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平成２６年度第５期第４回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日 時   平成２６年１１月５日（水） １０時００分～ 

 

２ 場 所   清水区役所蒲原支所２階Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出席委員  坂本委員、杉浦委員、志田委員、緑川委員、服部委員、米倉委員、 

        日野委員、望月委員、吉川委員 

４ その他出席者 

        区政課：加藤課長補佐 

        清水区地域総務課：志田課長補佐、柴川主任主事 

        蒲原支所：石川蒲原支所長、磯部課長補佐 

        農業政策課：水嶋副主幹 

        農地整備課：太田主幹兼係長、望月主査 

 

５ 議 事    

 （１）第３回審議会での質問事項について対する回答 

    ①農業公園について 

    ②ハイキングコースの整備について 

    ③下水道計画について 

 （２）合併建設計画取りまとめ作業（生活環境） 

 （３）その他 

６ 閉 会 
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地域総務課主任主事   定刻となりましたので第５期第４回静岡市蒲原地域審議会を

始めさせていただきます。 

  初めに、御報告です。 

  本日は、大石委員より欠席の御連絡がありました。「地域審議会の設置に関する協議

書」第７条第３項に、「審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くこ

とができない」と規定されております。 

  本日は過半数を超えておりますので、会議は成立するということになりますので御報

告いたします。 

  それでは、議事に入る前に望月会長より御挨拶をいただきます。よろしくお願いしま

す。 

会長   皆さん、おはようございます。 

  １１月に入りまして、季節的にはまさに冬のほうに向かっているわけですけれども、

皆さんにはどうか健康に留意されてお過ごしいただきたいと思います。 

  今、御案内にありましたように、５期の第４回の審議会を今から開催をさせていただ

きます。 

  午前中に開催するというのは初めての経験ですけれども、この後、また皆さんといろ

いろ御意見伺って、午前中がいいのか、午後がいいのかというのは、その都度審議さ

せていただいて、皆さんの御都合のよいとき、そして皆さんが出席できるときを選ん

で開催をさせていただきたいと思います。 

  なるべく全員が出席できる日にちを選んで、開催をさせていただきたいと思っている

次第でございます。 

  それでは、次第に従いまして本日の審議会を開催させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

地域総務課主任主事   ありがとうございました。 

  それでは、議事に移らせていただきます。 

  望月会長、お願いいたします。 

会長   それでは、座ったままで進めさせていただきます。 

  毎回、御案内しておりますけれども、会議録作成のため、発言の際にはマイクのボタ

ンを押していただいて、氏名を述べてから、発言をお願いをいたします。 

  それでは、議事（１）第３回審議会での質問事項のありましたことについて回答をい
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ただきたいと思います。 

  まず、「農業公園について」及び「ハイキングコースの整備について」ですが、当局

の回答の前に、米倉委員のほうから改めて御説明のほうお願いをしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

米倉委員   米倉です。 

  以前、私も、会議の中で農業公園の関係で話したいと思いましたが、やっぱり都合が

悪くて欠席いたしまして、資料だけは渡してあると思います。今回、また作成した。 

  １ページ目が蒲原畑総のほうの園地になります。直線で真ん中辺を区切ってあります

が、左手側のほうが、蒲原西地区といいまして、３地区ありますけど、こちらのほう

が東地区と言っております。 

  水色で塗ってあるのが農免道路ですね。今回、台風１８号で土砂が出ましたけど、除

けてくれまして、今、善福寺のほうへと何とか通れている状態です。２車線、片側通

行で通れるような形になっております。ピンク色が静岡市の用地、非農用地と言いま

すけど、東区新田のほうに１区画ありまして、もう一つが西工区のほうにあります。 

  続きまして２ページ目です。先ほど言いました蒲原東地区のほうですね。こちらのほ

うがのり面が結構大きいんです。下のほうに調整池ありますが、ピンク色のところが

貸し出し農園ということで最初予定なっておりましたね、静岡市の。そして、その横、

蒲原西というところ、こちらのほうがピンク色の一番下のほうにこの道路があります

けど、これが農免道路です、面したところが、このピンク色が貸し出し農園、新規就

農者用の貸し出し農園で、黄色が広場ということで、オレンジのところが体験農園、

緑色の山林というところは、そのまま現状のままですね。 

  という形で、市のほうから、これは一昨年、皆さんで各地区を回ったときに、この地

図、同じ図面だったと思います。これは、私たち、静岡市非農用地ということで、農

協、旧ｽﾙｶﾞｼﾞ農協が主催になりまして、地域審議会のほうからも、ｽｵｳさんですか、会

長が出てもらっていたし、ＮＰＯで石野さん、畑総の理事長で元ドリーム蒲原の吉川

さんとか、あと、山根議員、農協、それで静岡市ですね、出てもらったときの一番最

後の会がこの３月２６日だったと思います。これと同じこういう状況を図面も出され

ております。 

  という予定でおりましたが、３枚目見ていただきますと、これが一番、私たち農協と

かが、最初、市のほうに要望したものです、余談になりますけれど。上の図のほうが、
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一番最初が平成２０年の７月１５日に開催しております第１回静岡市非農用地研究会

という形の中で、どういう案がいいかということで、この上の半分から上の図は、私

のほうで、２回目の７月３０日に開催されたときに、私がこのような形はどうでしょ

うかということで案を出させてもらったということです。 

  半分から下、それぞれ西と新田ですね、東地区の非農用地について、これが８月１１

日に農協のほうで考えてきた案です。一応、こういう形で何とか農業公園を大きくし

てほしいなということで、こういう案を出しておりました。 

  結果、先ほどの２ページにありましたような形で静岡市のほうの案になって、今現在

なっているようですが、ことし、予算では１億５２０万円ですか、５２５万円かな、

の予算がついているかと思います。平成２６年度予算案が１億５２５万円ですか、つ

いておりますので、どのような形、２ページのように、静岡市のほうでも前はこうい

う計画で進んでいるというか、やりますよというような説明があったんですが、こと

しもこういう形で計画どおり進んでいくのか、どうなのかというところで教えていた

だきたいなと思ったところです。 

会長   よろしいですか。 

米倉委員   はい。 

会長   今、米倉委員のほうから皆さんに説明がございましたけれども、これは第３

期のときにも、米倉委員のほうから説明をさせてくださいということで機会を持った

んですけど、米倉委員がそのとき欠席をしてしまったということで、市のほうには彼

から説明はしてもらってあったんですけれども、米倉委員本人が出席をして説明を皆

さんにさせていただくっていうのが今日が初めてでございます。 

  この畑地帯総合整備事業というのは非常に大きな事業でございまして、第３期のとき

にもバスに乗ってみんなで見学に行ってですね、実地調査といいますか、そんなこと

もさせていただいたことがあったわけですけれども、その後はですね、審議会におい

ては手づかずといいますか、その後、審議を尽くしていないということで、本日、米

倉委員出席のもと説明をしていただいたということでございます。経過を御説明しま

すと。 

  この後、担当部署でございます農業政策課の皆さん来ていただいておりますので、市

のほうの見解といいますか、この説明をしていただきたいと思っております。 

  そんなことでよろしゅうございますか。説明のほうをしていただくということでお願
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いをいたします。 

