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開催日 平成 28 年 12 月 21 日(水) 

場 所 袋井市役所 ５階 第１委員会室 

  



袋井市都市計画審議会会議録 

 

１ 開催日時  平成 28 年 12 月 21 日（水） 

        午前９時 30 分から正午まで 

 

２ 開催場所  袋井市役所５階 第１委員会室 

 

３ 出席者   都市計画審議会委員（13 名中 11 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 案 件 

（１）報告事項   

   第１号報告 中遠広域都市計画 道路の変更について〈静岡県決定〉 

   第２号報告 中遠広域都市計画 特別用途地区の決定について〈袋井市決定〉 

第３号報告 袋井市景観形成ガイドプラン及び袋井市景観計画の改定（案）について 

   第４号報告 袋井衛生センター敷地における放課後児童クラブの設置について 

（２）その他 

   東名袋井ＩＣ東側における土地利用について 

   袋井駅南まちづくり事業について 

  



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 報告事項  

 （会議録署名人に中川智之氏を指名した。） 

 

第１号報告 中遠広域都市計画 道路の変更について〈静岡県決定〉 

 

○議長 

それでは、これより報告事項に入ります。第１号報告中遠広域都市計画道路の変更

について事務局から説明をお願いします。 

  

○事務局 

（説明） 

・将来の自動車交通量の減少が見込まれる（都）森町袋井インター通り線の森町円

田から袋井市深見までの区間について、車線数を４車線から２車線に変更すると

ともに、接続する（都）山梨中央通り線の起点部を変更する。 

 

○議長       

ただいま、第１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 

   よろしいでしょうか。無いようですので、次に進みます。 

 

 

 第２号報告 中遠広域都市計画 特別用途地区の決定について〈袋井市決定〉 

 

○議長 



    次に、第２号報告 中遠広域都市計画 特別用途地区の決定について、事務局から説

明をお願いします。  

 

 ○事務局 

 （説明） 

・第１種住居地域を予定地とした袋井市総合体育館の建設実現に向け、建設予定地

を特別用途地区に指定する。 

 

 ○議長       

   ただいま、第２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。 

   

 ○●● 委員 

   第１種住居地域の中で建物の用途が制限されている意味は、交通量の話とかそうい

う面でのことだと思うのですが、周辺にも住居がありますので、今回体育館ができた

ときの建設予定地に近い地域への配慮や対策がどういったものか、お教え頂ければと

思います。 

 

○事務局 

   ２点ご質問を頂いたと思います。一つは交通量の関係、もう一つは近隣住民への生

活環境への配慮、周知ということと思います。 

交通量については、今回の特別用途を設定する上で周辺の道路管理者との協議が必

要となりますので、体育館が立地した時に想定される交通量を、例えば県道袋井春野

線に流したときの影響評価を行って、その中で、日常的には影響ないということで県

道の管理者である県と協議が整っている状況でございます。年に数回行われる大規模

なイベントの時には、どうしても車両が増えることになりますので、イベント主催者

でガードマンを設置する等で対策を講じていきたいと市は考えております。 

もう一点、近隣住民への周知についてですが、体育館の説明をスポーツ推進課で行

い、この中で、体育館が立地したときの交通の問題など、様々な問題について地元と

意見交換を行っている。このような状況でございます。地域として気にしているのが

道路整備についてでありますが、敷地周辺では現状４m 程度の道路が配置されている

状況であり、東側や西側の生活道路の改善を地域から声を頂いているので、体育館の

整備と併せて道路の整備を進めている状況でございます。地元の皆様に対しては丁寧

な説明を行い、理解を頂いているとの認識でございます。 

 

○議長 

   他にご質問はよろしいでしょうか。無いようですので、次に進みます。 

 

 

第３号報告 袋井市景観形成ガイドプラン及び袋井市景観計画の改定（案）について 



 

○議長 

    次に、第３号報告袋井市景観形成ガイドプラン及び袋井市景観計画の改定（案）に

ついて、事務局から説明をお願いします。  

 

○事務局 

 （説明） 

・社会情勢や市民意識の変化に伴う景観に関する新たな課題を整理し、適切な景観

形成実現を図るため、景観形成ガイドプラン及び袋井市景観計画の改定を行う。 

 
 ○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。 

   

 ○●● 委員 

   太陽光発電パネルの届出対象について確認させて頂きたいと思います。資料を見る

と建築物に付随して設置する場合に届出対象となるように見えるが、建築物に付随さ

せずに単独で太陽光パネルが設置されるケースは届出の対象にはならないのでしょう

か。 

  

○事務局 

   単独で設置する場合には、工作物の扱いとなり、敷地面積が 1,000 ㎡を超える太陽

光発電パネル設置の事業は届出の対象となります。土地に自立する場合には建築物の

扱いにならないので現行の記載の中での運用となります。 

 

