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開催日  平成 30 年２月 21 日(水) 

場 所  袋井市役所 ４階 庁議室 

  



袋井市都市計画審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成 30 年２月 21 日（水） 

午前９時 30 分から午前 11 時 20 分まで 

 

２ 開催場所  袋井市役所４階 庁議室 

 

３ 出席者   都市計画審議会委員（13 名中 13 名）及び 事務局（10 名） 

 

※袋井市都市計画審議会条例第７条第２項に基づき、委員の半数以上が

出席していることから、定足数を満たしています。 

 

４ 議事 

(1) 審議事項 

  第１号議案 中遠広域都市計画 用途地域の変更について〈袋井市決定〉 

         →原案のとおり議決 

  第２号議案 中遠広域都市計画 準防火地域の変更について〈袋井市決定〉 

         →原案のとおり議決 

  第３号議案 中遠広域都市計画 地区計画の変更について〈袋井市決定〉 

         →原案のとおり議決 

  第４号議案 中遠広域都市計画 下水道の変更について〈袋井市決定〉 

         →原案のとおり議決 

 

(2) 報告事項 

  第１号報告 袋井市都市計画マスタープラン（案）の策定について 

  第２号報告 袋井市住生活基本計画（案）の策定について 

  第３号報告 中遠広域都市計画 集落地区計画の変更について〈袋井市決定〉 
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会 議 録 

 

１ 開会 

 

２ 市民憲章唱和 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 会長あいさつ 

 

５ 議事 

(1) 審議事項 

 （会議録署名人に倉田裕司委員を指名した。） 

 

第１号議案 中遠広域都市計画 用途地域の変更について〈袋井市決定〉 

第２号議案 中遠広域都市計画 準防火地域の変更について〈袋井市決定〉 

第３号議案 中遠広域都市計画 地区計画の変更について〈袋井市決定〉 

 

○ 議長 

それでは、これより審議事項に入ります。 

第１号議案 中遠広域都市計画 用途地域の変更について、第２号議案 中遠広域

都市計画 準防火地域の変更について、第３号議案 中遠広域都市計画 地区計画の

変更について、これは、袋井駅南まちづくり事業に関する都市計画決定についての審

議事項ですので、一括して審議を行います。事務局から説明をお願いいたします。 

 

○ 事務局 

（第１号議案、第２号議案、第３号議案について説明。） 

・袋井駅南口周辺部分について、土地区画整理事業による都市基盤整備と合わせ、

都市拠点にふさわしい都市機能の誘導と良好な居住環境を創出するため、用途地域

を近隣商業地域、及び第二種住居地域に変更を行う。 

・用途地域を近隣商業地域に変更することで建物の高密度化や高度化が予測される

ことから、準防火地域の指定を行う。 

・袋井駅南地区計画について、既に定められている３地区に加えて、新たに３地区

を追加する。 
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○ 事務局 

（駅南地区の現在の事業進捗状況について、補足説明） 

 

○ 議長 

ただいま、第１号議案から第３号議案について事務局から説明がありました。 

ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ ●●委員 

準防火地域と近隣商業地域とで境界が異なっているのでしょうか。それぞれ面積も

異なっており、近隣商業地域の方が少なくなっていますが、これは、道路などの関係

でしょうか。 

 

○ 事務局 

資料 15 ページの図をご覧ください。準防火地域に関しての境界線と、8ページの用

途地域を分ける境界線とで異なっており、準防火の線は北側の鉄道敷の中までとして

おり、その分、面積が異なっています。 

 

○ 議長 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

それでは、無いようですので、採決に移ります。第１号議案から第３号議案まで、

一括して採決を行います。第１号議案から第３号議案まで、本案のとおり「了」とす

ることにご異議がなければ挙手をお願いいたします。 

出席委員全員の挙手をいただきましたので、袋井市都市計画審議会条例第７条第３

号に基づき、第１号議案から第３号議案については、本審議会として、本案のとおり

「了」とする答申をさせていただきます。 

 

