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まつや：桜エビの不漁の原因をどう捉えているか。 
経済局長：“水温、塩分濃度などの水質”、“海流の変化”、“獲りすぎ”など、
様々な原因が関係していると専門家から聞いている。 
まつや：由比漁協が行った昨年の水質調査結果を入手しているとのことだが、
どのような内容か。 
経済局長：海域の濁りの発生源を推察するため、海底の堆積物を分析したが特定できなかった。 
まつや：静岡市による由比･蒲原海岸の漁場環境調査はどのようなものか。 
経済局長：桜エビ不漁の原因調査するものではないが、沿岸漁業の持続性の確保のため
に漁協の調査を踏まえ、日軽金･蒲原工場導水管付近を含む由比漁協から富士川河口まで
の８㎞の海底地形や水質、海底堆積物の状況、魚種の分布状況などだ。 
まつや：これは、私たちが独自に雨畑ダムから富士川への放流口で採取した水です。（写真）
これは、透視度 2 ㎝。放流口から 50m ほど下流で採取した水は、透視度が 10 ㎝だった。 
環境局長：雨畑ダムは、山梨県の管轄でデータは持っていない。 
まつや：日軽金蒲原製造所導水路からの排水データは持っているのか。 
環境局長：日軽金は、発電のために取り込んだ富士川の水をそのまま流しているので、 
水質データはとってはいない。工場排水については水質汚濁法に基づき定期的立ち入り検査を行っているが、排水基
準を満たしている。 
まつや：リニアトンネル工事による早川への排水と桜エビ不漁との関係は、現段階ではわからない。ただ、私たちの
調査では、排水口近くの早川の水の透視度は 10 ㎝だった。静岡新聞社による排水口付近の早川の透視度は 17.5 ㎝
で、浮遊物質の環境基準＝SS25 ㎎/㍑をはるかに越える 37 ㎎/㍑との報道。山梨県の市民グループが情報公開請求し
た山梨県の調査結果では、トンネル工事プラントの最終放流槽の透視度は 12.5 ㎝だった。排水基準規制は、どう定
められているのか。 
環境局長：静岡市での南アルプストンネル工事の開始後には、水質検査の結果報告を求めるとともに、市職員が現地
に赴き適正処理について確認する。 
まつや：静岡市において NATM 工法による排水基準については、静岡県環境保全会議でも
議論されている。トンネル工事が開始されれば、早川（富士川支流 山梨県）と同じこ
とが起こる可能性がある。山梨県でのトンネル工事による最終放流槽での水質検査は毎
日行われていると聞いている。水質データを請求すべきではないか。静岡市リニア新幹
線建設事業影響評価協議会を開催すべきでないか。 
環境局長：静岡市としては JR 東海に水質測定データを求めると共に、早川の現地確認
など情報収集に努める。協議会については必要に応じ、専門的意見を参考に JR 東海に適
切な対応を求める。 
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急がれる、桜エビ不漁の原因究明  

リニア 南アルプスのトンネル工事排水との因果関係はあるのか？ 

大井川の水の全量回復できないならルート変更を 

防災・減災を考える ブロック塀「危険度」調査を開始（静岡市） 

今秋 城北地区で報告会開催予定 

 昨年 6 月の大阪北部地震で、豊中市の小学校のプールのブロック塀が倒壊し、児童が死

亡するという痛ましい事故がありました。静岡市含め、全国の学校で緊急点検が行われブロ

ック塀の改修が終わっています。今後は、全学区の通学路にあるブロック塀の危険度調査が

大工組合などに委託され、実施されます。 

こうした中、9 月 1 日、北安東 3 丁目町内会では、地域総務課の石井克佳さんを講師に防災講座が開催されました。

改めて、食糧･水・トイレなど日常的備えの大切さを学びました。尚、静岡市は、ブロック塀等耐震改修補助制度を整備

し、撤去、改善費用の助成を拡充しています。（詳細は、静岡市建築指導課安全推進係 ℡：221-1124） 
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採取した濁り水の入った 
ペットボトルを示して質問 

独自の現地調査を実施 

質問に先立ち、まつやは、5 月 28 日、市民

グループと地質学者で静岡県中央新幹線

環境保全連絡会議の委員でもある塩坂邦

雄さんと共に、早川と富士川へ赴き、リニア

トンネル工事排水囗付近。また桜エビ不漁

の原因の可能性がある、日軽金･雨畑ダム

放水口など 7 カ所の水を採取しました。 

 
9/1 北安東 3 丁目 防災講座 

 

 
9/4 ＪＲ東海へ抗議、川勝知事
へのエールの街頭キャンペーン 



 

 活動に見るまつや清の日々 

    
6/8 城北地区「J フェスタ」 
オープニングでの太鼓演奏 

7/21 参議院選挙 徳川家広さん 
立憲民主党 まつや応援するも惜敗 

301,895 票 得票率 19.88％ 

8/2～8/4 福島の子どもたちのための 
保養事業「親子わくわくピクニック」 

8/31 外国人のための無料健診会 
ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ開催 
（於 英和女学院礼拝堂） 

