画道は、もう半世紀

以上前の話です。そこから地図の上へ線を引いてやってきたわけですね。ですから、南

北線も山崎さんのカーブで止まっているわけです。あれからずっと新蒲原まで通ってい

るんです。世代が変わっていますので、堀川でも家を建てるときに南北道が通っている

から、都市計画道があるから、３階建ては建てられないよという話になってしまうんで

すよ。ですから、杉浦委員の言うとおり、もう世代が変わっているから、何でこんなと

ころに都市計画道路があるんだって話は出てきますよ。ですから、しっかりした図面に

落としたものを公表できると思うんですよね。ですから、それほどしっかりしたものを、

どの家がどのぐらいかかるというのまでわかるはずですよ。だから、そのぐらいやはり
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公開できるものなら出してもらったほうがいいような気がしますけどね。 

会長   はい。 

杉浦委員   杉浦です。私もやはりはっきりとしたこの場所という形で、まず示しな

がら話を進めていかないと、せっかくのいい計画であっても、まずそこで頓挫してしま

うので、最初はそこから地図をはっきりさせるということからやってほしいなと思いま

す。 

会長   ３月１日から先ほど３月３１日まで住民のいろいろ考えを聞いていきたいと

いう話がありましたね。それで、必要度の高い路線であるという位置づけがされたとい

うことで、前の話では、費用対効果で非常に希望的な話はなかったですけれども、今の

話を聞くと、必要度の高い路線だという位置づけをしてくれたということで、何か希望

が持てるような気がしたんですけど。一番やはりよく出ているのは、じゃいつ造るんだ

ということでしょうね、知りたいのは。それは今から検討ということですか。広瀬課長、

必要度の高い路線であるという位置づけはされたと。（「位置付けというか、そうです

ね。必要度が高いということですので計画は存続していきたいということです。」と総

務・防災課長が言う。）すると、具体的には今後計画が出てくるんですか。（「そこま

ではちょっとわかりません。」と総務・防災課長が言う。）それじゃこれどういうふう

におさめますか。皆さん、意見出してください。これではだめです。これではわかりま

せん。もっと大きな詳しい、どうですか、この問題。蛭沢通線。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   鈴木です。以前よりも大分ほんとに位置づけが上がったようで喜ばしく

非常に思うんですけど、これ計画が具体的に進行する場合の手続きというか、まず、第

一に何がなされるのかというところから教えていただきたいんですけど。もし、予算が

執行になるという場合です。はい。 

会長   それはちょっと担当者がいないとわからないでしょ。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   稲葉です。この先日の説明の地図を見ると、道が以前は文化センターの

辺だったけど今は違うと。でも、この図面はもう図書館の前じゃなくて、静岡銀行のほ

うから真っすぐ来て農協の駐車場のある、ほとんどこう空き地が続いている、そこを通

すというのがいつどこで変わったのか知らないですけど、これを説明で使っているとい

うことは、もうルートは市民センターの西側、図書館との間の道じゃなくて、向こうの
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漁協の広い空地を使う計画というふうに見えますよね。 

会長   そうです。 

稲葉委員   だから、そこをもっときちっとした大きな絵で、番地もわかるような図

で、ここだというのを公表してくれるというか、計画して。それがわかれば一つはクリ

アして、それを前提にどんどん押し込むとか、要望するのかという。 

会長   ちょっと待ってください。まとめたいと思うんです。 

寺門委員   今まとめる。 

会長   はい、じゃ寺門委員。 

寺門委員   要するに杉浦委員、今１８メートル道路の幅の中にどういう土地がはま

るかということが、まず一番必要ですよね。それを何とかしてもらいたいという話じゃ

ないですか。それを何とかできるような形で。 

会長   ただ地域審議会として要するに市長に要望する話ですから、そういう話は、

市長に要望する話じゃなくて、まず担当者にしっかりと説明して地域にしっかり説明し

てほしいという要望だと思うんですよ、まだ。それで、その要望を聞きながら、じゃあ

この地域審議会として、市長にどういう要望をしていくかということだと思うんですよ。

だから、この問題については、まず今、寺門委員が言われたように、詳細説明を地元に

してほしいという要望を出していくと。それは、担当者のほうに要望していくというこ

とでいいですか。 

杉浦委員   杉浦です。いいです、それで。 

会長   そういうことで伝えてもらえますか。地域審議会としては、今、蛭沢通線に

ついては、住民が十分わからないところがあるので、もう少ししっかり詳しく内容を説

明してほしいという要望が出ていたということで。だからこれはとりあえず、市長への

要望ということじゃなくて、担当者へ要望してまず話を聞きたいということでいいです

ね。 

  それから蒲原病院。これはどうですか。 

杉浦委員   はい。３つ目の提案ですけれども、やはり地域医療を今まで・・・ 

会長   もう説明は皆さん聞いていますので、いいです。はい。 

  どうですか、蒲原病院については。 

  はい、望月委員。 

望月委員   望月です。この蒲原病院の問題については、非常に私は大きな問題だと、
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命にかかわる問題ですので、これはほかの問題と比べて、割と大きな問題だと私は認識

をしております。ただし、この蒲原病院というのは難しいところで富士市、富士宮市、

それから静岡市ですね、なかなか静岡市だけでも思うようにいかないという部分も理解

できるんですけど、何といいましても、救急医療の根幹をなしてないということが私、

問題だと思いますので、これを何らかの形で、また自治会になってしまいますけど（不

明）。審議会としてもこれは提案を申し上げていく、救急医療の体制をより充実させて

もらうということについては、審議会としても、これから議論もあろうかと思いますけ

れども、私はご提案をしていきたいというふうに思います。 

会長   いいですよ、今の考えを。どうですか、ほかに。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   この件については、もう私も参加して以来ずっと言い続けているんです