農業政策課主幹  農業政策課の水島と申します。よろしくお願いいたします。座って

説明させていただきます。 

  先ほど米倉委員から御説明がありましたように、私ども、この蒲原の県営畑総の蒲原

東と蒲原西地区の非農用地を活用させていただきまして、一応、事業を進めさせてい

ただいております。今、結構説明していただいたからあれなんですけど、私ども蒲原

畑総区域内公共用地活用事業という形で、平成２２年度から現在にかけてこの事業の

ほうを進めさせていただいているわけですが、平成２２年度に基本設計を行いました。

２３年度に土地の取得のことがありましたので、不動産鑑定を行っております。２４

年度に実施設計、２５年度に用地取得ということだったんですが、２４年度に当初用

地取得を考えていたんですが、土地改良事業との換地の兼ね合いで、繰り越しになり

まして、２５年度に用地のほうを購入させていただいて、現在、施設のほうを整備さ

せていただいているという状況でございます。 

  整備に係る事業費につきましても、先ほど米倉委員のほうから説明ありましたとおり、

予算で１億５２５万円という形で整備のほうを進めさせていただいているわけですが、

中身的には蒲原東のほうは提出図面のとおりで、新規就農者向けの研修圃場というこ

とで、１区画、１反分ぐらいの大きな区画で６区画の整備のほうを進めます。 

  蒲原西のほうは、新規就農者向け研修圃場を６区画とあわせて体験圃場、野菜畑の体

験圃場と駐車場、トイレ、芝生広場という形で整備のほうを進めております。 

  若干、この図面の中で変更があったのが、蒲原西でのゾーニングのほうが変わってお

りまして、当初、体験農園を山際のほうにしておったんです、広場を手前にしてたん

ですが、今、この黄色で囲っている部分を体験農園にしまして、前に持ってきまして、

芝生広場を奥のほうにいたしました。詳しくは、到着が遅れておりますけど農地整備

課のほうで説明があろうかと思いますが、野菜畑につきましては、市民の方が農業体

験するような形での野菜畑ということで、約１５アールぐらいになろうかと思います。 

  駐車場が大体１，３００平米ぐらいで、芝生広場が２，７００平米ぐらい。トイレに

つきましては、男１、多目的１のトイレということで整備のほうを進めます。 

  今年度中に施設のほうは整備を終える予定でおりますので、来年度、２７年度から供

用開始という形で考えております。 

  何分、私どももこういった形で施設を持ったことが今までないもんですから、体験農
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園というのもどういった市民の方が参加意向があるのかなということで、今年、ホー

ムページを見ていただくとわかるんですけれど、農業体験に関するアンケートという

ことで、市政アンケートモニターに委嘱する１００人ぐらいのモニターの方いらっし

ゃるんですけど、その方々にアンケート調査を７月８日から７月１８日にかけて実施

させていただきました。 

  ちょっと私どもが思ってたのと違ったのは、農業体験というと収穫体験、要は例えば

トウモロコシ狩りとか、サツマイモ狩りとかっていうような形で収穫体験を希望する

方が多いのかなと思っていたら、そうじゃなくて、作付けから生育管理まで含めたよ

うな、作物を通したような体験を希望なさっている方の声が多かったっていう部分も

あるもんですから、そういった点も生かして、その体験農園のほうの運営にはなるべ

く市民の皆様の意向に沿うような形の中で、運営面では心がけていきたいと思ってお

ります。 

  あとは、過去において皆さん現地のほうを見に行っていただいたときとは、大きく対

応のほうは変わっておりませんので、その形の中で、若干そのゾーニングのほうだけ

は少し変えさせていただいて、より体験農園の部分が前にくるような形で位置を変え

させていただいた経緯はありますが、その他につきましては、当初の計画どおり進め

させていただいているという状況であります。 

  以上です。 

会長   はい、ありがとうございます。 

  今の説明の中において、米倉委員のほうとして相違点とかあれば話していただきたい

と思うんですけど。 

米倉委員   米倉です。 

  この間、一度、皆さんがこの間言われたように、農業政策課の水島さんと話をさせて

もらって、今回また話をしてもらうということで話はある程度済んでおりますが、体

験農園が奥より前にきた、このほうがやっぱり日当たりいいですね。 

  それで、水島さん、今週か先週終わりぐらいから工事入ってくれてますね。草刈りも

大分やってきておって、今年度１２日終了っていうことですもんね。 

  台風がありますので、一度この黄色の親指って私も言っているんですけど、黄色のと

ころ、西工区の道路の曲がったカーブの横のところ、ヤマモモの巨木があるんですけ

ど、そこの上が崩れまして今回、大分、雑木が出たんですね。ですけど、今、片づけ
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てもらっている状況で、順調に工事が進めばいいかなと思います。 

  ありがとうございます。 

会長   米倉委員が今までいろいろお話されてきた中において、この今説明をいただ

いたことで、希望といいますか、目標は達成されたとしていいんですか。 

米倉委員   米倉です。 

  若干ですね、３ページ目にあるとおり、私たちはもう少し実際のところは、スポーツ

なんか、テニスコートなんかがあったらいいねとか、なかなか大きく言ってたんです

けど、そうもいかないと。あと、電気はある程度、堰沢のほう、中農道、神沢農道か

らも電気は途中まで来ております。電気は何とか確保できるし、あとは上水道だけ欲

しいと思ったんですよ。そうすれば、何かのときには、山のほうの平らなところでも

いろんなことに対しても対応できるかなと思ったんですが、なかなか、欲しいだけで

は上水道は引けないということで、皆さんが使っている以上、簡易水道とかああいう

のでもいいじゃないかと。それ以上に欲しくなったら考えましょうっていうことで、

水道局でも話はある程度、申しわけないですが済んでしまってですね、平成２４年の

１１月１日からＪＡ清水に合併しましたので、なかなかそのまま旧するが路の農協の

動きというものをそのまま引き継ぐというわけにもいかないので、Ｈ２４年３月２６

日をもってこの静岡市の非農用地の研究会というものは一応お開きになったような形

ですので、ある程度仕方ないというか、納得の上ですね。 

会長   この後ですね、どういうふうに、まだ工期的には初段階といいますか、これ

からまだ続いていくわけですね。 

米倉委員   計画ですか。 

会長   うんうん。これで全て終了っていうことで捉えていいんですか。 

米倉委員   そうですね。水島さん、そうですね。 

会長   今年度は。 

米倉委員   今年度で工事が終わって、これで造成されれば、あと、新規就農者に貸

す園地はできて、その人たちがやっていくでしょうし、あと、農業公園についても、

先ほどの作付けから一貫した育成体験ができて、収穫だけではなくて育成させていく

っていう体験で進んでいくということだったので。 

会長   私が申し上げているのは、これだけの大きな事業の内において、今年度１億

５００万円の予算がついたと、この後、これだけのを書いてもらいましたけども、や
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られていくというのは、今期、要は２６年度の予算において全て賄うことができるん

ですか。 

米倉委員   いえ、会長、２ページ目が、これがあくまでも静岡市、行政のほうの案

で、これが最終ですね。３ページ目は私が平成２０年の、一番最初、７月３０日に書

いた案と、次が平成２０年８月１１日に農協がこのようにしてほしいよという案だっ

たんです。それがいろいろ考えて皆さんで検討した結果、それはなかなか地元の案だ

けではいかないよということで、２ページ目のこの色塗りした分ですが、この形で今

進んでいくということで、違うところが、この地区の黄色とオレンジのラインが逆、

使い方が、体験農園と広場が逆になりましたよという説明あったですね。一応、案と

して、皆さんに、蛇足ではありますけど、余談というかそういう形で、私たちは最初

こういうふうな案で計画していただきたいということでお願いしたけど、今、現況は、

皆さんにね、一昨年ですか、あの時もらった資料もこの２ページ目の図面と同じとお

りでもらっていると思いますので、これで進むということですね。 

会長   それで、冒頭申し上げましたように、私たちが３期のときに見学に行かせて

もらったときにはですね、まだ本当の野原っていうんですか、何も手つかずで、その

ときに水のこととかトイレのこととかっていうのはちょっと要望を出したことがあっ

たかと思うんですけれども、今まさに、それから私も一度も行ったことないんですけ

ど、じゃあ大分進捗しているということですね。 

米倉委員   あの当時ですとまだ、皆さんで見に行ったときには少し穴がまだ開いて

たかなと思うんですよ、水の抜け道の。でも、そこは全く平らになっております。こ

こで余談、また話していいのかどうか、一度あそこに産業廃棄物を捨てた方がおられ

まして、一度、確信で、掘って、そのコンクリートですか台を外して、大丈夫な土を

埋め戻したという経緯もありますけどね。それぐらい平らになって皆さん入っており

ます。 

会長   それから、１１月の１３日に、前回でしたかね、米倉委員のほうから何かそ

のオープン記念というんですか、何かやられるって言ってましたけど、それ、ちょっ

と。 

米倉委員   はい。当初、農免道路が開通になるということで、山根議員とも昔から

私話してたんですけど、日本一長い農免市をやりたいということでおったのですが、

なかなか農免市と開通式を一緒にやるのは難しいかなと。また、この１１月１３日の
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午前１０時からするんですが、農作物がないとなかなかせっかく農免市をやろうとし

