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第５期第10回静岡市蒲原地域審議会会議録 

 

１ 日  時  平成２７年１１月１３日（木） １４時００分～ 

 

２ 場  所  清水区役所蒲原支所２階Ａ・Ｂ会議室 

 

３ 出 席 者  （委  員）望月会長、坂本委員、志田委員、杉浦委員、服部委員、 

日野委員、緑川委員、吉川委員、米倉委員 

        （事 務 局）行政管理課：長谷川主査 

清水区役所地域総務課：髙木参与兼課長、望月主査 

蒲原支所：石川支所長、磯部課長補佐兼係長 

 

４ 議  事 

 （１）静岡市蒲原地域審議会報告書（案）の内容確認等 

 （２）その他 
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地域総務課主査   本日は、お忙しい中、御出席いただきありがとうございます。定

刻になりましたので、第５期第10回静岡市蒲原地域審議会を始めさせていただきます。 

  進行を務めさせていただきます清水区地域総務課の望月です。よろしくお願いします。 

  初めに御報告いたします。本日は大石委員からの欠席の御連絡がありました。服部委

員と杉浦委員につきましては、遅れて御出席される旨、連絡を受けております。 

また、地域審議会の設置に関する協議書第７条第３項に、審議会は委員の半数以上

が出席しなければ会議を開くことができないと規定されております。本日の出席者は

ただいま７名ということで過半数を超えておりますので、会議は成立することを御報

告いたします。なお、この審議会は、地域審議会の設置に関する協議書第７条第５項

の規定に基づきまして原則公開となっておりますので、御承知おきください。 

  それでは、初めに、資料の確認をお願いいたします。 

  本日配付いたしました資料は、次第のみとなります。お手元にありますでしょうか。

議事においては前回の審議会で配付させていただきました静岡市蒲原地域審議会報告

書（案）が必要となりますので、それもお手元において御活用ください。 

  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。会長、よろしくお

願いいたします。 

会長   皆さん、どうも御苦労さまです。 

  審議会も余すところあと２回となりました。前回から、皆様にも御案内しております

ように、今回と来月の２回において、皆様のお手元に配付させていただいております

報告書を完成させるというスケジュールでいきたいと思います。１月に入りまして最

終的には市長に報告書を提出することになっております。１月21日の10時で市長のア

ポイントが取れておりますので、皆様にはぜひ御出席をお願いしたいと思います。 

  12月には、ある程度いろいろなものをまとめて皆さんに御提示した後、皆さんの御了

解をいただき清書をして１月に備えるというようなスケジュールで参りたいと思いま

す。 

  今日も限られた時間ではありますが、皆さんの忌憚のない御意見を頂戴しまして、報

告書のまとめに入らせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

地域総務課主査   ありがとうございました。 

  それでは、議事進行につきましては、望月会長にお願いいたします。よろしくお願い

いたします。 
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会長   それでは次第に従いまして審議を進めさせていただきます。毎回皆さんにお

願いをしておりますように、会議録作成のため、発言の際にはお手元のマイクのボタ

ンを押していただいて、お名前を述べられた後に御意見を述べていただくようお願い

いたします。 

  本日のまとめですが、前回、皆さんに報告書案を配付させていただきました。これを

一読していただいた後、御意見を頂戴しますのでよろしくお願いしますというお願い

をしたかと思います。この後、それに従って進めさせていただくわけですが、実は私

が報告書案を一読させていただいた中で、私なりに問題点というかそんなところを抽

出した資料を作成しました。皆さんのお手元に行っていますでしょうか。望月私案と

書いたものですが、これに従って、「はじめに」があって、報告書の１ページの「は

じめに」その中でつけ加えさせていただいて、私なりに問題とするようなところは削

除させて添削させてもらったというようなことで進めさせていただくか、もしくは皆

さんが今、お持ちのいろいろな御私案があれば、先にそれを述べていただいて進める

か、どちらがよろしいかと思いまして、皆さんにお諮りをしたいと思っていますけど

いかがでしょうか。皆さん、御用意はしてきていただけますでしょうか。 

吉川委員   私はどちらでもよろしいです。皆さんの意見に従いますので。 

坂本委員   望月会長の案を基に進めさせていただくと、混乱がなくてわかりやすい

かもしれません。これで行かせていただきたいと思いますけれども、いかがですか。 

会長   よろしゅうございますか。じゃあ、これで進めさせていただいて、その都度

皆さんにお諮りしてまいりますので、そんな形でやらせていただきたいと思います。 

  それでは、私案の１ページ目、「はじめに」というところなんですが、網掛けになっ

ているところ「この報告書は合併の理念を踏まえ」というところがございますね。こ

の中の一部を網掛けの部分をつけ加えさせていただいたということで。「なお、静岡

市・蒲原町合併建設計画に基づいた事業の成果評価方法は、当初目指した事業目的に

対し、現在の達成程度を判断することとしました。しかし、定量的尺度を見出せない

事業が多く、審議委員の主観で判断せざるを得なかったことを申し加えさせていただ

きます」ということでつづっております。 

  いろいろ審議していただきましたが、同じ目線でいろいろな評価をするという事業が

なかなか難しくて、10年においてその都度の委員さんたちの主観というんですか、そ

んなところでまとめていく作業ということでやってきたというところはぬぐえないか
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なというところをここに示しています。 