けど、やはり非常に同じように大切な件だと思いますし、当初の合併建設計画の健康福

祉の欄にも、具体的に蒲原病院に関する記述はなかったとしても、子供たちを元気で健

全に育てることができる基盤整備を推進する。それから、高齢者が健康で生き生きと活

躍し、安心して生活することができる環境の整備を推進するという文言がはっきりあり

ますので、組織的な障害は確かにあると思いますし、審議会で直接ものを言えないとい

う立場もあるかもしれないですけど、ほんとに大きな問題ですので、もう少し管理者が

富士市にあるとはいっても出資比率は静岡のほうが大きいわけですから、積極的に関与

して我々に安心感を与えていただきたいなということを強く要望し続けたいなと思いま

すし、今のままだとほんとに地域として選ばれない地域になりかねないので、医療問題

がネックになって住みたくないという地域になりかねないので、それだけは絶対避けた

いと思います。 

会長   どうですか、皆さん。 

  はい、山本委員。 

山本委員   山本です。ほんとにこの地域審議会として、どこまで病院に対して意見

というものが言えるのか。 

会長   これは病院に対してじゃなくて、市長に対してどう言えるかということです

ね。 

山本委員   それと、先ほどからも出ていますけれど、病院の経営がかかわってくる

ことですから、住む側として、私も外部からこちらの蒲原にお嫁に来まして、やはり一
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番ありがたかったのは、３番目の子供を産んだときに産婦人科があったということ。１

人目、２人目は私も実家のほうでちょっと産んだんですけど、上の子供がいましたから、

もうここの地元でないと病院がないと困るという。幸いにしてそのときはまだ産婦人科

がやっておりまして、３番目が生まれて１年、２年後ですね、産科のほうがなくなって

しまったと。そうすると、やはり女性として外からこちらに来て、やはり子供を産んで

という、そういう実生活を考えると、お嫁に来たのはいいけど子供が授かったのはいい

けど、産むところがないというのは一番やはり困りますし、特にここの地域はバイパス

とあと、富士川ですね、一度地震、津波のときがありましたけれど、そうすると富士に

も行けない、清水にも行けないと。そういうときにやはりもし万が一ということがある

と、やはりよく陸の孤島と言われますけど、そういう状態になるのが、なってしまうの

が一番困ると。やはり子供が生まれたら小児科も充実していてほしい。子供はやはり耳

鼻科だとか皮膚科だとかそういうものも日常生活でかかわってきますし、かかる頻度が

多くなりますので、やはり総合病院としての基本的な体制というのを、もう少し充実し

てもらいたいなということがあります。ただ、それを市のほうに対して、経営もかかわ

ってくることですから、どこまで要望を出していけるのかなというのがいつも思うとこ

ろです。 

会長   議会にどうしろこうしろという話はできません、地域審議会はね。市長に対

して、市民として、蒲原病院の救急体制、あるいは病院の医療体制をしっかりしてほし

いという要望はできます。前回もこの病院の問題が出たときに、昨年の６月１４日です

か、静岡新聞に記事が載りましたけれども、運営検討委員会という機関を設けて、蒲原

病院の抜本的な改革をしようということで、これには、経営形態は民間型の地方行政法

人とし、病床は１７５床、今３００床以上あるのを１７５床にして、そういう検討課題

が管理者である富士市長に提出されたと。この検討委員会で議論は、診療形態と経営形

態をどうするかということの中で、診療形態は蒲原病院が持つ保健から介護福祉の機能

を活用すれば、地域住民にとって有利として、急性期医療のほかに検診機能の充実に加

え、回復期リハビリや中長期療養の受け皿となる有効性を指摘したと書いてありますよ

ね。だから、緊急期医療の充実ということも提案しているわけですけど、その内容につ

いては、病院に行っている職員がいるんですよ。静岡市職員が。その人にここに来ても

らって説明を受けました。地域審議会として。今どうなっているんですか、どういうこ

とをやっていますか。それで、説明を受けた覚えがあるんですけど、いろいろ具体的に
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医者は何人でどういう活動をしていますという内容は受けたんですけど、そのときは要

望書は出さなかった。だから、実際にこの答申書が、蒲原病院としてどういうとらえ方

をして、今どういう活動をしているのかということは、その後のことはわかりません。

だから、そういう中で、ここにありますように、緊急患者を受け入れてくれる、救急医

療体制の充実を図ってほしいということを市長のほうへと要望していくかどうかですよ

ね。どうですか、ほかの人の意見は。 

  はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。会長が今お話になりましたけど、以前にもこういう話は審議