 

第４号議案 中遠広域都市計画 下水道の変更について〈袋井市決定〉 

 

○ 議長 

それでは、次に、第４号議案 中遠広域都市計画 下水道の変更について、事務局

から説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

（第４号議案について説明） 

・平成 28 年度に袋井市公共下水道基本構想の再検証において、合併処理浄化槽等の

整備状況、下水道事業の進捗や経済性を含めた総合的な検討結果から公共下水道全

体計画区域の見直しを行い、用途地域外の排水区域約 17ha については、合併処理浄

化槽等による汚水の個別処理が既に実施されていること、調整池の整備等により十

分な雨水排除能力が確保されていることから、排水区域から削除する。 
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○ 議長 

ただいま、第４号議案について事務局から説明がありました。 

ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 議長 

ナカジマ鋼管について、現在、建築工事をやっていますが、合併処理浄化槽をつく

る場合、市から補助があるのですか。 

 

○ 事務局 

合併処理浄化槽の設置に対する市からの補助については、個人住宅の所有者が対象

となり、借家や工場、店舗などは対象外となります。 

 

○ ●●委員 

事業者が建物を建設する際、下水道が無い場合は浄化槽が必要となり、処理能力の

規模によっては高額な投資が必要となります。 

当初、旧浅羽町時代、当該区域は用途地域に指定する計画でしたが、合併後、用途

地域に指定しなかった経緯について、わかる範囲で結構ですので伺いたい。 

 

○ 事務局 

浅羽地区における都市施設については、平成７年に下水道施設、平成９年に都市計

画道路、用途地域についての都市計画決定がされ、平成 12 年にまちづくりの基本方針

を示す都市計画マスタープランが策定されました。 

その当時の方針としては、現在と異なり、都市が成長することを見据え、農用地区

域内である既存水田部分に都市計画道路を計画し、農業調整を図りながら市街地を拡

大していく方針で、まずは、既存市街地を中心に用途地域を指定し、今後の市街地の

拡大の様子を見ながら、当該区域も用途地域の指定について検討していく方針だった

かと思います。 

平成 17 年の旧袋井市・旧浅羽町の合併によって用途地域の指定をやめたというので

はなく、その後の都市の成長の鈍化や少子高齢化による人口推移など、当時と状況が

変化してきたことが、現在、当該地区を用途地域に指定していない経緯であることを

ご理解いただきたい。 

 

○ ●●委員 

経過については理解しました。 

大規模な工場が立地することで雇用が生まれ、税金が入ってきます。 

当該区域のこれら工場は、諸々の条件が整っていることから、今回、下水道区域か

ら外すことに支障はないかと思いますが、下水道区域から外すことで、今後、工場が

市外へ撤退する要因となり、地域の雇用や市の税収へ影響が出ることを危惧していま

すので、用途地域の指定と合わせて下水道区域の再検討をお願いしたいと思います。 
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○ 議長 

ほかにご意見、ご質問はございませんか。 

意見等は無いようですので、「第４号議案 中遠広域都市計画 下水道の変更」に

ついて、採決に移ります。本案のとおり「了」とすることにご異議がなければ挙手を

お願いいたします。 

出席委員全員の挙手をいただきましたので、第４号議案について、本案のとおり「了」

とする答申をさせていただきます。 

 

以上で、本日の審議事項は終了となります。 

ご審議ありがとうございました。 

 

 

○ 事務局 

第４号議案の下水道区域の見直しに関して、正式な回答はできかねますが、公共下

水道基本構想の再検証について、補足説明させていただきます。 

 