吉川委員   例えば、１例を挙げると、例の蒲原城跡あるいは狼煙場、あそこに年間、

訪れる方は何人かというのは、道にカウンターがよくありますよね。そういうものを

設置して目標が年間５万人だと、それに対して10年たったけど１万人しか来なかった。

これは評価としてあり得ないんじゃないか。あるいは５万人の目標に対して10万人来

たと、これはすごい成果が出たというような尺度がないというそういうような意味な

んですか。 

会長   そうですね。 

吉川委員   なるほど。 

会長   ですから、６分野74項目の建設計画にあるものが全て同じ主観で同じような

ことで判断していく。建物でいえば、こういう計画をしました、完成しました、これ

は100点だと思うんですね。ですが、中にある事業は、年間をかけてずっとやっていく

事業であって、推進中ということで事業費の補助がこれだけ出ています。じゃあこれ

は何点なのかという定量的な尺度でなかなか物事を見られなかったという、そうする

とその判断は私たちが、「ああ、こりゃあよかったね、これはまあまあだね」とか、

「これはもうちょっとだね」というようなことの判断しかでき得なかったんじゃない

かなと。じゃあ74項目を全てひも解いてみて100点を与えられるのは何点あるんだとい

うふうに、そういうことで判断はなかなかしにくかったということを私は申し上げた

いと思っております。 

  この後も、そういうものが次から出てくるわけですけが、「はじめに」というところ

は、私なりにこんなとこで取りまとめさせてもらいました。よろしゅうございますか、

こんなところで。 

吉川委員   私は、結構です。わかりました。 

会長   では、次に２ページ目。事務局でまとめていただいた年表については、何ら

漏れるところ、私どもわからないところもありますし、指摘ができないところが多い

ので、この19ページまではこのままでよろしゅうございますか。 

出席委員   （出席委員全員より「はい」の発言） 

会長   ありがとうございます。 

では次に、合併の成果についてというところに入らせていただきます。ここからが本

題になっていこうかと思いますが、私なりに見ていたように、合併の成果についてと
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いうことで下の作表は、これは事実でございますので何ら問題ないかと思います。 

  文中の「特に」というところを、実は私なりにちょっと割愛、削除させていただき、

その部分については、次のところで申し述べていただくというようにしたんです。

「特に、財政負担を要する公共下水道や道路設備になどの大規模なハード事業につい

ては、合併によって得られた財政面での特別処置をはじめとする新市の財政力によら

なければなし得なかったことであり、合併の大きな成果だといえます」というところ

です。 

日野委員   特に、公共下水道は何もなし得てないわけですから、結果として公共下

水道はペケになったわけですよね。ですから、これは削除する必要があるので、この

辺は全部、削除するということでよろしいのではないかなと思います。 

米倉委員   蒲原の中でも観山のほうは結構、合併して直ぐに道路整備がされており

ますけれど、今、日野委員も言われたとおり公共下水道についてはないということな

ので、道路整備はされますけど、なしとしてもよろしいかなとは思います。だけど道

路は直してくれたんですよね。早目にやってくれたことは確かです。 

吉川委員   74事業のうち75.6％に当たる56事業が云々と。これが相対的に高水準な

実施率というのは何をして高水準なんですか。僕はどれが高水準か低水準か、普通な

のかというのがわからないんです。一般的にこういう行政面で事務局の方々がごらん

になって、この75.6％というのは、平均から見ると高水準なんだよと。一般的にはこ

ういうのは大体40％くらいが普通なんだからとか、何かそういう根拠があるんですか。 

会長   私なりの尺度で話を申し上げてもいけませんので、この75.6％ということの

評価というんですか、これを端的に数字として下の進捗状況ということになるかと思

いますので、そういう御判断じゃないかなと思うんですが、事務局はいかがでしょう。 

地域総務課主査   一般的に私たちもイベントなどを実施する際、参加者の満足度を

アンケート調査によって判断しており、一律80％以上で満足度が高かったという評価

をしています。10人中８人の方が満足していると言えば、一般的には、概ね評価を受

けた事業としてよいのではないかというところであります。 

  推進中及び完了事業は75.6％、56事業。それ以外の二十数％部分の事業は、この10年

間では、実施できない状況や取り組めなかったものとなります。まずは、やれるもの

から取りかかるというのが行政のスタンスでありまして、やれる限り、取り組めるこ

とは取り組んだというのが事実です。内容の大きさではなくて、その質がよかれ悪か
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れでいろいろ皆様に御指摘いただいているところではありますが、とにかく10年間の

成果として、この数字が出ておりますので、確かに高水準といいますと目安になる基

準はございません。ちょっと過大評価過ぎるといえばそうなりますが、じゃあこれが

四十何％とか三十何％といえば、一般的にそれは低いというとらえ方をされると思い

ますが、いかがでしょうか。旧蒲原町で当初この合併建設計画が策定され、それを少

なくとも75％は取り組んでそれなりの成果が出ているということは、低いという数字

ではないのではないかと事務局的には思います。確かに表現としては、高水準という

のは手直しをしたほうがよろしいかなと思います。 

地域総務課長   ここは高いとか低いとかではなくて、事実を述べさせていただくと

いう形にさせていただいて、75.6％の実施率であったというような表現に変えていき

たいと思います。 

会長   ありがとうございます。皆さん、よろしゅうございますか。 

それと、21ページから22、23、25、それからずっと行きまして行財政のページ35ペ

ージまで、これについては個々のカテゴリーといいますか６分野の中の１つずつをど

んなふうに進捗してきてどんなふうに今あるというようなことを列記していただいて

おります。非常によくまとまっているということで、私としてはこの作表、35ページ

までは何ら手をつけるところはないと思いますが、皆さんで35ページまでの中で何か

問題なところといいますか御指摘のところがあれば、21から35ページまででお受けし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