会でしてきているわけですけど、この提案をするには、やはりあそこをこうしろ、ああ

しろと言っても聞いてくれるとは思いませんから、この一点に絞って、救急医療体制の

充実をどのように図ってくれるかという大きなテーマで、一つ要望書を出す。これしか

ないような気がするんですよ。回答はどういう回答が出てくるのかわかりませんけど、

努力いたしますぐらいになってしまうんですか。病院といえば病院議会もあるわけです

から、議会のほうでもある程度テーマを持って、１年間の病院の方向性を模索しながら

実施していくと思うんですよ。ですから、そういうところとも連携することができるか

どうかわかりませんけど、やはり要望という形で、救急医療体制の充実を図ってもらい

たいという方法しかないのかなと私、今思っているんですけど。以上です。 

会長   はい、折原委員。 

折原委員   折原です。日野委員が前回かその前に、この蒲原地区は救急体制が東部

の医療圏に入っているということをお話ししたことありましたよね。つまり、ここは蒲

原病院で受け入れができなかったら東部のほうに行くということを前に話したと思うん

ですけど、ただ現状処置がここでできなくて、東部に行ってもそれが受け入れられなく

て亡くなった方もいらっしゃるんですよ。何で東部のほうに行ってしまうのか、近いか

らなのかもしれないですけど、だったらもっと充実している清水ですとか、そちらのほ

うに搬送するような形には考えられないのかどうか。何でここが東部のほうに行くとい

う仕組みになっているのかわからないですけど。何かその体制も含めて、かなり本当に

命にかかわっている問題で、実際に問題がかなり出てきていると思います。現状で命を

失っている方もいらっしゃいますので、これはまず先に何よりも早急に対策を考えてい

ただきたいと思います。これ優先としても第一じゃないかな。特に救急に関しても、私

たちの医療人も救急施設はどこかといったら蒲原病院にという搬送という形になってい
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るわけですね。でも、搬送先がそういった体制が整えられていない。ドクターの問題と

か難しい問題たくさんあるかもしれませんけど、何かこう、うまい解決法を。今の東部

医療圏というところにとらわれずに、柔軟に静岡のほうに搬送するなり何なりというこ

とを、積極的に市のほうが改善できるようなシステムを作ってもらいたいというふうに

は思います。以上です。 

会長   はい、日野委員。 

日野委員   日野です。でも多分、蒲原病院がだめで富士市に当たったらやっぱりだ

めだといったときは、多分、清水厚生病院等の清水の病院も救急隊員は当たるような気

がします。結構あちらこちらと連絡をとって当たります。はい。だから、たまたま運が

悪く亡くなられる方もあったかもしれないけれども、今は大分その辺は受け入れるとい

う体制になっているように思います。一時は、ほんとにひどかったんですけどね。だか

ら、今回のこの話にしても、結局私たちの要望としては、やはり地域住民として救急医

療体制の充実を図ってほしいです。という漠然とした言葉しか要望としては言えないよ

うな気がしています。実際お医者さまを連れて来いとかいうような話になっても、私た

ちに何ができるわけじゃないし、具体的に私たちができることといったら、どなたかお

医者様を、産科のお医者様なり何なりを連れて来る、実際に連れて来るというそういう

ことしかないし、病院は病院でやはりかなりもうお医者様の募集をかけているので、や

っぱりそれなりに努力をしているようですよね。でもやっぱりお医者様がいらっしゃら

ないという、今そういう事態だから、ほんとにそこをしようと思ったら、我々がもう自

分たちの知っているお医者様を何とか連れて来るように努力するとか、そういう方法し

かないと思うので、結局審議会としては、先ほどのように医療体制の充実を図ってくだ

さいという、ただそれだけになってしまうように思います。 

会長   それではこの蒲原病院については、今言ったように、救急医療体制の充実を

図ってほしいという要望書を出していくということでいいですか。聞くところによると、

市長もかなり大変な思いをしているようですけど、蒲原病院の問題については。わかり

ました。じゃ地域審議会としては、市長のほうへとそういう要望を出すということでい

いですね。 

  それでは、４番目の望月委員の提案。説明はもういいです。提案について、皆さんの

意見を出してください。どうですか。この問題については、副会長の望月委員と私と担

当者の人たちと、この審議会が始まる前にいろいろ打ち合わせをやっています。その中
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で出てきた建設計画が５年経ちました。いろいろ事情も変わってきていますので、いま

一度、７３項目について見直してみる必要があるじゃないかということで、例えば未着

手ということについても、どういう経過で未着手になったかということも含めて一度見

直して、削るものは削っていこうと、それで今回出てくるこういうものをまた新たに問

題として入れていくという形を一度とろうということもありまして、第８回の、一応、

後で日程を皆さんに諮りますけど、５月中旬ごろの第８回の審議会の中で、いま一度、

建設計画の項目について見直していこうという内容になりました。そういう趣旨で望月

委員は提案しているということですので、一度５月の審議会でこの検討をしていこうと。

いいですね、それで。 

望月委員   はい。 

会長   そういうことで、やっていきたいと思っていますけど、いいですか。 

  それでは、あと１０分ぐらいしかありませんけど、ちょっと全部は終わらないですけ

ど、若干オーバーしても５番、山本委員の提案まではきょうで終わりたいと思います。 

  それでは、山本委員の生涯学習交流館に隣接しているプールについての提案。それか

ら、新蒲原駅から蒲原中学へ通じる歩道の植木の管理についての提案。これについて意

見がありましたら、出していただきたいと思います。 

  はい、宇佐美支所長。 

支所長   蒲原支所長、宇佐美です。前回、山本さんのほうから説明をしていただき

まして、そのときにこの文化センターのプールについて、どのように検討されてきたの

か、その辺の経過を調べて報告してほしいというようなことでした。その件につきまし

て、ちょっと旧蒲原町の担当、それからスポーツ振興課、そういったところに問い合わ

せてみました。まず、旧蒲原町時代、合併前、この文化センターのプールについては、

老朽化の部分もありますので、建設計画に載せることも検討しましたと。担当レベルで

は検討していましたという中で、内部全体の調整の中で、結果としまして、最終的には

合併時の事務すり合わせにおいて、スポーツ振興課へと通常の管理運営について、事務

を引き継いだというような形になりました。これは、やはり合併前にたくさんの検討項

目がありまして、特に教育委員会、文化センターの建設について、検討委員会等に諮っ

た中で、文化センターの建設については十分話し合いを持たれたんですが、そこに時間

を費やしまして、プール、体育館については深く検討できないという状況もあったので

はないかと思います。さらに、その合併後ですね、文化センターを市民センターに建て
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替えるという計画がすぐに立ち上がったわけですが、当時、スポーツ振興課でも、合併