ても売り物がないとなると難しいということであきらめまして、１３日には農免道路

の開通式と畑総の落成式ということで、主催は私たち蒲原畑総土地改良区という地権

者の団体ですけど、そこが開催して１３日に開通式、それで落成式を行うような形に

なっています。それには、県、市、または議員さんとは関係者をお呼びいたしまして、

ここでは連合会長の服部さまにも御出席をお願いしてあるところです。 

会長   今、るる、米倉委員から説明がありましたけれども、委員の方で何か御意見、

要望とか質問事項があったらお受けしたいと思いますけれども。 

吉川委員   吉川です。この広場っていうのは目的は何ですか。 

米倉委員   とりあえず、ここのところにですね、土地改良区さんと地元の方との話

であったんですけれど、人がある程度集まるような形にしたいと。そこの中で、周辺

では観光農業、ミカン狩りとかそういったことを指導している人たちがいらっしゃっ

たりするので、要はそういった人たちが来たときに、ちょっと休めるとか集まればと

いうことの活用が一番いいのではないかということで考えまして、とりあえず今考え

ているのは芝生広場みたいな形で御自由にくつろいでいただけるような空間をという

ことで準備のほうををさせていただいた次第でございます。 

会長   はい、どうぞ。 

吉川委員   吉川です。そうしますと、ここの、将来ずっとこれを使用していくとき

に、芝生広場っていうことで、その広場そのもののメンテナンス、この周辺のメンテ

ナンス、具体的に言うと雑草の刈りですとか、危険物が入ってこないようにとかいう

ようなメンテナンスの計画、予算はどうなっていますか。 

米倉委員   そうですね。とりあえず、今ちょうど予算要求の時期でありますが、一

応、来年度からこの管理運営に係る経費、委員さんのおっしゃるとおり、芝刈りとか

除草などの管理運営費っていうのを予算要求する中で、管理運営のほうを行ってきた

いと思っております。 

吉川委員   わかりました。今までずっとこれのいろいろな場所のこういう物理的な

ことをずっとやってきた。その後を見てますとね、全くそのメンテがうまくいってな

いわけですよ。ですから、予算組みをするときのメンテの計画っていうのを非常に綿

密にやっていただきたいと思いますね。また、二の舞を演ずるようになる可能性があ

りますので、ぜひよろしくお願いいたします。 
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会長   ほかにございませんか。 

  なければですね、農地整備課の説明をお受けしたいと思いますけれども、よろしくお

願いをいたします。 

農地整備課   今現在、西地区と東地区で工事のほうを発注しておりまして、西地区

で既に坪内組のほうで工事入ってます。東地区についてはコジマ土木のほうが入札し

まして、今週中に契約の運びとなっています。 

  あわせまして、トイレなんですけども、公衆トイレにつきましては、市のほうの専門

部署、公共建築課という建築部門をやっている課がございまして、そちらのほうで発

注の、今、手続きをしておりまして、間もなく入札が始まりまして業者のほうが決定

する運びになっております。ですから、ここの地区については、西地区には２者・、

東地区には２者、業者がこの工事をするというような格好で、いずれにしましても、

工期設定としましては年度内の工事、年度内の完成を目指して工事のほうを行ってま

いりたいと思います。 

  なんですが、ちょっと先ほど台風の影響がございまして、その辺でですね、ちょっと

山のほうが崩れたということで、結構、土砂のほうがかなり出てまして、今、そちら

のほうの土砂の撤去のほうの作業を今現在進めている状況であります。若干ちょっと

この工事のほう、まだ着手が遅れているような状況でございますけども、この辺はほ

かの工事の影響もないところなもんですから、工事のほうは詰めてやっていくような

格好になります。 

  公衆用トイレにつきましてはですね、こちらの任期の予定しておりまして、芝生広場

ですとか体験農園に近いところに設定をしております。芝生広場のほうにつきまして

は、ここが憩スペースというようなことでもあります。あずま屋のほうを１棟建設を

するような格好になっています。このあずま屋とそのトイレについてなんですけれど

も、こういった周辺の景観ですとかそういったものにも配慮しまして、県産材の木材

を使ったような形の建築にする。あと、こちらについてはちょっと水の関係が、ちょ

っといろいろ沢の水を取って畑に使ったり、御手洗いに使ったりするようなんすけど

も、トイレに関しての水なんですけども、一旦、その沢の水をこちらのポンプにため

て、そちらを畑のほうに回したりとか、トイレに回すんですけども、お子さんが来て

手を洗ったりするようなこともあるもんですから、沢の水をそのままですと大腸菌で

すとかそういった問題もあるものですから、こちらのトイレに関しては滅菌器をつけ
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まして滅菌した、これは市のほうの設計の考え方もありまして、人の手に触れるよう

なものは必ず滅菌をしたものを処理をしなければならないということで、そういった

装置もつけまして、こちらのほうを進めていくという状況であります。 

  あと、東地区については、まだ工事の段取りのほうはまだ今後の契約以降の話となり

ますので今後、そちらのほうもあわせて、多少、こちらのほうで土砂が発生するおそ

れのあるこちらのほうに土砂を動かしてですね、造成をするというような格好になっ

ています。 

  こちらについても、いずれにしても年度内の工期設定をしておりまして、工事の完了

する完成を目指して工事を進めてまいりたいと思っております 

会長   今の御説明いただいた事項について、委員の皆さん、何か御質問があればお

受けしたいと思いますけど、いかがでしょうか。 

  坂本委員、お願いします。 

坂本委員   坂本です。今、トイレの件なんですけども、これ、システムはどういう

形、バイオじゃなくて。 

農地整備課   水洗の浄化槽。 

坂本委員   浄化槽って。 

農地整備課   バイオっていうのも当初考えてはあったんですが、非常にメンテナン

スが、要するに水質が一定、要するに入ってくるものが一定でないと困りますし、ち

ょっとその辺で使用量に変動があると、バイオってなかなか維持管理が難しいってい

うことがございまして、こういう山の中にする施設なもんですから、環境に配慮して

バイオトイレっていうのも案の一つではあったんですけども、非常に今後のメンテナ

ンスのことを考えたりですとか、そういうとこも考えまして、水のほうも確保できる

っていうこともありましたんで、水洗っていうような格好をさせてもらいました。 

坂本委員   はい。ありがとうございます。 

会長   ほかにはございませんか。 

  それでは、私のほうから１点、御質問をさせていただきます。 

  非常に、何ていいますか、広い土地で、それからいろんな計画をしていただいて、こ

の後ですね、やはりこの近辺の住民でも、私もそうなんですけど、ＰＲっていうのは

どのようにされていくんですか。 

  それとあとは、ここに行くまでの順路っていうんですか、どういうふうに、何ていい
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ますか、これもＰＲなんですけども、されていくのか、お願いしたいと思います。 

農地整備課   それこそですね、今月の、先ほど１３日、農免農道の一応開通式の告

知が米倉委員さんのほうからあったわけですけれど、一応やはりこのところに行く道

とすると、やっぱり農免農道が一応メインになってくるかと思います。 

  ＰＲにつきましては、新規就農者向けの研修圃場にいたしましても、体験農園にいた

しましても、やっぱちょっと人を呼び込むっていう仕立てが必要でありますので、広

報誌ないしＪＡ、農業委員会等のさまざまな広報媒体を使うとともにですね、ちょっ

とまだ予算も今とっている最中なんですけど、少しちょっと県外に向けても情報発信

できるような形で、農業系のサイトにもちょっとのっけるような形の中でのことは今

考えてはおります。 

  だもんですから、なるべくおっしゃるとおりＰＲっていうのもその中でですね、最初

なかなかやはり、ちょっと場所的には少し奥まったところになるもんですから、最初

はやはり皆さんもどこら辺にそういったものがあるのかなというのがわからないって

いう部分があるもんですから、やはり最初の段階ではやはりＰＲ活動っていうのがか

なり重要になると私どもも認識しておりますので、一応、その点は抜かりなくやって

いきたいなと思っております。 

会長   はい、ありがとうございます。 

  ほかに。 

  志田委員、どうぞ。 

志田委員   済みません、志田です。 

  ことしの５月、６月だったんですが、地区社協と蒲原地区の保健委員が主催をしまし

て、特別、ここ許可をしていただいて、まだ開通前だったんですが、農免道路をウオ

ーキングをしたんですね。とても皆さん、こんないいところがあったんだっていうこ

とで、全く知らない方が大勢いらっしゃって、景色もよかったしっていうことで、こ

れからもウオーキングとてもブームなので、そういった形でもお客さんたくさんいら

っしゃると思うんですが、そのためにはどこから農免道路に行けるかとかっていう標

識とか案内とかも必要かなと思いますが、そういうものも取り入れていただけるでし

ょうか。 

農地整備課   となると、道路標識とかですね、そういった形で農免道路の入り口、

非常にわかりづらいところがあるもんですから、大きな、例えば道路にかかっている
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ような標識っていうのもございますけども、それ以外にですね、非常に大きなもので、