米倉委員   30ページの農業公園等の整備というところがありますが、その事業推進

状況の下、蒲原畑総区域内農業公園等の整備ということで、県営畑総の創設非農用地

を活用し、蒲原地区の農業振興及び担い手の育成を図るため、平成26年度より農業公

園整備工事を着手とあります。もう実際はできていますので、アグリチャレンジパー

ク蒲原の完成と新規就農者向け貸し出し地等の事業が開始されているということを書

いてもいいのではないかと思いました。 

会長   事務局のほういかがですか。よろしゅうございますか。 

米倉委員   よろしくお願いいたします。 

吉川委員   生活環境のところで、25ページです。公共下水道整備工事のところで、

会長案にもこれは書かれているわけですが、「今後の状況によっては再検討の要望が

出る可能性も排除できないが、審議会としての結論は私案を踏襲せざるを得なかっ
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た」この「せざるを得なかった」というのは、非常にいい文章じゃないかなと思うん

です。最初の案は、「こうした意見等を踏まえ」というのはアンケート調査を行った

意見等を踏まえてということなんですね。これイコール市民の大多数の意見かどうか

というのを査定するには、推計学に基づいていろいろな調査をしたかと、決してそう

はしてないわけですよ。要するに世論調査みたいなものはしてないわけですね。集ま

った方たちだけの意見で、集まった方たちの意見が代表するというようなやり方のア

ンケートなわけですね。だから本当にこれは少数意見なのか、大多数の意見なのかわ

からんわけですよ、このアンケートというやつは。したという事実はあるんですが。

だからこれを踏まえて汚水処理については、微妙なこの「せざるを得なかった」とい

うほうが私はよかったと思っています。 

会長   ありがとうございます。まさにアンケートがそういう方向に向いたと、アン

ケートはいつまでとってもアンケートでしかないわけで、方向性を見出すと、決定で

はありませんので。当然ながら、最後まで公共下水道ということをいまだにおっしゃ

る方もいますし、長い目で見ていくと合併浄化槽、人工的な問題等々も勘案すればと

いうところもあります。 

  結果的には、やはりその判断が住民全ての気持ちがということではなかったのではな

いかというようなところを思い図って「せざるを得なかった」というような表現にさ

せてもらいました。ちょっと微妙ですが。ですが、今の時点においては、市の方針は

決定したわけなので、進んでいくとは思います。ですから、私なりの気持ちをちょっ

と書かせていただきこんな表現になったわけです。 

吉川委員   今の上水道事業というのは、これは非常にいいですよね。こういうのは

果たして蒲原市民はどのくらい知っているのかなあ、ちゃんとできたんだぞという。

できないものは結構広まりますが、できたものって意外と広まらないですよね。 

  例えば、ここの複合センター、これの利用度なんていうのは、すばらしく利用度が高

いわけですよ。こっちも行政窓口がいろいろあってやりやすいわけですよね、蒲原市

民にとっては。そういうものって当たり前になっちゃっていますね、我々の生活が。

すばらしいことはすばらしいことでちゃんとアピールするという方法はないんでしょ

うかね。これは、今日の議題とか関係ないですけど、参考までに。 

会長   ありがとうございます。全てにおいて、当初、吉川委員が言ったようにカウ

ントして、その達成度といったものが数字で端的にあらわせられるものはいいかと思
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いますが、それっていうのはやはり限りがあると思います。利用度といいますとやっ

ぱり尺度的には人と人との判断ですので、ちょっと難しいところがあろうかと思いま

すね。 

杉浦委員   生活環境の一番下の清掃工場の建設、それから上下水道事業、下水道は

私どもの思っていたようには行われていないので、上水道は満点かもしれませんが、

下水道は満点ではございません。「下」を抜いていただければ助かります。そうじゃ

ないと、その上の文章と整合性が取れません。以上です。 

会長   ありがとうございます。 

日野委員   今、吉川委員がおっしゃったように、いいことって結構わからないです

よね。合併したことで結局、上水道がすごく整備されて、これは蒲原にとってはとて

もいいことだったんですが、結構、皆、これはわかってなくて値上げしたことだけ文

句言っているみたいなそういう状況ですね。だから、例えば、口コミで伝えていくし

かないのかなと思って、そういうふうに言う方には「でもね、合併しなかったらもっ

とひどかったわよ」とかって、そういうふうなことでぽちぽち言っていくしか方法が

ないのかというふうに思っています。 

会長   そして報告書の21から24ページを、それぞれまとめた分野別の評価というと

ころを書かせていただいたということ。ここでは、やはり評価も必要かと思ってその

ように書かせていただきました。ですから、健康福祉のところで、一番最後の「以上、

本分野は、評価に値する」ということで締めくくりさせていただいているんですね。 

  あと、子育て支援それから知的障害者自立支援、保健福祉センター整備、介護予防施

設の充実、こんなところも現在は推進されているわけですし、完成されているものも

あるわけですが、そんなところで見ていただきたいと思います。 

  文化学習については、図書館の機能とか、市と一緒になることによって増冊されたよ

うですし、非常に評価が高いということです。その部分については、活用が図られて

いるということで、他方というのはその次ですが、蒲原城跡遊歩道の事業整備が推進

中といっていますけれども、維持管理がまだ不十分のところがあるので、今後、課題

ですよということで締めくくらせていただきました。 

  健康・福祉、文化学習というのは、こんなところでよろしゅうございますか。 

吉川委員   これでいかざるを得ないと思いますが、健康・福祉のところですけれど、

私ね、これずっと読んでいまして、一例を挙げると知的障害者のところの目的は、知
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的障害者の生活の質の向上と社会的自立を支援するというのが目的になっております