当時は旧文化センター、それから体育館、プールをすべて一緒に建て替え、これを検討

しましたということでした。ところが、これについても、体育館、プールともに予算の

確保等、内部で調整ができなかったということで、現状のまま使用するに至ってしまっ

たと。こういうことですが、これもやはりメーンである市民センターのこの建設に合わ

せていくにはたくさんの課と調整していくという中で、時間的にも十分な余裕がなかっ

たというような形になっていると思います。この仕分けについては、１期目の地域審議

会委員の中にも、ある程度耳にしている方がいらっしゃると思うですが、やっぱりこの

建設について、調整や要望を出しているという活動をしますと、それにかける時間もか

なり時間を要してしまうということで、市民センターの、早期建設に影響が出てしまう

というような判断もあったと思うんですが、要望書等、具体的な動きはなかったと思い

ます。以上が大体の状況です。 

  それから、委員のほうからプールについての意見がありますので、それもスポーツ振

興課のほうで答えていただきましたので、まず、藻がついてプールが汚れているという

部分ですが、このプールについては、平成１９年度にろ過器の能力が低いため、十分な

能力を持つろ過器へと取り替えを実施いたしましたと。それから、夏休み期間開放時、

これ８月の期間ですが、２５日間となりますが、開放前に業者による清掃を行います。

それから開放中は委託している監視業者が水質を管理していますので、この水の維持に

ついては、業者に十分指導していくということでした。それから、更衣室がなかったと

いうことですが、これは現在トイレが南側にあります建物の１室ですね、物置等に使っ

ているわけですが、それを更衣室として去年は開放しておりましたが、さらには倉庫と

なっている部分がありますので、中を整理しまして更衣室とすることをまた検討してい

きますということです。それから、トイレにつきましては、旧蒲原の文化センターの建

て替えによりまして、プール横へと新しくトイレができました。これを使っていただく

というふうにしてくださいということです。それから、日よけがないというような市民

の声がありましたので、平成２２年から簡易テントですね、これを設置して対応してお

りますが、もし足りないようであれば、さらにもう１張り増やしていきたいということ

です。いろいろ改善するところがあるようですが、皆様の要望を聞きながら改善してい

きますので、一定の期間につきましては、現状のまま上手に使っていきたいというよう

なお話でした。以上です。 
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会長   ただいまプールについての今までの経緯、それから担当者の今の考え方につ

いて説明がありました。このプールについて何かご意見がありましたら出してください。

どうですか。 

  はい、望月委員。 

望月委員   いいです。じゃ次にいきましょうか。 

会長   ほかにあります、何か。じゃあやはりプールは新しく造り変えてほしいとい

う要望を出すのか、だけど今現状でしばらく使いたいという担当者の要望ですから、じ

ゃそういうことで、この要望については出さないとするのか。そこらをはっきりしても

らわないと、どうしていくかということがわかりませんので。 

  はい、折原委員。 

折原委員   折原です。夏休みのプール、東小学校と中学にありますけど、小学校開

放していました。以前は開放していたんですよ、東小学校。開放いるのは今は中学だけ

です。そこなんです。結局子供たちがプールに行くといったら、小さい子は中学へ行け

ないので、ないんです場所が。だから私は必要だと思っています。できたらつくり直し

ていただいてもいいじゃないかなというくらいに考えているんですけど。東小学校のプ

ールも物すごく古いプールで、あそこもろ過器が何回も壊れていて、昭和四十何年くら

いの物を使っているみたい。もう壊れたらアウトという状態みたいなものらしいです。

ですので、もしあれが壊れたらまたこちらのほうのプールに来るのかもしれないですけ

ど、こちらももう老朽化している、同じような物で修理はしているようですけれども、

できることなら造っていただいたほうがいいんじゃないかなとは思っているんですけど。 

会長   どうですか、ただいまそういう要望がありましたけど。 

  はい、どうぞ。 

篠原委員   篠原です。すいません、別の団体でプールを使用したことがあるんです

が、そのときのスポーツ振興課の話で、ろ過を職員が直しながら清掃、使っていますと

いうお話だったんです。じゃそれが対応できなくなったらどうするんだろうというのを、

体育指導員のほうから聞いたことがあるんですが、その時点で数年前ですが、スポーツ

振興課のほうからいただいた返事は、壊れたらもうそのままでこのプールは使用しない

ことにしますということを聞いたことがあるんですけれども、市のほうはやはりそうい

う考えでいるのかどうなのかというところを、もう一度お聞きしたいと思います。それ

に伴って、蒲原ですごくいい行事をしていました、「金槌っ子」というのも一切なくな
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ってしまったんですね。それも市のほうからだめだということでなくなってしまったと