長期的かつ効率的で持続可能な汚水処理システムを構築していくため、経済性を基

本とした費用比較に加え、人口減少、建設費等の実績、地域特性などを考慮し、集合

処理区域（公共下水道等）と個別処理区域（合併処理浄化槽）を設定していくことが

必要であると国から示され、袋井市においても、公共下水道と合併浄化槽それぞれの

普及率や公共下水道への投資に対する還元、個人負担も含めて、個別処理と集合処理

のどちらが経済的かを比較検討して区域を見直した経緯があります。 

そして、下水道区域を拡げて外へ延伸した際のイニシアルコスト・ランニングコス

トの負担、合併処理浄化槽を整備した際の補助や維持に係る補助の負担はともに市民

であることも勘案して、下水道区域の整理をしてきていることをご承知いただきたい

と思います。 

 

○ ●●委員 

区域設定の経緯については理解しています。それらのことに加えて、市全体として

の雇用や税収入などの視点も含めて、再検証をお願いしたいと思います。 

 

○ 事務局 

企業の立地に関しては、企業誘致の見地で行うか都市計画の見地で行うかというこ

とになると思います。課題として受け止めさせていただきます。 
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(2) 報告事項  

第１号報告 袋井市都市計画マスタープラン（案）の策定について 

第２号報告 袋井市住生活基本計画（案）の策定について 

 

○ 議長 

次に、第１号報告 袋井市都市計画マスタープラン（案）策定について、及び、第

２号報告 袋井市住生活基本計画（案）の策定について、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

○ 事務局 

（説明及び趣旨） 

・袋井市都市計画マスタープランの最終案策定に至るこれまでの経緯、庁内策定委

員会や有識者による策定懇話会の実施、市議会報告や地域説明会、パブリックコ

メントで出た意見などの内容について説明。 

・都市計画審議会委員から頂いた具体的な施策などに関する意見については、現在、

策定を進める立地適正化計画や空き家対策計画に反映していく。 

・袋井市都市計画マスタープラン最終案を２月市議会に報告し、３月に策定する。 

 

○ 事務局 

  （説明及び趣旨） 

・袋井市住生活基本計画の最終案策定に至るこれまでの経過、庁内策定委員会や有

識者による策定懇話会の実施、市議会への報告やパブリックコメントで出た意

見・提案の内容、前回都市計画審議会における報告からの変更内容について説明。 

・袋井市住生活基本計画最終案を２月市議会に報告し、３月に策定する。 

 

○ 議長 

ただいま、第１号報告と第２号報告について事務局から説明がありました。 

今回は最終報告で、２月市議会での説明を経て計画が完成するということです。 

今後は、立地適正化計画や空き家対策計画についても本審議会において委員の皆様

にご協議いただきたいということですのでご協力をお願いします。 

 

これは私の感想ですが、都市計画マスタープランというと、都市づくりの大きな方

針について記載し、個別の実施計画については記載しないとのことですが、前回の都

市計画マスタープランと比較するとイメージが変わったなと感じるのが、静岡理工科

大学の周辺、豊沢の開発のことで、自然景観や周辺の環境に配慮するという点があっ

たかと思いますが、静岡理工科大学の設計をされた建築家の方と話をする機会があり、

着工前と着工後とで大学の南側の景観が一変してしまったと話をされていました。 

都市計画マスタープランは、それを見る人によって捉え方が違うものだなと感じま

した。 



6 
 

 

○ 事務局 

景観の関係でございますが、委員の皆様もご承知のとおり、袋井市は景観行政団体

であり、景観計画を持っています。例えば、建築物の高さ制限については、市街地や

工業専用地域を除いて、２０メートルという高さ制限があります。 

今回の都市計画マスタープランの中では、一部地域について高さ制限を除外できる

という記述もさせていただいており、景観をどのように守っていくかが、今後、議論

になっていきますが、景観計画を基に設置される袋井市景観アドバイザー会議の議論

を通じて、緑豊かな丘陵の景観を守っていく、そのような建築行為をお願いしていき

たいと考えています。 

 

○ ●●委員 

「持続可能な都市」についての記述が何箇所かあり、イメージが良く湧かなくて、

国からも通知などにも記述がありますが、袋井市ではどのようなことをイメージして

その言葉を使っているかをお伺いしたい。 

 