ね。方法論とすると、こういう法人にここが事業運営しておりということで、市の財

産ですね、市有財産を無償で貸し付けて事業を支援している。この支援が、目的の知

的障害者の生活の向上と社会的自立を支援しているのはわかるんですが、質的向上と

か社会的自立が10年たってどうなったんでしょうかというのは、僕は全然わからない

んですよ。 

日野委員   向上をするものではないんですよ、言ってみれば。ただ、この無償で貸

し付けをして支援をしなければ、この知的障害者の自立ということができないという

ことになるので、これは市で支援をしてくださっているということでもいいような気

がします。 

吉川委員   そうですか。すみません、私は、市有財産を無償で貸し付けて、今、運

営されている社会福祉法人ですか、この方が運営を図って、この運営は知的障害者の

生活の質の向上と社会的自立をやろうとしてこの運営をなさっているわけですよね。

そうすると、果たしてこの貸与していることだけで法人がやろうとしていることの支

援の１つではあるだろうけども、本当の目的がこれだけで対応できるのかどうか、例

えば、こういう方たちをバックアップするための人材の確保ですとかそういうところ

までやらなくていいのかなと、例えばですよ。文言だけを読むと、そういうところま

で想像がどんどん行ってしまう。この間の畑総の件もそうですけど、「区画整理した

だけじゃあだめでしょう、品種改良というところまで研究開発費をもっと投入してや

っていかないと本物にならないんじゃないですか。国際社会に対応できるって、とん

でもない話じゃないですか」なんて、こんな無謀な発言をしてしまうんですが、そう

いうようなところまで深く考えてやらないと、と思ったんです。そんな必要はないと

いうことであればいいんですけど。 

日野委員   必要がないということではなくて、この場所が例えば、これすらこの法

人とか何かがどこかから借りてやらなければならないということになると、すごく経

済的な面で大変でできなくなってきてしまうということがあると思うので、この無償

でその場所を使えるということは、すごくこの方たちにとってはいいことであり、一

応いろいろな支援もされていて、子供たちもできる子は軽作業をするとかそういうこ

とで支援はされていると思います。そういう意味だと思います。 

  それからあとは、本当におうちで過ごせない人がひだまりというところに生活をして
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いて皆さんが見てくださっているわけですが、それも全くの民営だったらとても厳し

い状態になってしまうので、それは市が支援してくださらないと大変なんじゃないか

なと思っているんです。 

  あの方たちがより向上して何をするということは、失礼な言い方をすればちょっと難

しい部分がありますよね。ですから、現状を維持するということ、少しでも社会との

つながりの中で生きるということをさせてあげるという、それでもう十分な支援なん

じゃないかなというふうに思います。 

吉川委員  なるほど、よくわかりました、ありがとうございます。 

会長   次に移らせていただきます。産業経済については、29ページの「支援につい

ては当地域及び近隣地域に大型商業施設が続々と開業され、中小企業は苦境に立たさ

れている。そのような中、現在、推進中の支援事業、さらには集客活性化事業の推進

を願うものです」ということで、ちょっと評価をさせてもらったわけですが、大型店

ができて、やはり小さな商店は苦境に立たされている。そして、今、推進中というこ

とでそれに対する事業費、それとあとは集客、宿場祭りの費用とかそういったものも

援助していただいているんですが、これがだんだん下がってきているというところも

無視できないものですから、これからも継続して推進していってくださいよというこ

とをここに入れさせていただきました。 

  それともう一点は、土地改良事業、林道整備事業は検討終了したと。農業公園の整備

は、今年の夏に終わりましたよと、今後一層、その施設が有効に活用されることを期

待していますということで締めくくりをさせていただきました。こんなところで、米

倉委員いかがですか。 

米倉委員   土地改良と林道は整理されて、検討は終了していますので、それでよい

かと思います。 

会長   ありがとうございます。 

日野委員   宿場まつりの支援が減っているんですが、まつりの目的がなんなのかは

っきりしていないのではないでしょうか。本当に市で、この集客だとか活性化という

ことを考えて補助を出してくださっているのであれば、一日だけではなくて、いかに

して継続して蒲原を訪ねてくれるかという、そちらにスライドして考えていかないと、

多分この補助金というのはだんだん下がってくる可能性がとても強いわけですし、そ

れじゃあできないからやめてしまおうかっていうことになってくるということになる
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と何か残念な気がするので、この活性化支援というのは、市はどのように考えてやっ