 ○●● 委員 

   工作物の欄に「新築、増築、改築」と「外観の変更」の２つが書かれているが、「新

築増築、改築」にあたるものという解釈ですね。わかりました。 

 

 ○●● 委員 

   太陽光パネルのことですが、道を走っていると、豊沢地区などで日当たりの良い傾

斜地の木を伐採して設置している所があって、景観はもちろん悪いと思うが、何より

も地形とか生活環境の面から許可がどうかなと、今回の規制ができる前に設置された

のですが、既存のものについては、今後指導や規制が行われるのでしょうか。 

  

 ○事務局 

   既存のものに関しては、土地利用事業等の対象となっておりまして、その手続き等

の中で地元への説明を行い、御理解を得て設置している所ではあるのですが、景観上

の観点からは土地利用事業まで制限をすることは難しいですけれど、豊沢地区に関し

ては、景観への配慮に関して、景観計画の中に全く規定がなく、色彩の部分でしか指



導ができない状況でしたので、こうしたことを踏まえて今回丘陵地の文言など、具体

的な設置の方針について明記して、今後については指導していくということとなりま

す。 

 

○議長       

   豊沢地区の太陽光パネルは、かなり大きな面積で傾斜地に設置され、景観は良いと

は思わない。配置の関係で景観を阻害しないという記載について、具体的にはどのよ

うな審査基準があるのか明確にしてほしい。例えば、工場立地法のように周りに全て

木を植えなさいということになるとか、制限や規制の細かな点について説明をおねが

いします。 

 

○事務局 

   先日行った景観アドバイザー会議の中でもご意見を頂いている状態で、現段階では

具体的な設置基準は定まっていません。富士宮市などは、富士山の景観を維持するた

め細かな基準を設けていますので、情報収集して、今後、設置基準を協議していきた

いと考えております。 

 

 ○事務局 

   景観アドバイザー会議で、今回の都市計画審議会を踏まえて今後基準を定めていく

方針を示させて頂いております。景観アドバイザー会議でも明確な基準を作るよう意

見もありましたので、２月の都市計画審議会の際に審査基準について呈示させて頂き

たいと思います。 

 

 ○議長 

   もう１点、資料４頁の工作物の部分で、「外観の変更」という言葉の意味合いをも

う少し具体的に教えてください。 

 

 ○事務局 

   外観の変更は、鉄塔に関して届出が出ることが多く、塗装の塗り替えや携帯基地局

のアンテナ追加設置や配電盤の取り替えも、外観の変更の届出の対象としております。 

  

 ○議長 

  工作物とは、具体的には「鉄塔」のようなものを想定していると考えてよいですか。 

 

 ○事務局 

   景観条例の中で、細かく工作物の例が記載されております。具体的には、鉄塔のほ

か、煙突や太陽光発電設備、建物の付帯設備も工作物の位置づけとなっています。 

 

○議長 

   更地に太陽光パネルを設置する場合、1,000 ㎡以下なら届出対象とならないのです



か。 

 

 ○事務局 

   市の方針として、色彩や配置について明記をしますが、届出対象の 1,000 ㎡以上と

いうのは土地利用事業の対象事業と同じとなっており、土地利用事業の申請の中で措

置事項ということで、景観に配慮して頂くこととしております。 

 

○●● 委員 

   20m の建築物高さの規制を市内全域で除外してしまってよいでしょうか。きめ細か

な規制のためには、地域の特性に合わせて規制をかける必要があるのではないでしょ

うか。 

 

○事務局 

   20m の規制については、今後も継続して残り、適用除外区域以外は 20m の規制がか

かっていきます。基本は原則 20m までですが、都市計画審議会や景観アドバイザー会

議の同意を得た事業は適用除外とすることができるようになります。 

 

○議長 

   除外区域の地図があれば、わかりやすいと思います。 

 

○事務局 

   次の審議会の際には、資料を提示したいと思います。 

 

○議長 

   他にご質問はよろしいでしょうか。無いようですので、次に進みます。 

 

 

第４号報告 袋井衛生センター敷地における放課後児童クラブの設置について 

 

○議長 

    次に、第４号報告 袋井衛生センター敷地における放課後児童クラブの設置につい

て、事務局から説明をお願いします。  

 

○事務局 

 （説明） 

・建築基準法第 51 条ただし書きに基づく許可地である袋井衛生センター敷地に袋 

井南小放課後児童クラブを設置するにあたり、袋井市都市計画審議会の意見を伺

う。 

 

 



○議長 

   都市計画審議会で認められ建築された施設ということで、一時的に他用途に使用す

ることについて意見を求められているということですが、ご質問、ご意見がありまし

たらお願いいたします。 

   

○●● 委員 

   施設利用について、一時的にということですが、いつまでの計画なのか教えて頂き

たい。また、施設周囲には住宅地がないところであるが治安の面はどうでしょうか、

貯水池があるようだが、子どもたちですので水の事故が心配されるがその対策はどの

ようにするのでしょうか。 

 