○ 事務局 

「持続可能」というと「サスティナブル」と言い換えられるかと思います。 

今回の都市計画マスタープランで主に意図するのは、今後のまちづくりにおいて、

人口減少社会、高齢化社会に対応していかなくてはならないということで、できるだ

けまちを衰退させず、活力を維持していきたいという狙いがあります。 

袋井市がイメージする「持続可能」とは、まちの活力の持続と、景観・環境の持続

の二つであるとご理解いただきたい。 

 

○ ●●委員 

「都市拠点」について、袋井駅を中心とした市の顔となる中心核の記述は、駅南地

区がメインという書き方になっており、それに対する駅北地区に関する記述が無いよ

うに感じますので、駅北地区の方針について伺いたいと思います。 

また、流れがおかしいと感じる文章が何箇所かあるので、「てにをは」といった助

詞や接続詞などの再検証をした方がいいと思います。 

 

○ 事務局 

駅北地区については、本編３－２に記述されている土地利用の方針において、袋井

駅周辺の記述がありますのでご確認ください。 

また、４－９の地域別構想、歩いて楽しいまちづくりに関する記述において、原野

谷川の水辺空間を活用して既存商業地の活性化を図ることについて触れています。 

都市拠点のイメージとしては、駅南地区に商業施設やメディカル施設などを配置し

て住環境を整え、現れる効果を駅北地区にどのようにして繋げていくかは課題であり、

具体的な計画等は触れていませんが、地域資源を活用して駅南の効果を駅北につなげ

ていく旨の記述としています。 
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○ 事務局 

駅南に関する記述については、３－４下段や３－２下段の都市拠点に関する記述を

ご覧になってのことと思いますが、駅北については、３－２最下段、及び３－３中段

の「計画的に面整備が行われた住宅市街地」の部分の記述に加えて、２－３の基本目

標において、「袋井駅周辺及び袋井市役所周辺」として、駅南側だけでなく駅北側も

含めた全体としてのにぎわい・活気あふれる都市づくりとしています。 

先ほどの説明にもありましたが、駅南を起爆剤として駅北の活性化も図っていくと

いうことですので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○ ●●委員 

今後の整備方針として、駅北はどうなっていくのでしょうか。具体的には、商業系・

住居系のどちらになっていくのか、教えていただきたい。 

 

○ 事務局 

袋井市の都市計画上、駅北については、用途としては商業地域ですので、その方針

に基づいて展開していきたいと考えています。 

 

○ ●●委員 

駅南に商業施設が整備されると、駅南が栄えて駅北の商業施設は壊滅状態になるの

ではないかと危惧するのですが、そのことに対する施策などはあるのでしょうか。 

 

○ 事務局 

都市計画マスタープランは、都市計画の基本的な方針として定めるものであり、今

後の都市施設やインフラ整備について記述し、現状維持していくことについては記述

が少なくなるため、投資していく部分が目につきやすいのかなと感じます。 

袋井市は、これまで駅北地区には 100 億円余りを投資して都市基盤の整備を進めて

きましたが、都市計画でできるのはインフラ整備が基本であり、市では産業振興施策

も行っておりますが、事業者のご努力もいただきたいと思うところもあります。 

一方、駅南地区については、未開発な水田のままで一部耕作放棄地となっており、

市として面的なインフラ整備の必要があるとして、現在、まちづくりを進めていると

ころであり、駅の北側も南側も都市拠点として発展することを願い、その懸け橋のひ

とつとして、袋井駅を橋上化し南北自由通路を整備しました。 

また、例えば、かつてヤオハンが駅北に出店するとき、既存事業者からは反対の声

がありましたが、逆に撤退するときには、駅前の活性化が失われるとの懸念の声があ

ったという事例もありました。 

市としては駅北ににぎわいを求めていきたいと考え、歩いて楽しいまちづくり事業

などのソフト事業を展開しており、駅南は区画整理などのハード整備を進め、自由通

路で駅南と駅北を結び、ともに栄えるように両輪でのまちづくりを進めていきたいと

考えていますのでご理解をいただきたい。 
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○ 議長 

他にはよろしいでしょうか。 

それでは、次に進みます。 

 