例えば農免道路の入り口っていうところだけで、その看板が成り立つのかっていうと

ころもあるもんですから、例えば簡易なものであれば、手前のほうに入り口みたいな

標識も必要かなと思っています。 

志田委員   では、ぜひそちらのほうも御検討ください。 

  それから、そのウオーキングをしていたときに、休むところがなく、開通前なので、

農免道路なので別に歩くためのものではないかとは思うんですが、ウオーキングとか

を考えるときにちょっとしたあずま屋みたいなところがあるといいですねと参加者の

方から声をいただいたので、もし予算が、この公園は使えるかと思うんですが、その

間に、これからどこかちょっとあるといいかなと。結局、ここは蒲原地区だけでなく、

ずっと富士川のほうから由比まで抜けられるような農免道路にされていると思うので、

広域にはなるかと思うんですけど、そういう場合に富士市の方とも相談しなきゃいけ

ないのかとは思うんですが、うちの父が富士川のｼｼﾞｭｳｸのほうから毎日、善福寺まで

ウオーキングしているので、そういうこともあって、何かすごく気持ちがいいコース

だということはずっと聞いてました。なのでね、そういう地域の方の、県外からお客

さんを呼び込むのも大切ですけど、やはりまずは住んでいる住民の方に利用していた

だくのが一番かなと思いますので、そういうところも検討していっていただけるとあ

りがたいです。お願いいたします。 

会長   はい。ほかにはございませんか。 

  じゃあ、日野委員、どうぞ。 

日野委員   日野です。貸し出し農園とか体験農園っていうのは、個人の使用料とい

うのは取るわけですよね。その辺はどういうふうになっていますか。 

農地整備課   おっしゃるとおりですね、対、新規就農者向け貸し出し農園につきま

しては、一応、使用料という形でですね、徴収を考えています。 

  体験農園のほうは、イベント的な部分で参加するってことになろうかと思いますので、

一応、そこのところは使用料っていうことではなく、参加料っていう形で、一応、有

償になってしまいますが、そういった中で運営のほうを考えております。 

  一応、金額等につきましては、詳細がまだ役所の中でもちょっと定まってない部分が

あるもんですから、使用料とか参加料を徴収するっていう方向の中で、今、調整させ

ていただいているという実態でございます。 
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会長   よろしいですか。 

日野委員   はい、わかりました。 

会長   続いて、服部委員。 

服部委員   服部です。農業用の面積もかなりたくさん占めていまして、その横のほ

うにですね、農免道路に面したフットサルとかテニスコート、ドッグラン、アスレチ

ック遊技場、芝生公園ってありますけどね、これはナンバー、３枚目のかな。 

日野委員   これは米倉さんの希望であって、違うんじゃないですか。 

服部委員   これはそうすると、はっきり・・・ 

米倉委員   これは私の考えで、しかも農協の考えだったんです。 

服部委員   これは何もない、さみしいですね。私はこういうのを入れてもらいたい

と思うけども、もうだめなんだね。 

米倉委員   そうですね。これ、当初の私たち地元のほうの案でありまして、あくま

でも２ページ目のそのとこですね、この確認したところ。これが現況、計画して、実

施しようとしているところの案ですね。 

服部委員   では、これは１００％だめになってしまった。 

米倉委員   はい、そうですね。 

服部委員   あら、さみしいですね。これは呼び込むのにかなり力があると思うんで

すけどね。 

米倉委員   そうですね。 

服部委員   そうですか。わかりました。 

米倉委員   申しわけありません。 

会長   で、これは米倉委員に御質問しますけれども、この後、今までの何ていいま

すか、組織、これをもって解散となりますよね。その後は、今、服部委員がおっしゃ

ったようなですね、そういうことの続きというか、前進はないんですか。 

米倉委員   米倉です。一応、土地改良区という地権者の代表の団体がありますけれ

ど、これはまだ解散できません。あと二十数年あるかな。私、地元負担っていうのは、

１００％の工事費のうち５０％は国で、３０％が県のほうで持っていただきまして、

地元負担は２０％と言う中で、前は蒲原町でしたけど、市町村が１２％で、地権者が

８％なんです。そういう中で、私たち地権者の８％というものは、静岡市にこの農地

買ってもらったように、農協にも５，０００平米ほどあります、のり面入れると６，
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５００平米ほどありますけど、それを買っていただきまして、また農免道路も買い上

げていただきまして、それらを地権者から工事費を集めないで工事費にあてるという

手法、なかなかほかのところは、１反当たり２０万円とか３０万円とか徴収して支払

うんですが、私たちは、今から２０年前ですね、平成６年から準備しまして７年に総

会を立ち上げましてやってきたんですが、その当時でも農業に対して疲弊しているの

で、農家から工事費を集めるっていうのは難しいっていうことで、そういう形でやっ

ております。 

  ただ、地権者の分は集まりましたので、返済は可能でもいいと思いますが、静岡市の

ほうから土地改良区に借入金を入れてもらうんです。入れてから国庫に返すので、そ

の間中は解散できませんのでずっと土地改良区はありますが、あとは静岡市のほうで

このような形をしてもらっている中で、農家が考えているのは観光農園ですね。それ

で何とか、それとここの広場をマッチングさせたいなと思っておったわけです。ただ、

東地区のほうはそうですけど、東地区は完全にもう新規就農者のためなので、なかな

か皆様の拠り所っていう場所ではなくなってはおりますが、蒲原畑総、西と東とあり

ますけど、一体的に見たときに、西を一応、市民の憩いの場という形で、観光農園も

含めて、先ほどありましたように、ここを休息の場というかちょっと休めるところに

して、それからまた後は、もう少し人が集まるようであれば声をかけて、もう少し大

きなものにしていきたいとは思っております。 

会長   はい、ありがとうございます。 

 それでは、ほかにございませんか。 

 よろしいですか。 

  それでは、もう１点、私のほうからもお願いをさせていただきますけれども、これだ

けのものをつくっていただいたと、ついてはこれを有効利用していただくためにはで

すね、やはりＰＲというのが非常に重要かと思います。今の時点においてはなかなか

住民でも、畑総という工事はしてたけれどもその後どうなっているのかっていうこと

で、認知度っていうのは非常に低いかと私は思っています。 

  ですから、その辺を、志田委員からも出ましたけれども、行くところの整備とかです

ね、看板ですね、そんなことも踏まえてやっていただく。やはりウオーキングするに

はあれだけのロケーションっていうのは、私は非常に有望な機会になろうかと思いま

す。 
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  それともう１点は、吉川委員のほうからありましたけれども、つくるだけつくって、