てくださっているんでしょうね。本当に皆、ただで食べられるものをいっぱい食べて

帰っちゃって、もうそれで終わりみたいな、何か本当にこれが蒲原のためになってい

るのかなって気がするんです。その辺が今回この目的の言葉、私はうまく言えません

けれども、本当にこれで活性化を狙って市がやってくださっているのかってなると、

どんなもんなのかと思います。 

会長   ありがとうございます。私なりに考えてみますと、やはり行政に全ておんぶ

にだっこというか、私は１つの評価の中において由比のいろいろな事業というのをち

ょっと頭の中に入れさせてもらったんです。それは由比のＮＰＯがあって、そこが活

発に広重美術館の施設運営や、それからあの通りでいろいろなイベントをされる。そ

れと由比漁港という漁港を持っていますから、あそこでいろいろなことをやる。それ

とか朝市とか。ですから、やはり行政だけに任すということではなくて、やはり商工

者も、自治会とか地域も巻き込んでいろいろなことというのは自分たちでもやっぱり

やっていかなきゃいけないことかなと思っているんです。 

  そこで、その事業費が右肩下がりでいくか上げられるかというのが、その辺り私はか

かっているんじゃないかなというふうに理解しているんですけど。 

  ４期のときにも商工会にお願いをしたこともあるんですけれど、もう今は手いっぱい

ですと。手いっぱいというのはどういう表現かといったら、自分たちの商売で手いっ

ぱいで、そういうことをなかなかしにくいというような表現じゃなかったかなと思い

ます。だから行政にだけにおんぶにだっこじゃなくて自分たちもやっぱり能動的に動

かないといけないですよね。 

緑川委員   前蒲原支所長のときに、まちの活性化ということでプロジェクトを組み

まして、蒲原と由比それぞれでチームをつくりまして、どうやってまちを活性化しよ

うかというお話が出たときに、由比は商工会だとか商売の方がえらく熱心で、この祭

りを増やそうとか、これをもっと広げようやというお話。蒲原はそういう話は一切、

出なくて、空き家を利用していわゆるお年寄りの集まるサロン、昼間は学校が終わっ

た子供たちが集まって、夜はお年寄りを集めて、お年寄りが病気にならないようなそ

ういうサロン活動をやろうと、もう全く傾向が違っていましたね。同じまちの活性化

ということでプロジェクトを組んで取り組む。だから蒲原というところは、多分、そ

ういう商工会がものすごく忙しいんでしょうね。 
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杉浦委員   私のこと言っているんですか。 

緑川委員   いや、代表されて。なかなかそこまで出てこられない方が多いような気

がするんですけど、いかがですか。 

杉浦委員   商工会を代表しまして。由比と蒲原の比較をされましたけれど、やはり

地域で考え方はかなり違うと思います。どちらかといいますと、由比のほうが商業の

町という感じですかね。蒲原のほうが製造業の町という感じにとれます。 

  それで、商工会が忙しいとか忙しくないとかという問題ではなくて、例えばそういう

プロジェクトを立ち上げたときに、私は今、初めて聞いたんですが、そのプロジェク

トを立ち上げたというのを商工会まで告知されていないのか、したけれどもわからな

かったのかはわかりませんが、その伝達の方法がうまくいかなかったと思います。 

  それから、宿場祭り＆産業フェアという形で蒲原の一大イベントにしていこうという

ことで、当時は別々に宿場祭りと産業フェアとをやっていたんですが、せっかく由緒

ある街道があるんだからそこを利用して何とかこの蒲原地区の活性化につながるよう

なイベントができないかということで、10年前から現在の宿場祭りと産業フェアが合

体した形で行われるようになりました。 

  補助金は、確かに10％くらいずつ下がっているのかな。財政等の事情でこれはやむを

得ないかもしれませんけども、できる限り緩やかに、できれば右肩を上げていただけ

れば助かると思っております。 

  それと、さっき日野委員がおっしゃった一日だけのお祭りだけに終わらすことなく継

続的に他の地区にも知らしめていって蒲原に来ていただくかという事業なんですけれ

ども、これはなかなか難しいんです。 

  実は先般、静岡新聞に東海道は57宿あるそうですが、そのうちで蒲原が５位だったと。

これは草津市と教育委員会がアンケートをとって公表した結果ですが、他県の方が判

断してくれたわけですから、ここでアンケートをとって出た結果じゃないもんですか

ら、なかなか尊重されるアンケートかなと思いました。じゃあ何がその蒲原地区が５

位という、当然、県内では１位だったわけです。その中身を聞きますと、１つには余

り観光地化されてない旧東海道、このよさがあったと。だから新しい建物と古い由緒

ある建物が混在していてそのバランスが非常によかった。それともう一つは、住んで

いる方、地域住民の方々の対応が非常によかった。おもてなしという言葉が世の中を

賑わせましたけれども、そのおもてなしの心が知らず知らずのうちに蒲原で、他から
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来られた方を受け入れてくれる人が親切にしていただいたということがおもてなしの