○事務局 

   施設借用の期間について、行政組合との協議の中で５年間ということで、話を進め

ております。その間に袋井南幼稚園、袋井南保育所の移転の計画を固め、放課後児童

クラブの最終的な設置場所を定めていくことを予定しております。治安の問題につい

ては、子どもたちは、集団で小学校から来所する形となり、子どもが一人で移動して

くることはありません。帰りについては、必ず保護者が迎えに来ることとしているた

め、暗くなった後に一人で自宅へ帰ることもありませんので、安全は確保されている

と考えております。また、子どもたちの面倒を見る指導員も子ども 10 人に対し１人の

割合で配置を計画していますので、治安の面で心配が生じるようであれば、指導員に

見守りを強化して頂くことで対応していきたいと考えています。水の事故についてで

すが、施設東側の緑地帯にビオトープの池があります。この池は水深が 10～20cm 程度

と非常に浅く、利用者は小学生ですので、この程度の水深であれば特段の問題はない

と考えておりますが、利用する中で気になる点があれば、行政組合と協議して対応し

ていきたいと思います。 

 

○●● 委員 

  この場所が適地かどうかという点でお伺いしたいのですが、一時的な利用と言うこ

とで仕方がないという面もあるかもしれませんが、臭気の問題は大丈夫でしょうか。

また、最近は校庭など学校の敷地であっても出入りが制限されているような状態であ

るので、治安の面からも同じような対策をとらなくてはならないと考えますがいかが

でしょうか。 

 

○事務局 

  臭気の関係ですが、施設の臭気を年２回定期的に計測しております。臭気指数 13

という市の基準がございますが、最近の計測結果は指数 10 程度であり、臭気について

は問題がない状況でございます。 

 

○事務局 

   ２つめの質問についてですが、衛生センターの施設には、１日に数台、午前中のみ



にトラックの出入りがございます。施設に子どもが来所する時間は午後２時以降です

ので、トラックと交錯することはないと思いますが、施設の周囲にフェンスを設置し

て安全確保を図りたいと考えています。子どもたちは、放課後児童クラブでは基本的

に室内で指導員の方と過ごすこととなり、外に出る場合にも必ず指導員が付き添うた

め、安全が図られると考えています。 

 

○●● 委員 

  子どもたちは、基本的には敷地の中だけで活動するのですか。 

 

○事務局 

 基本的には建物の中で過ごしています。時間がある場合には外に出ることもありま

すが、その際には必ず指導員がついて引率しますので、安全が図られていると考えて

います。 

 

○●● 委員 

 南幼稚園、南保育所から施設に行くまでの間に道が狭い部分がありますが、道路混

雑などの問題はありませんか。 

  

○事務局 

   南幼稚園の所で道が狭くなっておりますが、幼稚園と協議して、指導員が誘導して

幼稚園の中を通るように考えております。その先の部分についても、グリーンベルト

を設置して通行する車にも注意喚起し、子どもたちにも指導していきたいと考えてい

ます。 

 

○●● 委員 

   治安の関係、水の関係はよくわかりました。交通の関係で、施設を利用する車両は

午前中だけとのことですが、子どもが出入りする時間帯の車両の出入りは全くないと

いうことでしょうか。敷地内を通る子どもが、施設を利用する車両と交錯するのを一

番心配している。駐車場内でバックしている車との事故という例もある。その辺りが

整理されていれば動線的には問題がないと思います。 

 

○事務局 

   施設内への車両の進入ですが、まず、月２回薬剤搬入のタンクローリーが入ります

が、搬入時間は午前中になります。もう一つ、屎尿浄化槽汚泥の搬出は、毎日２回ほ

ど出入りがございます。時間は朝一番と、午後一番となりますので、子どもが来所す

る午後２時頃には終了しているので、子どもたちが来所する時間とバッティングする

ことはないと考えています。 

 

○事務局 

   ネットフェンスの配置については、資料のとおりとなっています。衛生センターの



車両の出入り口は別に設け、安全確保を図らせて頂きたいと思います。フェンスで囲

まれた敷地内では、子どもと車両が交錯することのない動線となっております。 

 

○議長 

   他にご質問はよろしいでしょうか。質問が無いようであれば、袋井衛生センター敷

地における放課後児童クラブの設置については、審議会として問題がないものといた

します。 

以上で議事は全て終了しました。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。続きまして、次第６そ

の他に移ります。今回は、東名袋井インターチェンジ東側の土地利用について、袋井

駅南街づくり事業についての２件について担当から説明いたします。 

 

○事務局 

（説明） 

 

○事務局 

それでは、せっかくの機会でありますので、都市計画に関する質問、ご意見がござ

いましたらお伺いいたします。よろしいでしょうか。 

   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。 

 

 

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  

 