特にこういう農地のところにつくるものっていうのは、草が生えるというのが、これ

は草との戦争になろうかと思います。草ぼうぼうになって、公園もそうなんですけど、

草ぼうぼうになってしまいますと、何ていいますか、人は見向きもしない。きれいに

なっていると、そこに人は集うっていうような、これは、何ていいますか、ある意味

で言えば公園の方程式っていいますか、そんなふうにも捉えられますので、つくった

後もですね、確実にきれいになっているようにぜひぜひお願いをしたいと思います。 

  そして、また市民のほうにも知恵を出せということになればですね、また、それはそ

れとして考えていくようことで、これはせっかくのものですから、長いスパンでです

ね、次の世代に送っていけるようにしていただきたいと思います。 

  そんなところで皆さんよろしゅうございますでしょうか、この件については。 

（「はい」と言う者あり） 

会長   それでは、この件については、皆様ご苦労様でした。 

会長   つづいて、ハイキングコースの整備について、資料が添付されておりますけ

れども、これ、説明ということでよろしいですか。 

地域総務課主任主事   地域総務課、柴川です。 

  ハイキングコースの整備については、スポーツ振興課で所管しておりまして、これは

委託をしてですね、草刈り等をしていただいているという状況になります。 

  資料のほうはですね、カラー刷りのＡ３の地図になりますけども、左上、こちらのほ

うが委託箇所ということで、委託先に草刈りをしていただいて、ハイキングコースを

整備していただいているということです。 

  コースについては、この四角で囲ったところなんですけれども、私も、済みません、

詳しくないもんですから、これでコースはわかるんでしょうか。大体わかるんでしょ

うかね。いいですかね。 

  草刈りの状況なんですけども、年に３回に分けまして、４月、７月、１０月の月にで

すね、それぞれこのコース、５のコースをですね、草刈りをしていただいているとい

うことだそうです。 

  その都度、標識、ベンチ、休憩舎、案内板等が破損しているとか、あと、危険箇所を

発見した場合はスポーツ振興課に直ちに連絡するようにということで、業務内容をさ

れているようです。 
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  整備については、以上になります。 

会長   本件については米倉委員のほうからも提案がございましたですよね。 

米倉委員   米倉です。このハイキングコースの整備ということで、草刈りをしたんで

すけど、畑総ですね、特に。その看板、今おっしゃったんですが、この四角く囲った

下のほうに、先ほどありました蒲原畑総の中工区というのがありまして、実はですね、

先ほど分けましたこの地図の中の堰沢農道というところがここにつながっております。

つながってこのところに、西工区の農免を通って、旧の古い通りを通って、中、少し

こういった赤い道で通っていくんですね、それでここに書いてあります大丸山へとい

うことで、これ、つながっておるんですが、この間のところも、民間の方があっちこ

っちとかって大丸山っていう形で書いてあったので、前、その整備をしてくださいっ

ていうことで、市のほうからその看板の設置をしたほうがいいんじゃないですかって

いうことで話させてもらったんですよね。 

  ですので、この中で看板ありというのも、３と５の間にもありますけれどね、大丸山

へ行くまでの下からの道順でも、そういう形で出されたほうがいいんじゃないですか

って、ここで入っていくとか、または、先ほど志田委員から農免道路の休息できるよ

うなところがあったらどうかというのは、ここのところでいうと５番の下のとこに大

丸山広場っていうようなところもあったり、ちょっと見晴らしがどっかもあったと思

ったんですよね。そういう形で休息できる場はありますけれど、その道へ行くまでの

ルート案内ですね、それを充実されたらどうですかと思いました。 

会長   私もですね、ちょうど畑総に行くところ、それから善福寺から富士川に抜け

るところ、そこには確かに小さな看板がありますけれど、農免道路に行きますよとい

う案内は確かなかったように。ただ、道がすごく整備されている道ですので、何があ

るのかなって行ってみる方もいらっしゃるかと思うんですけども。この看板っていう

のはですね、できる限り整備をしていただいて、道に迷わないっていいますかね。こ

の善福寺のトンネル、要はｼｼﾞｭｳｸﾆにおける道のところもですね、どうでしょう、３０

センチ四方くらいの看板で矢印書いて、富士川、それから大平山っていう指示だけで

すのでね。今、非常にこの道、この間の台風で被害受けて、今、一生懸命、工事をさ

れておりますけれども。 

  それともう一つは、何回も申し上げるように、その後の草刈り等々のどっちいってい

いかわからないような、どこかに多分委託されてされるんだとは思いますけれども、
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その辺の整備というのをですね、進捗中という中においてもぜひその辺、明確な草刈

り等々ができるようにやっていただけたらなというふうに思いますけれども。この件

について何か、皆さん、御要望といいますか、ありますでしょうか。 

吉川委員   吉川です。要望ではないんですがね、ここの委託箇所に関して言うと、

草の状態は、展望広場がございましょう、ここからクマ出没注意というような看板が

ありますね。あそこの階段のところは草がぼうぼうですよ。あとはね、ずっと歩くと

大体いいんですよ。さすがに委託されているなという感じは私は受けました。 

  すばらしいところの端的な例を言うと、展望広場の、善福寺のほうからいって１キロ

ぐらい手前か、こっちですね、富士川のほうに行く道がありますね、これからずっと、

野田山のほうに行く道です、ここのブルーの矢印がついているこの分岐点、ここちょ

っとｵｵﾋﾛﾔﾏ広場の黄色のところの線行って、ここから上がるところありますね、あそ

こらなんかなかなか風情があっていいですよ。 

  だから、ここの感じは非常にいいんですが、先ほど志田委員のおっしゃったあずま屋、

ここの委託箇所でない中間のところにあるんですよ、あずま屋が、ここはもう座れた

もんじゃないですわ。要するに、メンテをやらないと、こういうのはつくってもだめ

なんです。私、うるさくメンテ、メンテって言いますけども。これはもう草ぼうぼう

で座れないです。だから、あるんですよ、そういうの、ちゃんとあるんですよ。途中

につくってあるんだけども、それをしっかりやっとかないと意味がないんでという意

見、意見というか感想です。 

地域総務課課長補佐   地域総務課の志田でございます。 

  ただいま御意見をいただいた件、看板の件ですね、それから草刈りの件、あずま屋等

の整備の関係ですが、先ほどの農業公園の話の中でも標識の充実というような話があ

った中で、当然、農道への標識設置になりますので、ハイキングコースを管轄してい

るスポーツ振興課になるのか、農業公園の関係であるとやっぱり農業政策課の農地整

備課というような形で看板の設置になると思いますので、そこら辺をですね、少し所

管課と相談をしながら、どういう整備ができるかということを今後詰めていければと

思います。 

会長   はい。ありがとうございます。 

  また、この後、産業経済のところが１月の審議会で審議させていただけるかと思いま

す。そのときにある程度の今の御質問について回答をいただけたらと思いますので、
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よろしゅうございますですか。 

地域総務課課長補佐   はい。そのときまでにどの程度の回答できるかわからないで

すけども、所管課とちょっと話をしてみたいと思います。 

会長   はい。ありがとうございます。 

  皆さん、そんなことでよろしゅうございますでしょうか。このハイキングコースの整

備といいますか、について。 

（「はい」と言う者あり） 

会長   はい。ありがとうございました。 

  この件につきましても、ｵﾃﾞｼにとさせていただきます。 

  続きまして、下水道に関する前回の質問に対します回答といいますか、報告をしてい

ただきたいと思います。 

  なお、本日、担当部署から、下水道計画課のほうから所管委員が来て回答していただ

く予定だったんですけども、実は本日からですね、住民説明会というのが本日７時に

この会館で始まりまして、都度、由比、蒲原ということで進んでいくかと思います。

それはそれとしまして、本日、前回の回答をお願いをしたいと思います。 

地域総務課主任主事   地域総務課、柴川です。 

  下水道計画課から、吉川委員からの御質問だと思うんですけども、二つの質問に対し

ての回答をいただいてきましたので、かわりに回答させていただきます。 

  まず１番目、質問内容が、放流水質の基準ですね。下水道の場合だと１５ｍｇ／ℓ、

合併浄化槽の場合ですと、２０ｍｇ／ℓ、これ、基準なんですけども、この５ｍｇ／ℓ

の差がある。この差が３０年間という期間で、経過することで環境に影響はないのか、

どのような影響があるのかという御質問だったと思いますが、よろしいでしょうか。 

  回答についてはですね、「処理場や浄化槽から放流された水は、河川や水路などを流

れることによって、処理された水に含まれるわずかな汚れも拡散し、さらに河川や水

路などにすむ微生物や植物の働きでより一層浄化されていきます。よって、公共下水

道や合併処理浄化槽の放流水が決められた基準値以内で放流されているのであれば、

環境への影響については差がないものと考えている。」ということです。 

  以上です。 

会長   ありがとうございました。 

地域総務課主任主事   よろしいですか。二つ目の質問なんですけども、下水道計画
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課が前回審議会で示された資料の中で、アンケート対象戸数、世帯数っていうのがご