心につながったのかなと、こういうような状況でした。 

  ですから、これも何をどうしたらうまくいくかって、なかなか難しいとは思うんです

が、一日だけにせよ、こういう他の地域に情報を発信するような事業をしていかない

となかなか難しいかな。地道な努力が必要かなと思っております。以上です。 

会長   先ほど、私、由比のお話を申し上げましたけれども、ふれあい由比というＮ

ＰＯがございまして、その人たちがいろいろな意味で宿場祭りは一日しかないんです

が蒲原は。道路を使ってフリーマーケットをやったりいろいろなことをされていると

いうこと。そうすると今、蒲原にはそういう組織がありませんので、商工会それから

自治会というところに委ねるしかないかなというふうに思っております。 

  もう一つ、杉浦委員が自己分析された製造の町というんですか、向こうは商人の町と、

そういうところって非常にいい判断の仕方だと私は思っているところです。そんなと

ころで、これから活性していくように。 

吉川委員   難しいですよね。お祭りを100年やったら、その産業が発達するかって、

そういうもんでもないし、やらなきゃ知名度は落ちるばっかりだしというところで非

常に難しいところはよくわかります。 

  林道整備事業も、これは林業の生産基盤を整備するために林道を整備するわけですね。

これ、平成18年に善福寺線が完了したんですかね。それによって林業の生産がどうな

ったんでしょうか。すみません、いつもこんな類の質問ばっかりで、林業の生産性と

いうのは何が基準になって、材木の出荷する石高が生産性のバロメーターなんでしょ

うか。 

地域総務課長   基本的に生産、木を育てて出荷して、それが幾らになったという感

じだと思いますが、林業はこの作業性が一番生産性に結びつく事業であり、同じ木を

出すのに林道を整備してより近くへ大型の車が入れて、あるいは機械なんかが林の中

に入っていて木を出しやすいという状況がつくられることでより短時間で作業が終え、

要は人工が少ない中で一定の木材が出荷できるということが生産性が高くなったと言

っていいかと思います。 

吉川委員   それはバロメーターとして、一定の期間としてということですか。 

地域総務課長   申しわけありませんが、ここの木がどれくらい出荷をされているか

というデータを持っていませんので答えられませんが、林道は今までにない道を作っ
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ていますので、下草刈りであるとか間引き、このようなものが非常に作業性がよくな

っているということで評価されるという感じがします。 

米倉委員   今、吉川さんが言った森林、整備されているんですかという点ですけど、

山を見ている限り、私、農家として林業、出荷されてないと思います。畑総でやった

ときに、土地は売りますけど地上物件についてはそれぞれ個人、農家が売っていいよ

ということで、当然、道路も整備されてきましたので、いわゆる出しにかかるんです

よ。山にある材木を道路にまた出すまでに出しにかかってしまう。そうすると負担が

大きいんです。蒲原町全体では林業では成り立ってないと思います。 

  ただ、合併するに当たって小金と堰沢は国有林というのを売却しました。残っている

のが神沢山林委員会というのをつくって保全事業をし、これも市から助成金をもらっ

たりして今も運営され、整備、伐採、間伐をかけてやっております。一応、蒲原では

そんなところだと思います、林業でいうと。 

会長   都市基盤については、道路案件でいいますと、蛭沢通線もまだ途中までだと

かなかなか一長一短に審議会だけでできるような問題ばかりではなかったわけですけ

が、中には道路ができて評価に値するという事案もあったよということで一定の評価

はするという締めくくりをさせていただきました。 

  あと、「ただし」から後ろは、道路整備というのは防災面とも結びつきが強く、特に

橋梁それから樋門整備は、今後、積極的に取り組んでいただきたいというところです。

樋門というのは何かというと、富士川のところにかかっているもので、それは入って

くるものも防ぐ、今度は出ていくものを出すというようなところを樋門ていうような

んですけども、日の出町地区の人たちにしてみると、その樋門が自動的に閉まるもの、

ボタン１つで閉まるところもあるし、手でやらなきゃできないところもある。それが

本当に作動するかどうかということを今の時点においては確認できませんが、今後、

課題として取り組んでくださいよということで締めくくらせていただきました。 

  次は、歴史の回廊かんばら整備事業です。「政令市静岡市の東の玄関として位置づけ

を結ぶことでもあり、今後、推進に期待する」と、ちょっと大くくりで評価せざるを

得なかったかなと思いました。それから、ＪＲ蒲原駅と新蒲原駅整備の研究調査につ

いては、特に新蒲原駅は、庵原高校が統合で学校がなくなってしまったということで

乗降数が相当数、庵原高校に頼るところがあったわけですが、それがなくなってしま

い5,000人という１つのラインがあるようですが、それを大きく下回ってしまいました。
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ＪＲの評価とは差があるのかなと思っていましたが、エレベーターについては来年つ

けていただけるというようなことが急遽、決まったということで、これは１つ強化か

なというふうに見ています。蒲原駅の改修については、これは非常に難しい問題であ

りまして、この後は次の組織に委ねたいということで締めくくらせていただきました。 

  やられたことは、この31ページに書いていただいていますので、こちらを御参照いた

だきたい。中には東名高速道路の新インターチェンジという文言も搭載計画の中にあ

りますが、これも今の時点では整備事業というか、そんなふうに捉えられているとい

うふうにみています。 

吉川委員   都市基盤は、会長案でよろしいんじゃないかと私は思いますね。 

会長   ありがとうございます。よろしゅうございますか。 

坂本委員   さっきちょっと聞き忘れちゃったんですけど、環境整備のところの富士

川緑地の公園の計画ですが、これは１回、ワークショップで何かいろいろ聞いたりし

てというところで話が尻切れとんぼになっていてすごく気になる部分ではあるんです

が、これは報告書を見ると「基本構想の見直しを予定している」というところで話が

切れているんですけれど。 

服部委員   これは昨日、緑地政策課が来て説明がありました。改良に改良を重ねて

持ってきた資料、カラーで図面が来て、新しい構想というか緑地計画の図面を出して

くれましていろいろと説明してくれたばかりです。また、皆さんにコピーしてお渡し

したいなあと思うんだけど。お持ちすればよかったね。ほかのこともあってばたばた

して申しわけないです。 

会長   ありがとうございます。今、坂本委員から御指摘のあったここでは「予定し

ているところである」というような締め方ですが、これが具体的に何らかのものがこ

こには記述できる。 

坂本委員   そうですね、もし、先ほど、服部委員からお話がありましたけれども、

具体的にもうこの程度こういうことが決まっているよということがあれば、少しでも

載せたほうがいいんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

会長   じゃあ、事務局にお願いして、そこの文言は加えていただくように。 

  それから、36ページはいいですか。振り返ってのかわりにというところをちょっと見

ていただきたいです。今度は全体像として、この審議会がどのようにというか全体の

総括、それから（要望）と書いてあるんですけど、この字句はどうするのか、今後、
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皆さんで決めていただきたいと思うんですが、このちょっと太字で書いてあるところ