 

第３号報告 中遠広域都市計画 集落地区計画の変更について〈袋井市決定〉 

 

○ 議長 

次に、第３号報告 中遠広域都市計画 集落地区計画の変更について、事務局から

説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

（説明及び趣旨） 

・建築基準法の一部改正により、同法を引用している田原集落地区計画を改正する。 

 

○ 議長 

ただいま、第３号報告について事務局から説明がありました。 

ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

 

○ 議長 

地区計画というと、区画整理を行い新たに建物が建設されていくというイメージが

あるのに対し、この田原地区は既存集落があって、それらの中には基準に適合しない

建築物もあるのかと思いますが、そのような既存不適格建築物は、今後どうなってい

くのでしょうか。 

 

○ 事務局 

資料の４ページ、土地利用計画図をご覧ください。田原地区約 40 ヘクタールを四つ

の地区に分け、地区整備計画を定めています。そのうちＣ地区は田原田園土地区画整

理事業を展開し、Ａ・Ｂ・Ｄ地区は、既存集落内に幹線道路や公園などの施設を地区

計画で定めています。 

ご質問の既存不適格建築物の扱いについてですが、新たに建築行為を図る場合には、

地区計画の届出が必要となり、この地区計画に整合した建築物にしていただくことと

なります。 

 

○ 事務局 

既存不適格建築物については、繊維工場が一軒あり、それが該当してくるかと思わ

れます。今後、敷地内で増改築などを行う場合には、その面積などによっては制限緩

和制度があるのですが、規模が大きくなる場合には、建築基準法に準じて対応してい

くこととなります。 
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○ ●●委員 

地区計画は条例化しているのですか。条例化していないのであれば、建築確認は不

要となります。 

 

○ 議長 

田園住居地域は今後、用途指定していくのですか。浅羽地区で言うと、第一種低層

住居専用地域などの中で該当しそうな地域が思い浮かぶのですが。 

 

○ 事務局 

今後の対応としては、国の都市計画運用指針を踏まえ、田園住居地域を設定する際

のガイドラインを県が策定し、市町はそれに基づき適用する地域などについて、地域

に入りながら用途の変更を検討していくこととなります。 

 

○ 議長 

他にご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

無いようですので、以上で本日の議事は全て終了とします。 

今後の進行は事務局へお返しします。 

 

○ 事務局 

議長におかれましては議事の進行ありがとうございました。委員の皆様におかれま

しても活発なご意見をいただきありがとうございました。 

まだ少し時間がありますので、どんなことでも結構ですので、ご意見などがありま

したらお願いします。 

 

○ ●●委員 

今回、議事録署名人に指名されましたが、署名するにあたり、過去の議事録も参考

に拝見したいのですが、いただけますでしょうか。 

 

○ 事務局 

前回の議事録と合わせて、各委員の皆様にもお送りします。 

 

○ 事務局 

本日の説明でもありましたが、今後、都市計画マスタープラン、住生活基本計画に

ついては、市議会への報告を経て、公表してまいります。 

また、今後、策定を進める立地適正化計画や空き家対策計画については、本審議会

委員の皆様にご意見をお伺いするとともに、本日の第３号報告についても、次回、５

月に開催を予定する都市計画審議会に付議していく予定でありますのでよろしくお願

いします。 

それでは、以上をもちまして、袋井市都市計画審議会を閉会とさせていただきます。 
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以上のとおり審議がなされ、都市計画審議会は閉会した。 

 

 

 

会議録署名人 

 

 

               印  

 

 

               印  

 