ざいました。これは由比と蒲原合わせた戸数、５，６１３世帯というふうになってい

ましたけども、この数がですね、実は少ないのではないかと、由比と蒲原合わせてこ

の数では少ないのではないかと疑問を持たれたかと思います。これについてはですね、

回答ですけども、アンケート対象世帯数はですね、由比、蒲原地域の市街化区域を対

象としているということです。なぜならば、下水道が通るのは市街化区域しかないと

いう考え方で、市街化調整区域、山間地とかですね、それ以外のところはアンケート

をとらなかったよということです。ですから、この数字となったということになりま

す。 

吉川委員   吉川です。 

  済みません。おっしゃるとおりで、私も後でよく見たら、ごめんなさい。失礼しまし

た。 

  それで、よろしいですか。１番目の問題ですが、ということであればですよ、なぜ皆

さんの公共下水道やっているところは、合併処理槽にしないんでしょう。 

  総合的に見れば、合併浄化槽のほうがいいという回答なんですよ、ここの回答は。今

のお話聞くと、衛生面では遜色ないという結論ですね、そのぐらいの差なら。実際は

５ミリでなしに多分１０ミリグラムぐらいかと思います。実際に出ているのは、あの

ときに。そういうことを言わずにこういう文章を書いているのは、大変、僕は不信感

を持っているんですけど、それはちょっと置いといて。そうであれば、なぜ、公共下

水道っていうのは、みんなつくろう、つくろうとしているんですか、予算もかかる。

何なんでしょう。 

会長   この回答だけ見ると、要するに変わらないと 

吉川委員   そうです、はいはいはい。 

会長   それなら、そのままでいいじゃないかという 

地域総務課主任主事 持ち帰ってよろしいですか。 

吉川委員   済みません。 

服部委員   何か、今のことでね、公共下水道課の課長さん以下と話したことがある

んですけど、蒲原、由比の場合は特殊事情で、細長いっていうこともあってね、清水

なんかとちょっと事情が違う面があって、公共下水道、清水方面はむしろお金がかか

っても、ある地域は公共下水道にしたほうがいいなんていうようなことも言ってまし
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たね。ですから、地域によって変わってくるっていう。蒲原、由比は本当に合併処理

のほうが断然いいと思うんですね。だから、清水みたいな集約したところで、比較的

効率的に工事もできて運べるところ、下水処理ができるところはいいんじゃないかな

っていうようなことをちょっと聞いたことがあります。 

  以上です。 

吉川委員   これ議論しても仕方ないんですが、ということは、服部さん、あれです

か、経済的に見て、清水の場合は、蒲原で合併処理槽でやるよりも安くつくと、こう

いう意味ですね。 

服部委員   そういう部分もあるっていう、全部ではないんですね。 

吉川委員   本当かな。 

服部委員   非常に難しい、僕の考えではね、合併処理のほうが本当にどうか予算も

ねありますからね。 

地域総務課主任主事   地域総務課、柴川です。 

  おっしゃるとおりでして、これから由比、蒲原地域は、もし下水道をつくるんであれ

ば、下水道施設をつくって管をつなげてっていうことで、しかもですね、その処理は

蒲原、由比地域で独立した処理場で処理するっていうことになるわけですよね。単純

に言いますと、やっぱり対象としている戸数の問題もあろうかと思いますね。清水、

それから静岡、広域で考えられるというか、この間の説明ですとやっぱり由比、蒲原

については別物の施設をつくらなきゃならない、管もつなげなきゃならないっていう

ことでしたので、そういうことでコストが上がってしまうということではないかと思

います。 

吉川委員   わかりました。ありがとうございます。 

会長   ほかにございませんか。 

会長   はい、どうぞ。日野委員。 

日野委員   日野です。公共下水道にした場合に、この間の巴川の流域の水が溢れち

ゃったときに、何だかちょっと大変なことが起きたようですよね。そういうこともあ

ると、私はその話を聞いて「ああ、合併浄化槽なら大丈夫なのかな」っていうふうに

は思ったんですけどね。 

  ただ、あとは、清水の市街地っていうところはやはり人口は非常に密集していて、蒲

原のほうはやはり皆さんゆとりがある住まい方をしているので、人口は増えたとして
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も住まい方はゆとりがある住まい方だと、効率的な面で言うと、理想としては公共下

水道のほうがいいんでしょうけど、効率で考えるとやはりちょっともったいない使い

方になってしまうのかな、それだったら、合併浄化槽がこれだけ本当にきれいな水を

出すのなら、それでオッケーなのかなと思います。 

会長   はい。ありがとうございます。 

  ほかに何か御意見、御要望ほか、ございませんか。 

  今ですね、皆さんのお手元に急遽配付させていただいた資料ですけれども、この汚水

処理方針の地元説明会っていうのがですね、本日を境に４回行われるということでご

ざいます。一応、市の見解としては、合併浄化槽でということに対しての説明になろ

うかと思いますけれども、お時間の許す限り、出席できるようであればですね、その

辺の雰囲気を感じ取ってきていただけたらと思います。 

  なお、私の私見なんですけれども、この件についてはですね、もう一度この審議会が

終了するにおいて、総括としてこの件、また、庵原高校の問題とかですね、すぐにこ

の２年間で解決つく問題というのはありませんので、必ずや次の世代の方に申し送っ

ていかなきゃいけない事項になろうかと思います。そういうものが出たところでです

ね、一度、そういうものをカテゴリー別じゃなくて、全部集めてですね、一度、皆さ

んで議論させていただいて、総括に向けていきたいなっていうふうに考えております。

これはまだ事務局にも相談してないんですけども、そんなふうに考えております。一

つの事案で長時間時間取ってしまいますと、次の事案にいけない可能性っていうのが

出てくるものですから、当然この汚水処理の問題については、もう一回当局に来てい

ただくなりしてですね、次の世代に申し送れるようなことを私は計画できたらいいか

なっていうふうに考えております。 

  それともう一つ、私がちょっと資料をいただいてしたんですけど、蒲原町の人口の推

移っていうのを私が報告するべきことかどうかわかりませんけれども、平成１８年か

ら２６年を対比しますと、９２．６％ですね、約千名減っていますね、蒲原の人口が

ですね。１８年から２６年で約９２．６％になりますね。男女別で見ますと、そうで

もないんですけど、男性は割と減っていますね。９２．７％になっていますね。もと

もと女性のほうが多い町だったわけですから。そんなことで、人口っていうのも減っ

ていると。これは市、県ともこの件については、人口の減少ということを一つの、何

ていいますか、大きな問題として捉えてですね、今後いろんなことが展開されていく
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んじゃないかなというふうに思いますけれども、御多分に漏れず、この旧蒲原町も人

口も減っています。 

  ただ、世帯数ということになりますと、これは増えているんですよね。ただ、世帯数

っていうのは、先ほど説明がありましたけど、１軒に２世帯、３世帯住んでいるとこ

ろもありますのでね、これは一概に言えないかもしれませんけども、ただ、人口的に

は減っているという現象は否めないということを報告をさせていただきます。 

  それで、下水道の問題については、皆さん、いかがでしょう。 

  吉川委員、よろしゅうございますか。 

吉川委員   回答いただきましたので、結構です。 

会長   では、そういうことで、この件についてはもう一度何かの機会に議論すると

ころを設けたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  それでは（２）について、合併建設計画取りまとめ作業ということで、生活環境のカ

テゴリーのところを、皆さん、お開きをいただきたいと思います。 

  生活環境についてはですね、防犯まちづくり事業から始まって、公営住宅の建てかえ

という項目が、一番最後、この大きな、済みません、これを見ていただきたいと思い

ます。この上から、前回、健康福祉・文化学習の検討をさせていただいて、今回は生

活環境、次ですね、防犯まちづくり事業から清掃工場の建設、一番下は公共住宅の建

替ということで、資料ありますですか。この大きいのだよ。ありますか。そうです、

そうですね。どれでもいいんですけど・・・ 

  ちょっとですね、御意見を頂戴していきたいと思います。 

  では、進めさせていただきます。防犯まちづくり事業、数値的には２６になるかと思

いますけれども。この件については完了しているということで、結果を見ております。 

 事務局、説明をお願いできますか。 

地域総務課課長補佐   それでは、地域総務課の志田です。 

  今回、生活環境ということで、合併建設計画の生活環境の分野についてということで、

これまでの事業の推進状況について説明をさせていただきますが、一括して説明をさ

せていただきたいと思います。 

  皆様のお手元にですね、建設計画分野別事業推進状況説明資料というものがあるかと

思いますが、本日、お分けした資料ですね。それに基づいて説明をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 
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会長   はい、お願いします。 