を加筆させていただいたらどうかと思います。「これまでの審議会活動において以下

に掲げる事業の取り組みに関して、度重なる議論が生じ、審議会といたしましても今

後の展開に不安を抱かずにはいられません。審議会終了後も懸案事項として本報告書

に記し、関係する各所管への引き継ぎ課題としていただくよう切望する」という、文

言を最初に書かせていただいて、そして①から④について私なりにまとめました。 

大きなくくりで行きますと、①は蒲原地区の包括的な取り組み、「包括的」という

字句を使わせてもらったのは、いちいちこれもあれもということができませんので、

全体的というか包括的な取り組みということで、政令都市静岡の東の玄関として、包

括的に市の魅力を発信する地域にふさわしいまちづくりに支援を賜りたいということ

で書かせてもらいました。 

  それと、次は富士山の世界遺産に伴う東部地区の市有地を含めた包括的な有効利用と

旧東海道の歴史的資源を活かしたゆとりあるまちづくりに注力願いたいと。富士山が

世界遺産になったわけですし、東部地域って、私はここで限定しているんですが、や

はり東中西と蒲原を分けると、西というのは小金以西は何もしないのかということで、

やはりできるところからやっていて、蒲原地域が相対的に盛り上がるということを意

図して書かせていただきました。決して中と西を軽視しているということではないん

ですが、東からだんだんによくしていったらどうかなということです。 

  それと、この後にも人口減少というのが出てきますが、やはり東部地域というところ

にはまだ余力がありますので、そういうところを有効活用する。それと、表現的には

「包括的な」としていますが、私は庵原高校の跡地をもっと有効に使ってくれって、

ここに書いちゃうと果たしてどうかなと思って含みをもって表現しています。市有地

というのはその隣にあるゲートボールをやっているところですね。そこと庵原高校の

敷地をうまく使って、東の玄関としての位置づけ、それともう一つは今、坂本委員か

ら御指摘があった緑地公園です。そういったものと抱き合わせで、この地域が活性化

していけたらということをここに書かせていただきました。 

  それから、地域防災関連ということで、蒲原町というのは４キロ駿河湾に対して口を

開いているわけですね。ですから、やはり今の防災ということは、津波というところ

に皆さんの関心が行っていますので、こういう防災に強いまちづくり、これは切望し

ますということです。 
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  それと、蒲原は薩埵峠が１つ、有事の際、何か起きるとまず静岡市の中でいえば陸の

孤島になってしまうという恐れが非常に強いわけです。そうすると、隣はもう富士市

ですので行政外になってしまうわけです。そのためにも、市防災組織と意識の共通を

図っていかなきゃいけないんじゃないかというようなことを書かせていただきました。 

  それから、蒲原地区の人口減少について、静岡県も非常に関心を持って接しておりま

すが、蒲原も若干ですが下がっているわけですね。蒲原町というのは、アルミニウム

関連企業群が非常に多いわけなので、住環境を整備して若年層の人たちが出ていかな

い、入ってくるというような環境を整えてくださいというようなことを書かせてもら

いました。 

  そして、あと④の地域審議会の終了後の対応について、これは最終的には自治会に委

ねていくことになりますが、そういう中において、生活排水対策、これは大きな意味

での生活対策ということで、合併浄化槽の補助事業を必ず継続してくださいよと。 

  それから、行政、端的にいうとこの施設を未来永劫に残してくださいよと、支所がな

くなるということがないようにやってくださいと。そして今、この支所が発足当初は

非常に煩雑かなというようなこともありましたけども、今は全て払拭されて非常に住

民の皆さんの評価も高くなっているもんですから、この施設を残してくださいと、な

くならないようにしてくださいということ。 

  次に、斎場のことを書かせてもらったんですが、もし仮に斎場がなくって、有事の際

に薩埵で行き来ができなくなった場合は、非常に困ってしまうということが、そうか

といって富士に行く橋もどうなっているかわからない。ですから、斎場もあれだけ景

観がいいところですので、ぜひ残してもらえるように。危惧しているのは、清水区の

斎場が改修していますので大きくなるんじゃなくてそれなりの地域の人口に割り当て

た窯の数のようですが、これまた蒲原になくなって清水に行くということになると、

ちょっと問題もありますのでぜひ残してくださいということです。 

  最後は、合併自治体の特性を活かし、健全な行財政を推進し、さらなる均衝ある発展

を図り、住民が総出でこのまちづくりに参加できるようにぜひ導いていってください

ということで、私、締めくくりました。 

  これが、振り返ってということで、その後に記載させてもらったらどうかと思って書

かせていただきました。 

  当然ながら、これ皆さんのところにして①②というようにこの37ページにあった部分
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ですが、ここに該当する文言は、今、御説明した私なりの記述ですので、また皆さん