いうこともあって、いずれはプールをやめたいという形があって、そういうこともあっ

たのかなというようなこともありますが、ろ過の機械が壊れてしまったら、もうプール

を使用しないっていうふうには一応考えていますっていうことを聞いたのは、数年前に

ありますけれども。だから、ぜひ今、折原委員さんが言ったように、小さい子供さんた

ち、由比からも見えるということを聞いたことがありますので、ぜひ、あそこはやはり

今までどおり続けられるように何らかの処置をしていただきたいと私は思います。 

会長   昔は、各地区の貯水池みたいなのがあって、そこを地区の人たちが掃除をし

て、当番でこう、出てね、それで子供たちそこで泳いでいる。そういうところが何カ所

もあったんですよ。今はもうそんなの全部だめになってしまって、なかなか子供たちが

プールに親しむというのはなくなってきているんですよね。 

  はい、鈴木委員。 

鈴木委員   市民センターを建てたときにも、あそこのプールを残す前提で、あそこ

の裏のプールをもちろんこれからもずっと続ける前提のデザインをした覚えがあります。

あの辺に遊具を置いたり、芝生を生やしたり、子供たちが集まって夏場歓声を上げて泳

げるようにという前提で、裏側の周辺のデザインをしたという記憶がありますし、やっ

ぱり何と言っても、難しい問題や維持費の問題はいっぱいあると思いますけれども、夏

場の子供たちの歓声が聞こえないのは寂しいので、ほんとに数少ない思いっきり遊べる

場ですので、皆さんのおっしゃるとおり、ぜひリニューアルでも何でもして、未来永劫

残していただきたいなと思います。具体的な話は何もないですけど、ぜひそうしていた

だきたいなと。はい、私も思います。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。この支所を建てるとき、やはりこの問題が出たんですよ。体

育館とプールを何とか一緒にできないかという方向性の中でやってきたわけですけど、

支所をメーンということで、こちらをとにかくいいものを造りたいということで、こち

らに力注いだわけですね。一番初めの計画としては、審議会でもプールと体育館を何と

かしてもらいたいという話の中で進んできたけど、そっちの方向性、じゃあこっちに力

を入れようという形で、これを実現したわけですよね。ですから、私たちの一番初めの

考えの中には、プールと体育館を何とか一緒にやりたいという思いがあったわけですか

ら、ぜひ、この大きさでいいのかよくわかりませんけど、競技もやっぱりやるんですか、
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これは。大会なんかやるの。競技ができるようなプールじゃなければだめなの。どうで

しょう。 

会長   はい、広瀬課長。 

総務・防災課長   私、たまたま旧蒲原町時代に教育委員会にいたこともあります。

ここでこのプールを使っての大会というのは、私が知っている限りではなかったですね。 

会長   はい、どうぞ。寺門委員。 

寺門委員   だからそういうことがこれからもないならば、もうちょっと使い勝手の

いいような、子供たちがメーンとなるような、事故の起きないようなプールに是非して

いただいて、その計画を当初の計画どおりせめてプールだけは、体育館は今耐震でこれ

から補強していくようですから、プールのほうは衛生的な面もあるでしょうから、安全

のためにも、やっぱりそういう対策を立てて、使い勝手のいいプールに是非してもらい

たいなというふうに私も思います。 

会長   皆さんの意見としては、新しいプールを造ってほしいという要望を出してい

こうということですね。この前ちょっと合併の前に話し合いがあったんじゃないかと、

今、宇佐美支所長が言ったように、実際に話し合っていますね、合併の前に。ここにそ

の内容がありますけども、やはり最初は市民センターとあわせて造るべきだということ

だったんですけども、改築については別途検討するということでもよいということで、

まず市民センターを。ここにあるのは、現在の町立プールは昭和４２年に学校プールと

して建設された経緯があり、規模が小さく成人が利用できないため、現在は中学校プー

ルを開放して対応していると。ろ過器を初め施設の老朽化が著しいため、早急な建て替

えが望まれるというようなことで。なお、夏季だけでなくて年間を通じて利用できる施

設として、温水プールを要望すると。これは増大する介護需要に対する介護予防施設と

いう形まで含めて、要望するという話し合いもしています。だから、かなり老朽化して、

やっぱり建て替える必要があるなという話し合いはしていますね。４５年経っている。

そうです、昭和４２年に小学校プールとして、西小学校があったんじゃないですかね。

それが上にいったことによって町営プールになったのかなという気がしますけどね。 

  望月委員。 

望月委員   はい、望月です。山本委員から出されているこのご提案ですけれども、

まず、先ほど事務局のほうから回答があった、藻がついて汚い、更衣室がない、トイレ

の問題ですか。これは当局としては、１９年にろ過器の能力が低いため変更しましたよ、
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プールの更衣室については、建物の一部を更衣室として開放していますよと。トイレに