地域総務課課長補佐 では、よろしくお願いします。 

  生活環境の分野ですが、合併の建設計画の中にどういった展開をしていくかというと

ころですが、まず、環境への負荷を軽減する社会システムを構築する、それから、市

民誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進する、そして、住民の消費生活の安定及

び向上を図るというためにですね、三つあるかと思いますが、「廃棄物の縮減とリサ

イクルを推進するとともに、新エネルギーの利用の検討を行い、環境への負荷を軽減

する社会システムを構築する。」また、「豊かな緑あふれた安全・快適な生活環境の

整備を推進するとともに、環境を支える水資源を育み、適切な汚水処理を推進す

る。」「総合的な防災体制の整備と危機管理システムの充実を図るとともに、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。」というような施

策を展開することになっておりました。 

  これに対して、先ほど会長が申し上げたとおり、防犯まちづくり事業から公営住宅の

建てかえまで、９項目の事業について具体的にどんな推進状況であるかということに

ついて、資料をもとに説明をさせていただきたいと思います 

  まず１番目の「防犯まちづくり事業」ですが、これにつきましては、平成１８年度と

１９年度にですね、庵原地区の防犯協会に対する補助金を交付しておるという事業に

なっております。 

  それから２番目の「清掃工場の建設」ですけども、これはですね、中部圏の清掃体制、

廃棄物の処理体制の確立のために西ヶ谷の清掃工場の再整備を行っております。これ

に伴って、庵原郡の環境衛生組合については平成２０年の１０月３１日をもって解散、

そして清水にありました清水の清掃工場を平成２２年の２月に廃止をしております。 

  ３番目の「新エネルギー利用の調査検討」ですが、平成１９年度に静岡市の環境基本

計画の行動計画として、静岡市地球温暖化対策地域推進計画というものを策定をして

おります。 

  それから四つ目の「生活排水対策事業」につきましては、前回の審議会の中で下水道

建設課で説明があったかと思いますが、公共下水道ではなくて、合併処理浄化槽での

普及促進を図っていくという市の方針を決定をしたというところでございます。 

  また、次のページになりますが、合併処理浄化槽のですね、普及啓発のための補助金

の交付、それから、善福寺地区の農業集落排水処理施設の機能強化について取り組ん
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でいるというところでございます。 

  それから、五つ目の「公園の整備」になりますが、公園の整備のうち一つ目の神沢地

内の公園整備事業、これにつきましては、平成２０年の蒲原地域審議会の中で、本会

議の中でですね、要望しない事業ということで採択をされておりますので、整備は行

っていないというところになります。それから二つ目の、みその公園の整備事業です

が、御園駐在所跡地を公園として平成２０年度に整備をしております。それから、富

士川の緑地公園整備事業については、現在、整備に向けて基本構想の見直しをしてお

るというところであると伺っております。 

  次に六つ目の「上水道事業」につきましては、第１浄水場、それから第３浄水場の改

修、それから第１水系と第２水系の改良工事を実施をしております。そのほか、５番

目のところに書いてありますが、県道富士由比線の配水管の布設替事業について完了

をしているというところでございます。 

  それから７番目の「治山事業」に移ります。治山事業につきましては、平成１８年度

から１９年度にかけて、堰沢地区と神沢地区において谷止めﾎﾞｳを施工しております。 

  それから８番目、「河川改修事業」につきましては、油缶川の河川の整備事業を実施

したほかですね、谷津沢川についてはですね、河川の所有が日本軽金属の所有となっ

ているということで、寄附を受けてから今後事業を実施をしていく予定だということ

で伺っております。 

  それから最後になります、「公営住宅建替事業」については、新栄荘、大沢荘の補修

工事を行ったほか、教職員住宅ひかり荘、わかば荘、はるみ荘について、解体をして

廃止という形で事業を行っております。 

  以上、簡単ですが、生活環境の全分野について事業の推進状況について報告をさせて

いただきました。よろしくお願いします。 

会長   はい、ありがとうございました。 

  ただいま、事務局のほうから生活環境にかかわります事項の説明をしていただきまし

たけども、この件について一括した中で御質問を受けたいと思いますけども、よろし

いでしょうか。 

  吉川委員、どうぞ。 

吉川委員   吉川です。 

  大変失礼な質問なんですが、知識がないんでお聞きするんですけども、防犯まちづく
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り事業で庵原地区防犯協会に対する補助金を交付したと、交付すると防犯まちづくり

になるんですかという質問です。どうして、そこの脈絡がどうなるのか。済みません。

知識がないので申しわけございません。 

地域総務課課長補佐   平成１８年の１９年につきましては、平成２０年に由比町が

静岡市に合併をしております。それ以前には庵原地区の防犯協会っていうのがござい

まして、そこを中心に防犯活動をされていたということで、補助金を交付をしてその

防犯まちづくりの活動を推進をしていただいたというのが現状でございます。 

吉川委員   防犯活動っていうのはどういうことなんですか。これ、非常に難しい、

計測するのは非常に難しいことだとは思うんですが。防犯運動、防犯活動っていうの

は具体的にどういうことをやっておられるのか、ちょっと本当、申しわけないです、

２年間いながら知識がなくて。 

会長   ・・委員。 

・・委員   これ私もしっかり覚えていないのですが、合併した時期に安全会議ができ

まして、この防犯協会ですが、あらゆる防犯、交通安全等関する人々全部を集めて、

警察の方に入っていただいて、警察の二階で月一回安全会議を開催していた。色々な

ことをやってきましたが、皆さんご存知のように所々に看板を貼ったり、蒲原の町中

には、車で確認できる看板は、徹底的に車でバトロールし、取り付け取り外しを行い

駅前に置いてある自転車の盗難についても施錠を徹底させたり、そのようなことを安

全会議が行ってきました。その安全会議の中に旧庵原地区の防犯協会という組織が呑

み込まれていて今はもう防犯協会よりも安全会議という組織が蒲原の防犯、交通安全

を一切仕切っております。警察も協力的である。毎月第一月曜日、19時から警察の三

階で開催しており、どなたでも参加できます。毎月1回開催して100回目をむかえる。

年数的には、合併直後頃から始めたのではないのかなと思います。今は、蒲原の防犯

が中心となっている。 

地域総務課課長補佐   庵原地区の防犯協会っていうのは、今、日野委員がおっしゃ

られたとおり、由比町が静岡市の合併する前には庵原郡三町で組織していた組織で、

例えば地域安全推進委員だとかそういった人たちがですね、防犯については自分たち

の町は自分たちで守ろうというような目的のもとで組織されて独自に活動されていた

組織で、それに対して補助金も出させていただいていたというところでございます。 

吉川委員   ありがとうございます。 
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会長   はい。ほかにはございませんか。 

  杉浦委員、どうぞ。 

杉浦委員   杉浦です。そうしますと、現在はこの庵原地区防犯協会っていう協会は

存続しているんですか、消滅しているんですか。 

地域総務課課長補佐   先ほど申し上げたとおり、由比と富士川がそれぞれ静岡市、

富士市に合併をした後は解散をしてですね、それぞれ清水地区の防犯協会、それから

富士地区の防犯協会という形で分かれております。 

会長   はい、ありがとうございます。 

  はい。 

米倉委員   米倉です。 

  治山事業で、平成１８年、１９年度に堰沢地区及び神沢地区において谷止工事等を実

施したってありますけど、それから台風とか大雨等の異常気象時がありますけど、そ

れに対処するような地域はなかったですかね。 

地域総務課課長補佐   その後の、今回、台風１８号も非常に大きな台風でですね、

各地で被害があったわけですが、ここの整備をしたところにおいてですね、今回の台

風等の被害があったということは伺っておりません。 

米倉委員   そうですか。実際、先ほどありましたけど、静岡市の非農用地、あそこ

も崩れて、材木ですね、それと土砂を大分運んでいるようですが、あと、農免道路も

通行どめになったところ、開通されていますが、実は私の神沢の一番奥のほうは全く

今、手がついておりません。今、この１１月中旬までにキビの実は貯蔵をするんです

ね。それで後、３月とか４月に出荷するんですけど、まずその収穫ができないのと、

あと、１２月になりますとミカン収穫があります。それができない農家がありますの

で、できましたら早目の対処をお願いしたいと思います。結構広いようで、先ほど農

免はｲｯｺｳさん、そして畑総はﾂﾎﾞｲﾁさんがやっていますけども、ﾂﾎﾞｲﾁさんの社長も見

にいったけど、「ちょっと、米倉さん、あそこひどいね」っていうことで、奥に行け

なかったと、入口のほうだけであれですけど、神沢農道の一番奥のほうです。終点か

ら４００メートルぐらいの時点ですかね。谷から崩れて、あと、それが道路をふさい

でまして、あとは、歩く農道がまた奥のほうへ続いておりますが、その歩く農道もつ

ぶれております。両方ダブルパンチで奥には行けないような状態ですので、その点、

早目の対処をお願いしたいなと、神沢地区としてはそう思っております。 
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  恐らく話はいっているかと、優先順位があるかと思うのですが・・・ 