何かあれば、ぜひ。ここは非常に大切なところだと思うんですね。市に対して、私た

ちの思いを残していくところかと思いますので。 

坂本委員   これは、36ページを差しかえるという案ですか。 

会長   振り返ってということで残したらいかがかなと思っています。これ全部取っ

ちゃって、36ページになるということじゃなくて、必要ないものは取ってしまう。そ

れで、必要があれば、皆さんの総意を得られれば入れていくということも可能だと思

うんですけれど。大どころとしては次の組織に委ねるわけです。というのは自治会な

りに委ねていくわけですが、そのときにこういうことをお願いしてあるというか、こ

ういうことで締めくくっていますのでということであるほうが、次の人たちがやりや

すいかなというようなところを意図しているところです。ちょっと皆さん、御理解で

きるかどうかわかりませんけれども。何もないと重しがやっぱり違うと思うんですね。

これからどうするかというのはまた皆さんで議論させてもらえばいいかと思うんです

けれど。 

杉浦委員   この地域審議会の報告書、これは先ほど聞いたら市民の皆さんに報告す

るということですか。市長にですよね。市長というのは静岡市を代表する方ですね。

行政のトップですよね。行政のトップに要望するわけですよね。要望でいいんじゃな

いですか。 

地域総務課主査   市長は市民の代表でありまして、皆さんの活動を市民の皆さんに

も報告していただくということでの報告書だと受けとっています。受けとるのは市長

ですし、宛名も市長宛ですが、市長だけがもらって公開されないとかそういうことで

はなくて、市民の皆さんに広報されますので、そういったニュアンスにいろいろ御配

慮いただきたいというところです。 

杉浦委員   了解しましたけれども、先ほど「要望する」とか「切望する」という最

後の望みといいますか期待といいますか、これが強過ぎるというお話がありましたが、

審議会として市長に報告をする。市長にこういう課題がありますのでよろしくお願い

しますねって、こういう意味で切望するわけです。それはやっぱり切望あるいは要望

する、あるいは当局に要望するとかという形にしたほうがより重い重石になるんでは

ないでしょうか。 

会長   市の関係所管課への引き継ぎ課題としていただくよう切望すると、ちょっと
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思いをここにも述べているんですけどね。ですから、市長にこれ渡す、要望した、こ

ういうことを切望して要望していますというようなことを各所管課への引き継ぎ課題

としていただくよう、ここも切望にしたんですけどね。 

吉川委員   この最後ページは、杉浦さん、どうでしょうね、会長一任にしたら。 

会長   どうでしょうか、ここでもう大分、佳境に来ていますから、審議会から懇談

会に移らせていただいて、忌憚のないところをさせてもらって取りまとめ、まだまと

めというところの文言があるわけです。この中でも最後が「切望する」というかよろ

しく頼むよと、またここでくどく言うことになってしまうもんですからね。 

  いかがでしょうか、そんなことで。あと、 30分程度懇談会をさせていただいて、  

どうですか、事務局は。 

地域総務課長   はい、結構です。 

会長   よろしゅうございますか。 

杉浦委員   先ほど出ました東部地区、庵原高校周辺の跡地の問題ですが、それはど

ういう方向で今進んでいるんでしょうか。どういう利用を検討されているのか。 

蒲原支所長   旧庵原高校の跡地は県の文化財施設になっていくということの報告し

かまだ受けていません。隣の市有地は、調整地になっていますので、具体的な今後の

運用の方法についてはまだ議論もされてないし、そのままの状況ということです。 

地域総務課長   あそこの活用については、日の出町自治会が使いたいと、例えば、

バスの昔の回転場のところへ水道を入れたいというような話を受けたんです。そうし

たら、「あそこの土地を使う正式な申請が出てないから正式な許可はしてないんだ」

というような話がありまして、じゃあそれはちゃんと出すというところで話は進めさ

せていただいていると思いますし、その延長で水道管も理由をつけて申請してもらえ

れば、管財としては許可するという方向だという報告を受けていますので、現状の使

い方が直ぐに変わるという予定はないと思います。 

杉浦委員   はい、ありがとうございました。私がなぜそういう質問をしましたかと

いいますと、例えば、大型バスで蒲原地区へ来た場合、蒲原の中に置く場所がないん

です。そういうときに、あの跡地、調整地ですから建物は建てられないですけど駐車

場としての利用でしたら可能かどうかをお聞きしたかったんです。そうすることによ

ってこの蒲原地区が東の玄関として、これからますます栄えていきますと、大型バス

が10台くらいで来るかもしれませんので、そのときに置く用地が確保できればと思い
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まして質問しました。以上です。 

地域総務課主査   それでは、報告書案の今後の詳細につきましては、会長に御一任

ということで、皆様でこれからまたまとめていただきたいと思います。次回12月２日

水曜日、午後２時から本日と同じこの会場で審議会を開催いたしますが、そのときに

は会長と調整していただいた最終案をペーパー資料としてお出ししますので、12月２

日に関しましては本当に微調整という形でさらっと御確認いただくというような形に

なるかと思います。 

冒頭、会長からもお知らせがありましたが、市長への報告書の提出は、来年、１月

21日木曜日、10時からということで決定いたしました。15分程度になるかとは思いま

すが、御出席される方はよろしくお願いしたいと思います。御出席される方は、次回

の審議会のときに参加の確認をさせていただきまして、交通費等のお話をさせていた

だきたいと思います。事務局からは以上です。 

会長   そのほか何かありますか。特にないようなので、本日の議事はこれで終了と

させていただきます。 

なお、本日の会議録の署名は服部委員にお願いします。では、審議会としてはここ

で終了とさせていただいて、暫時休憩の後に懇談会をさせていただきたいと思います。 

  では、本日は皆さん、どうも御苦労さまでした。 

 

（午後 ３時５０分 閉会） 

 

 

 

会  長 

署名委員 