ついては、こういうことですよという回答が出されているんですけれども、山本委員と

の間のですね、ギャップっていうんですか、山本委員は藻がついて汚いというわけです

よね。ですから、建て替えてくださいというご提案ですよね。これはきれいになってい

ればそのままでいいっていうことですか。きれいになって・・・・。 

会長   山本委員。 

山本委員   多分１９年にろ過器を入れ替えて、以前より水質としては改善されてい

るのかなとは思います。ただ、藻というのはプールの壁側につくものですから、一夏使

っている間には、ちょっとあの状態のプールですから、汚れてくる部分はろ過器だけで

は難しいのではないかと思います。更衣室も先ほど南側のほうにある建物の一部を使用

しているということですけれど、窓もなくてほんとにコンクリートのとてもこう圧迫感

がある、なるべくここには入りたくないと。申しわけないですけど。 

会長   それ用の、プール用の更衣室じゃないってことですね。 

山本委員   そうですね、そうですね。ですから、やはり使い勝手という面では、あ

んまりよくないのではないかと。トイレは、ちょっと私、新しいほうのトイレは知らな

いですけれど、以前はよく工事のときに使う簡易トイレが置いてあったんですけど、や

はりどうしてもこう匂いが出るとか、そういうことがありましたので、今はちょっと私

も現状、そこはわかりませんけれども、やはり年数もかなり経っているので、改善をす

るのにもやはり限られた部分でしかできないじゃないかと思うところがあります。 

会長   いいですか。 

  はい、稲葉委員。 

稲葉委員   いろいろなプール汚れているような感じだといろいろあるようですが、

要は安全にきれいに管理されて、それで子供たちがそこで泳いでいられれば、多少見栄

えが悪いところがあったとしても、今のものは使い続けていけると思うんですよね。今

すぐにこれが耐用年数でいろいろなトラブル続きで、安全も保たれないような状況だっ

たら、これは新しくという決断というか、強く要望してもいいと思うんですけど、私も

実際あまり知らないですが、要は専門的に子供たちがきちっと安心して使えるプールの

管理を要は続けていってくれと。そして、将来ともプールの確保というのは強く要望し

ていくと。そして、もし、どうしてもこれが使用に耐え切れなくなるようなトラブルだ

とか問題が起こったときには、それがいつになるかわかんないですけど、きちっと新し
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いプールに建て替えるというふうな要望でいくしかないじゃないかなという感じがする

んですが。今何でもかんでも新しくしてお金もすごくかかることで、どちらがいいのか

な。すぐ建て替えてくれと言って建て替えてくれればいいけれども、そうは今の状況の

中じゃ大変じゃないかな。ただ、たとえ機械等壊れたとしても、ここにプールはずっと

置いておいてほしいよという基本的な姿勢だけはきちっとこう出して。そして、それに

加えますと、話、体育館のほうになってしまうんですが。 

会長   今はプールの問題だから。体育館も補強の問題があるんですけど。プールと

関連あります、体育館。 

稲葉委員   ちょっと気になっているのは、合併したときに、市民センターをどうす

るかという話の中で、何とかこうやってほしいという気持ちもあったんですが、そのと

きに体育館は耐震性の問題はないとそういう話があったんですね。平成１７年当時の基

準でやったら今のままでいいと。そういうのもあったので、それも含めて、じゃ市民セ

ンターだけ優先して、そっちはちょっとペンディングにして入ったと思うんですよ。そ

してつい最近、平成２２年度の耐震基準で体育館を調査し直したら、これは早急に補強

が必要だということになって、今の議会かな、この議会で可決されて今年の６月ごろか

らやっていくという。だから、そういう基準が、こう見方が変わってきて、それでやる

必要があるというふうに話が来ている。だから、何かこうプールにしても、大丈夫なの

かなという感じもするし、非常に耐震化の問題、それはプールの安全上、衛生上の問題

というのが、あるきちっとしたルールに基づいて、評価され、建て替えだとかそういう

ことがやられているのか、途中でまたころっと基準が変わったのでこうだとかという話

になってきてもいけない。どうもそういう補修だとか建て替えという計画というのか、

何か一貫してないような感じがして、要望するにしても、何か不安だなということを感

じました。 

会長   はい、望月委員。 

望月委員   はい、望月です。今、稲葉委員がおっしゃられたところの中で、建て替

えについては、非常に費用がかかる。まして今から提案して、さあいつできるのかとい

うこともあると思うんです。これは私、仕事柄ですけど、藻がついて汚いというのは、

やはり何日に一回、高圧洗浄機とかですね、大体、高圧洗浄機使うんですけれども、す

るとすごくきれいになるんです。ですから、これは頻度の問題で、８月２５日間やって、

オープンした前の日にやって２５日間やったら絶対藻がつくというのはこれ当たり前の
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ことです。ですから、１週間に１回やるとか、草薙の総合運動場の中にあるプール、児

童プールなんですけど、頻度が物すごく高くやられています。あとは、その中の水質の

問題なんですけど、これも頻度を上げてやれば何ら問題ないかと思います。それは、費

用がかかるかと言ったら、そんなに費用がかかるわけじゃありませんので、そして、今

あるものを使いながら、要望はしていくということを。それから更衣室、山本委員から

出ているこの更衣室の問題については、やはり窓がない何がないというところは、これ

は早急にやっていただけませんかという提案はしていったらいいかと思うんですけれど

も。ですから、そういう今あるものをちょっとしたメンテナンスを早くしていくという

ことで対応していけるなら、我慢することも一つの方法かと思いますので、そんなとこ

ろで私はご提案をさせていただきたいと思っています。 

会長   どうですか。いろいろの意見がありまして、まとめたいと思うんですけど、

新しいプールを建て替えなさいという要望を出していくか、あるいは子供たちの安全の

ためにきれいなプールをしっかり維持しなさいと。それで、例えばもう使えないという

ときにそれを放棄するじゃなくて、やはりプールはしっかりと子供たちのために残すと。

そのためにはそこで造り変えをして、プールをしっかりと残していただきたいという要

望をしていくのか。どうですか。 

寺門委員   寺門です。耐震の問題が今出ましたけれども、プールは耐震の対象にな

るんですか。 

会長   わからないですね。 

寺門委員   ならない。 

望月委員   私が思うには、上に何かの日よけがあって鉄パイプだとかそういうもの

で造られていれば、それが落下してくるというのはあろうかと思います。私もプールを

見たことがないですけど。あとは、プールにひびが入って漏水するという、それだけだ

ってそこに吸いこまれてしまうとか、何とかということじゃありませんので。それはな

いと思いますよ。それは液状化現象が（不明）ですよね。そこまで来る間には、皆さん

プールから上がるでしょうからね。上からの落下物っていうことに対しては、非常に対

応というのは必要かと思いますけれども。 

会長   いいですか。それじゃプールの問題については、やはり要望していこうとい

うことでいいですか。ただ内容としては、新しく建て替えなさいということではなくて、

やはり子供たちが安心してできるようなしっかりした対策を立てなさいと。それを継続
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してほしいと。それから、もう一つは、だめになったときに、もう終わりますよではな