地域総務課課長補佐   それはもう。これについては、こちらのほうからもう一度、

担当課のほうへ確認しておきます。 

会長   では、そういうことで直近の要望があったということで、担当部署に対して

要請をお願いしたいと思います。 

  ほかにございませんか。 

  日野委員。 

日野委員   この公営住宅の建てかえの件なんですけれども、いまだに蒲原病院の医

師住宅がそのまま残っているんですよね。それで、県の校長住宅はもう更地になって

いるんですよね。結構早目にしてくださったです。だけど、医師住宅が残っているの

がどうにもいつごろの工事をする予定なのかなっていうことを伺いたいと思っていま

す。 

地域総務課課長補佐   済みません。ちょっと把握をしていませんので、後日の回答

にさせていただいてよろしいでしょうか。 

日野委員   はい。 

会長   ほかにございませんでしょうか。 

地域総務課主任主事   ただいまの日野委員の御質問で、次回また回答することとす

るんですが、実は持ち物は市ではない可能性もあるんですね。そうしますと、手つか

ずのままということというか。 

日野委員   蒲原病院そのものが共立だったから、あそこもそうなのかなというふう

にはちらっとは思ってはいたんですけど、やはり入れないようにしてはありますけれ

ども、とっても不用心なんじゃないかなって、開けてみたら死体があったみたいなっ

ても嫌だなっていうふうなのがすごくあるもんですからね、伺いたかったです。 

地域総務課主任主事   では、それも含めまして確認してみます。 

日野委員   はい、お願いします。 

委員     地元にありますんでね、前に確認したところ、何か等、補助金をもらっ

て建てているんで、ある年度以前に解体すると補助金をみんな返さないといけないん

で、その期間切れまで待っているんだというような回答をいただいたことがございま

す。これはもう不確かですけれども。 

会長   他には何かございませんか。なければ私から一点、内部検討中というのがで
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すね、三項目あろうかと思うのですが、下水道の関係の失礼しました、上水道の内部

検討というのがあると思うんですけど、この検討については、いつの日か何らかの進

捗の情報というか報告説明はして頂けるでしょうか。 

地域総務課主任主事  地域総務課柴川です。第三回目のですね資料の中に合併建設建

設計画における着手内部検討中事業、現況一覧というのがございます。Ａ４の裏表な

んですけども、こちらがですね、合併建設計画全てのものについて、一応当局に、担

当課に聞いて一覧にしたものでございます。今、会長がおっしゃった上下水道につい

ては、３７、３８番、建設計画の番号になろうかと思いますが、読み上げてよろしい

ですか、これを。 

会長   はい。 

地域総務課主任主事   第１水系配水池改良工事、これについてはですね、第１水系

配水池については、現在、３池により運用されていると。 

会長    柴川さん、ちょっと待ってください。皆さん、資料が 

地域総務課主任主事   ごめんなさい。済みません。先ほど志田のほうから説明した

資料にも同じようなものが書かれていますので、はい。 

  ３７番についてはですね、２６年度の第１浄水場更新工事完了後は、老朽化したＲＣ

配水池１池を廃止するということになっています。 

  第２水系については、２７年度以降の整備に反映させていくということでありますが、

これは、要するに今のものを継続していく形ですね。そういった形ということで回答

をいただいております。 

  以上です。 

会長   そうしますとね、内部検討中ということよりは、推進中ということにはなら

ないですかね。 

地域総務課主任主事  そうなんですね。ちょっと資料が手元にないんですけども、恐

らく最初は全く別の考え方でつくろうとしていたのじゃないでしょうか。それを現存

のものを改良していきながら使っていくと、現状を踏まえてこれはこういう結果で進

めていっているということではないかと思います。 

  以上です。 

会長   そうしますと、今回の生活環境の中においてはですね、内部検討中っていう

のは、２９の公共下水道整備事業ですか、これは市のほうの見解は示されているわけ
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ですね。ただし、地域住民への説明会を持って、これが覆るっていうことはないんで

すね。市の決定ですからね。 

地域総務課主任主事   下水道については、恐らくこの表でいきますと、今後は推進

中っていう形になると思いますね。補助金等を出していくということでありますので。 

会長   はい、どうぞ。 

  日野委員。 

日野委員   そうしますと、結局、先ほどのお話の中に、「新規の水田を確保する必

要がない」という言葉がありましたから、この内部検討中になっているけれども、こ

れはもう終わりですよね。４０番です。 

地域総務課課長補佐   ４０番のですね、新規水源の確保対策事業については、今、

日野委員言われたように、新規水源の確保の必要は現時点でなくなったということで

すので、今後は完了というんですか、未着手っていうんですかね、どちらかになるよ

うな形になるかと思います。 

会長   そうしますと、あとの３７番、３８番ですか、この内部検討中というのも一

つは推進中ということになるということでよろしいですね。そうしますと、ほぼ、こ

の生活環境の部分の項目についても、今、皆さんで審議していただきましたけれども、

完了もしくは推進中というので、未着手は審議完了ですので、この生活環境というカ

テゴリーについては、当歳事業の中においては一応完結をしたということで捉えて、

皆さん、よろしゅうございますか。 

（「はい」と言う者あり） 

会長   はい、ありがとうございます。 

  それでは、事務局のほうにも申し上げますけれども、生活環境につきましては、本審

議会においては審議完了ということで。ただし、先ほど私申しあげましたとおり、公

共下水道についてはですね、この後、市の決定がされて住民説明もされると、またい

ろんな意見が出ようかと思いますので、また、そのことを踏まえて次世代につなげて

いくような申し入れといいますか、そんなことをさせていただく機会があろうかと思

いますので、その辺、よろしくお願いしたいと思います。 

  そんなことで、皆さん、よろしゅうございますでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

会長   はい、ありがとうございます。 
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  以上をもちまして、生活環境分野の取りまとめについて終了とさせていただきたいと

思います 

  それでは、次の議事の（３）その他に移ります。 

  まず、事務局より何かございますでしょうか。 

地域総務課主任主事   地域総務課、柴川です。 

  次回の第５回について提案させていただきます。１２月の１７日、水曜日、皆さんの

御都合よろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

会長   私、冒頭申し上げましたようにね、午前中より午後の２時ごろにいかがでし

ょうか。 

地域総務課主事   よろしいですか。 

会長   では、1７日の水曜日、１４時から。 

  また、その間、用事ができればですね、事務局のほうに申し出ていただいて、 過 半

数割るようなら、また皆様に御連絡を差し上げたいと思います。 

  それでは再度、皆さんにお伺いをさせていただきたいと思います。 

  全般的に何か御意見はございませんでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

会長   はい、ありがとうございます。 

  事務局のほうもよろしゅうございますか。 

  御苦労さまでした。ありがとうございます。 

  特にないようですので、本日の議事はこれで終了とさせていただきます。 

  本日の会議録の署名人は、杉浦さん、よろしくお願いをいたします。 

  以上をもちまして、第５期第４回静岡市蒲原地域審議会を閉会といたします。 

  どうも皆さん、御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

 

 

（午後  時 分 閉会） 
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会  長 

署名委員 