静岡市議会 6月定例会会議日程   イベント・インフォメーション 

【9 月 13 日～10 月 17 日 35 日間】 
9/30・10/1・10/2 総括質問 
10/4/10/7 厚生委員会・観光文化経済委員会・都市建設委員会 
10/8/10/9 総務委員会・企業消防委員会・市民環境教育委員会 

 ■ 地球ハウス学校 9/27（金） 

時間：19:00～21:00 場所：地球ハウス（葵区鷹匠 3-3-1） 

会費：500 円 「個性が大切にされる社会に向けて」 

講師：細川知子さん（特定非営利活動法人しずおか LGBTQ+） 
■ 北安東塾 10/26（土） 
参加者が気になった記事をテーマに意見交換をする場 
時間：10:00～12:00 会費：無料 
会場：柳新田公民館（葵区北安東 5 丁目 三之宮神社横） 
ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀ：ジャーナリストの方々 元静岡新聞社記者 

問合せ・申込先：054-209-5677（地球ハウス） 

 

  
まつや清プロフィール  
1951 年 新潟県柏崎市生れ 静岡大学工学部中退 

1987 年 静岡市議会議員（3 期）、静岡県議会議員（1 期）、 

国会議員政策秘書を経て、2009 年より静岡市議会議員（3 期） 

 

 

教育局長： 使用記録の保存は約半数の学校で確認できるレベル 

環境局長： 使用履歴の公表の実施に向け検討を進める 

※市議会だより「静岡気分」に掲載されています。 

 まつやは、議会事務局調査法制課に、静岡市を含む静岡県内
35 市町に、農薬（除草剤）・殺虫剤の使用状況、水道水のグリホ
サートの検査結果の調査を依頼し、その資料をもとに、総括質問
では、静岡市内の学校、公園や緑地、三保の松原での除草剤・有
機リン系農薬・ネオニコチノイド系農薬使用につい質問しました。    

近年、アメリカのモンサント社（現在はバイエルン社）を相手に、
同社の除草剤の成分グリホサートにより発がんしたという訴訟に、
原告勝訴が相次いでいます。 

斑点米を引き起こす、カメムシ防除に日本で使われているネオ
ニコチノイド系農薬の過剰使用は、ミツバチの大量死につながると
して、国際的に問題となっています。 既に、2010 年に、まつやは
環境省・農水省の使用に関する通知に基づく公共施設で農薬・殺
虫剤使用の指針策定を質問し、当時の環境局長は「検討する」と
答弁をしていましたが、今回の総括質問で、その後も使用の指針
が全く作られていないことが判明しました。それどころか、小中学 
校での農薬使用については、「約半
数の学校で使用が確認できる」程
度の認識レベルに留まっています。 
使用履歴等の公表がどのように行
われるか、今後もしっかり、監視し
ていきたいと考えています。 
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議員一時金受け取り拒否、法務省に 604,092 円を供託！（2019 年 7 月現在）   
6 月の一時金のアップは、94.971 円でした。職員の皆さんは、人事委員会において民間との 
格差など調査してアップ率を決定していますが、議員については特別職等報酬審議会に協議されることなく職員の引き上

げに合わせて引き上げられています。まつやは、2014 年から、一時金の引き上げに反対し受け取りを拒否しています。 

６月議会の主な議案審査 

幼保無償化と消費税 
会計年度任用職員制度改革など 

 
10 月からの消費税 10％への引き上げ分を財源にし

た、3 歳～5 歳（全世帯）、0 歳～2 歳（低所得者世帯）
の保険料が無償化されることから、保護者負担の減額
補正予算が提案されました。もともと保育料は、保護
者収入を勘案し累進的保育料になっていて、無償化で
恩恵を受ける層は誰なのか？また、給食費は、保育料
に含まれていたにもかかわらず、無償化においても給
食費は徴収されるという様々な問題点が含まれていま
す。財源が消費税とされているので、反対討論はせず
「財源に問題あり」という意味での「反対」表明になりま
した。 

市や学校の非正規雇用者の「会計年度任用職員制
度」に関連する条例改正が提案され賛成しました。10
月 28 日に開催される「地方×国」政策研究会で全国
の状況を把握し、問題提起をしたいと考えています。 

６月議会 まつや清 個人質問  

公共施設における農薬・殺虫剤使用とその影響  

農薬 『ネオニコチノイド』 が子どもの脳を脅かす 

ミツバチの大量死が語るコト 

 ６月議会常任委員会質問  

市民環境教育委員会  
9 月 14 日に開通する日本平スマ

ートインターチェンジに関連して、 
周辺の広範囲にわたる区画整理計画について質

疑しました。特に最後に残された市街化・調整区域境
界となる恩田原・片山地区の最優良農地で生活され
ている農家の方々の意見にも耳を傾けたいと思って
います。 

 
身近にある 
ネオニコチノイド系農薬 

 

過去の供託 569,121  

今回の供託 94,971  

供託の合計 604,092  

 