く、子供たちのためにしっかり建て替えて継続してほしいということを要望していくと

いうことでいいですか。 

  はい、山本委員。 

山本委員   山本です。現状のプールが、例えば客観的にあとどのくらいの耐用年数

というか、そういうものは計れるんでしょうか。 

会長   四十何年経っている。 

山本委員   昭和４２年ですよね。４４年ぐらいになりますね。 

会長   相当古いですね。 

山本委員   そうすると、今例えば建設の要望を出したとしても、もちろんそれは何

年先にそれが通るかということも現実にあることで、時間がかかるのもわかりますので、

現状を一番いい状態で使いながら、将来において建て替えするということを視野に入れ

た要望というか、そういうものが出せたらと思いますけれど、大体今のプールであと１

０年ぐらいは持ちそうだとか、ちょっとそれ以上はもう難しいんじゃないかとかと、そ

ういうものも計れるところがあるのかどうか。 

会長   その点については、ちょっとまだ聞いてないですか。４２年に建ったプール

がどれぐらいあと持つのか予想がつくのかという話は聞いてありませんので。ただ、そ

ういう問題も含めて、じゃあ一度聞いてみます。それで結論は次の５月の結論にします。

どうですか、山本委員としては。（「構いません。」と山本委員が言う。）ああそうで

すか。では、この問題については、そういう問題も含めて、また再度聞いていただいて、

それでそれを出してもらって、それでどういう要望をしていくかということを決めてい

くということでいいですね。 

  じゃ、時間もかなり過ぎましたので、もう一つ（２）の問題について、ちょっと説明

してください。 

総務・防災課長   新蒲原駅前から蒲原中学校へ通じる歩道の植木の手入れ、除草作

業を定期的に実施ということですけど、これについては、清水庁舎に都市計画事務所が

あるんですけど、そちらのほうが所管しておりまして、年に２回の除草と剪定作業を行

っていると。それとなお、害虫の薬剤散布も行っているという状況でございます。ただ、

その作業月については、そのときの草や木の状態等を見て造園業者のほうへお願いして

いるという状況でございます。 
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会長   今、現状はどういう頻度で清掃しているかということの説明ですけど、まあ、

時期によってはそんなにぼうぼうしてないですよね、今はね。ところが、確かに年に２

回ですか。（「はい。」と総務・防災課長が言う。）そうすると、かなり伸びてしまっ

て見栄えが悪いということもありますよね、確かに。どうですか、皆さん。この問題に

ついてどういうふうにしていきますか。これは、確かに新蒲原駅の問題で提起しており

ますけど、蒲原地区全体でもそれぞれありますからね、ずっと。そういう中での話でも

結構です。 

  はい、望月委員。 

望月委員   望月です。ちょっと私中座してしまって申しわけないんですけれども、

私も仕事柄こういうことにかかわっている者ですけれども、山本委員から出されるまで

あまり気にかけて通らなかったんですけど、その後気にかけて通るようになったんです

けれども、確か秋口ですから１１月、１２月ごろ刈っていると思うんですけども、今は

伸びない時期ですから、今はすごくきれいになっています。ですから、山本委員は今の

状態をずっと保ってくださいよということだと思うんですね。ということは、これは市

のほうでそこに対してどれだけの植栽の管理をしていくかということだと思うんです。

やっぱり皆さんがいつもきれいになっているには床屋へ行く頻度が多いというのと一緒

のことですので、やはりそれは行政がどれだけそういう費用をそういうところにかけて

いくかという問題ですので、今の時点、推測するところ。 

会長   年に２回。 

望月委員   年に２回。年に２回だとちょっと厳しいかもしれないですね。あと一回

やっていただくと大分。春先にやって、夏の時期が一番伸びますので秋口に一回刈って

もらう。そして、もう一回暮れに刈ってもらうということになると、割と床屋へ行った

状態で今の状態になる。今の状態はいいと思うんです。きれいですよね。あれ多分春先

には花が咲くと思いますので、春に花が咲いた後１回刈っていくということでいけば、

非常に管理されていくんじゃないかと思います。 

会長   はい、寺門委員。 

寺門委員   寺門です。現状話をすると、駅前は新諏訪の老人の皆さんが手入れをし

ているんですよ。草が生えてくると。遠くまでは行かないよ、あの周りだけ。だから常

時あの辺がきれいになっている。 

会長   新蒲原の周りはね。 
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寺門委員   そうそうそうなんですよ。 

会長   ところが、日軽金のほうへ行ったところがそういう形で、年２回だとかなり

出た状態があるじゃないかな。 

寺門委員   当局としては、こちらからその都度要望すればやってくれるのかな。ど

うなんですか。堀川の場合は、柳を年２回刈るんですよ。それで、下までおりて来た時

点で、ちょっとみっともないな、切りたいなというときに言うと１週間ぐらい経つと全

部きれいにしてくれるんですよ。年に２回、お盆の前と暮れかな、と大体いつもきれい

になっているけれど。草の場合はわからないな。 

会長   これはあれですね、はい、どうぞ。 

稲葉委員   稲葉です。これは街路樹というか、道路の１施設として、街路樹のよう

なものの管理は多分道路３課だと思うんですね。公園のところの木は公園整備課かどこ

かだと思う。所管が違うと思うんですよ。いずれにしても、その状況のところで市も野

放ししているんじゃなくて、それによって年に２回だとか３回とかルール決めて管理し

てくれているわけなので、それは市に任せておいて、ただ、伸び方とか、これじゃちょ

っと安全じゃないよとか、おかしいよっていうところは、道路にかかわる樹木だったら

道路整備第３課なり、公園のものは公園整備課にそれぞれの自治会と言ったらあれだけ

ど、声として注文出して、そしてその都度状況に合わせて手を入れてもらうという形で、

自治会、自治会だけど、一言言えば自治会のほうが要望出して、連絡をしてやってもら

うと。もう日常管理として、そういう癖をつけておけばいいんじゃないかなと私は思う

んですけど。（「白銀、軽金の線路の間・・」の声あり） 

会長   だけど白銀区というのは違いますからね。それは違います。そういう管理ま

では、タッチしませんから。 

望月委員   大きな意味で自治会ということにしたらどうですか。どこって特定しな

いで。 

稲葉委員   だれか気がついたら教えてもらって、その近くの自治会なり、場合によ

っては、軽金の前あたりは何々自治会ってないようなので、例えばだれかに連合でも言

ってくれれば、そこで手を打っていくということしかないようには感じます。 

会長   じゃ、各自治会、こういう、地域審議会でこういう問題が出たと。だから各

自治会で年に２回やるということになっているけども、あんまりこう伸びて見栄えが悪

いようなのは、自治会として要望していくということでいいですか。どうですか。それ



 

 ―４０― 

で、この問題については、地域審議会としては要望しないと。個々の自治会がそういう

ものを見て、あまり伸びてしまってみっともないようなら、そこで担当課へと要望を出

していくということで、連合自治会のほうで次の会合のときは・・・。 

  では、きょうはここまでにします。もう予定よりも２５分ぐらい経ちましたので。あ

と、日野委員と宇佐美委員の提案については、５月の審議会で話し合っていきたいと思

いますから、よろしくお願いします。 

  それから、第８回目の審議会のときには、担当者のほうにお願いしたいですけど、ど

ういう形でまとまったかということを書いて、これは市長に要望すると。これは連合自

治会のほうでお願いした内容だということを、色分けして書いてもらって、じゃ具体的

にどういう内容で市のほうへ要望していくかということもやらないと、具体的にやって

いかないと要望書が書けませんので、とりあえず５まではそういうことでまとめてもら

うと。あと、６、７については、次回の審議会でまた意見を出しながらどうしていくか

ということを、本当はきょう全部やりたかったんですけど、多分できないなと思ってい

ました。いろいろな意見が出てくるものですから。 

  そういうことで、きょうはこの蒲原地域における課題等についての話し合いは終わり

たいと思います。いいですか。 

  それでは、（２）のその他に入ります。委員の皆さんから本日の協議事項以外で何か

ご意見、ご質問がありますか。ありませんか。ありませんね。 

  それでは、３の議事については、これで終わりまして、４のその他に入ります。何か。

はい、どうぞ。 

総務・防災課長   宿題もらってあった件ですけど、生活排水処理に関するアンケー

ト調査、下水道の関係の、この関係が今下水道計画課のほうで集計しておるんですけど、

なかなかまとまらないんですよ、まだ。そして、４月以降にアンケート結果が報告され

るんじゃないかなと。もうしばらく待っていただきたいということで、じゃこのアンケ

ート結果というのは、どういう方法で出されるかというのは、単なるアンケート項目に

ついての集計のみということで、市の方針とかそういうものが書かれてるものではない

ということでございますので、よろしくお願いします。 

会長   ちょっと遅れているということで、そのアンケート内容については、また５

月の審議会の中で、何か意見があれば出していただきたいと思います。前回、稲葉委員

のほうから指摘があった市の考え方っていうのは一切出さないで、結果だけを出すとい
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うふうなことだそうです。あと、何かありますか。はい、どうぞ。 

蒲原支所参事   それでは、次回の審議会の日程ですけれども、先ほど会長のほうか

らも話がありましたように、５月の中旬ごろを予定しております。皆さんのご都合をこ

こで確認したいと思うんですけど、もし特になければ５月１９日、木曜日になりますけ

れども、予定したいと思いますけれども、日程の調整のほう、よろしくお願いいたしま

す。 

会長   いいですか。５月１９日ということで決めたいと思いますけども。 

蒲原支所参事   それでは、次回５月１９日２時からこの場所で予定をしたいと思い

ます。また、近くなりましたら通知のほうを出すようにしたいと思いますので、予定の

ほう、押さえておいていただきたいと思います。以上です。 

会長   そのほか何かあります。もういいですか。次の８回の地域審議会は、私たち

が市長から委託されてちょうど１年経ちますね。ですから、次の年度のスケジュールも

皆さんと話し合いたいと思っています。ですから、次の１年間のスケジュールの案も提

案されますので、そこでまたいろいろ意見出していただきたいと思います。 

  それでは、これで本日の議事はすべて終了します。 

  なお、本日の会議録の署名委員は、片瀬委員にお願いします。 

  少し時間がオーバーしましたけれども、以上をもちまして第３期第７回蒲原地域審議

会を閉会させていただきます。長時間ご苦労さまでした。 

 

（午後４時３２分 閉会） 

 

会  長 

署名委員 

 


