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開催日  平成 29 年２月 15 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 29 年２月 15 日（水） 

        午後１時 30 分から午後３時まで 

 

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 12 名） 

永田勝美、大石重樹、村松博之（会長）、住谷正子、 

石田隆弘、太田忠行、中川智之、豊田浩子、 

早川麻由美、戸塚佳寿好、北澤博、小林勝己 

 

事務局（７名） 

安間隆行 都市建設部長、尾崎元久 都市建設部技監 

石田和也 都市計画課長、清水修二 まちづくり計画室長 

鈴木俊宏 主査、堀野晃広 副主任 

榛葉和弘 建設課長、八木順一 建設課主幹兼管理係長 

 

 

※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 中遠広域都市計画道路の変更〈静岡県決定〉について（諮問） 

→原案のとおり了とする答申 

   第２号議案 中遠広域都市計画特別用途地区の決定〈袋井市決定〉について（付議） 

→原案のとおり議決 

(2) 報告事項 

   第１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について 

   第２号報告 袋井市公共サイン整備計画（ガイドライン）の策定について 
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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 

審議事項  

 （会議録署名人に豊田浩子氏を指名した。） 

 

第１号議案 

 中遠広域都市計画道路の変更〈静岡県決定〉について（諮問） 

（概要） 

森町袋井インター通り線は、新東名高速道路森掛川インターチェンジと東名高速道路

袋井インターチェンジ及び国道１号バイパスを結ぶ広域幹線道路として、平成３年９月

に４車線で都市計画決定されたが、将来交通量の減少などを踏まえて袋井市深見から森

町円田までの区間について車線数を２車線に変更するとともに、この変更に伴う幅員減

少に併せて、接続する山梨中央通り線の起点を変更する都市計画決定を平成29年３月に

県が行う。 

 

○議長 

それでは、これより審議事項に入ります。 

第１号議案 中遠広域都市計画道路の変更〈静岡県決定〉について、事務局から説明

をお願いします。 

  

○事務局 

（第１号議案説明。） 

 

○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。 

ご意見、ご質問はございませんか。（質疑無し） 

それでは、こちらは審議事項になりますので採決を行いたいと思います。第１号議
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案を本案のとおり「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１号議案については本案のとおり

「了」とする答申をさせていただきます。 

 

第２号議案  

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〉 

（概要） 

  袋井市総合体育館は、久能地内の旧パイオニアディスプレイプロダクツ(株)の駐車

場跡地を建設予定地として決定しておりますが、大規模な運動施設や観覧場の建設が

制限されている「第１種住居地域」であることから、袋井市総合体育館の建設を実現

するため、建築条例の制定と併せて建設予定地を特別用途地区に指定する。 

 

○議長 

続きまして、第２号議案です。第２号議案 中遠広域都市計画特別用途地区の決定

〈袋井市決定〉について、事務局からの説明をお願いします。 

 

 ◯事務局 

  （第２号議案説明。） 

 

○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。 

ご意見、ご質問はございませんか。 

ないようですので、決を取りたいと思います。第２号議案を本案のとおり「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２号議案は本案のとおり「了」とす

る答申をさせていただきます。 

 

報告事項  

第１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について 

（概要） 

平成21年３月に定めた景観形成ガイドプランについて、その後の社会情勢や市民意

識の変化により、太陽光発電設備等の再生可能エネルギー事業や建築物の高さ制限な

ど、景観に関する新たな課題が明らかになりつつあるため、袋井市固有の景観保全を

図りながら、これらの課題を整理するとともに、適切な景観形成の実現のため、袋井

市景観形成ガイドプランの改訂を行う。 

 

 

○議長 

それでは、次に、第１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

改定について、事務局から説明をお願いします。 
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 ◯事務局 

（第１号報告説明。） 

 

○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。 

 

 ◯●●委員 

   「各会議における主な意見と対応」のところで、前回、基地局は前半の文章の“農

の風景を阻害する要因となる太陽光設備”と同列の位置にあったのに、太陽光発電設

備や携帯基地局の設置は今回後半の周辺の景観を阻害しないよう色彩などに配慮する

という文章になっている。前の方の携帯基地局は入っているという判断でよろしいで

しょうか。 

  

◯事務局 

   携帯電話の基地局ですが、従前の内容からも適用除外の中に含まれています。具体

的にはＡ３の資料をご覧ください。一番上が高さの行為の制限になっているのですが、

既に電気事業などの公益事業が、市長が特に認める行為ということで位置付けされて

いまして、その中に携帯電話の基地局も同様に入ってくるため、適用除外として運用

はしてはいたのですが、実態として位置付けがなかったので今回はそういった内容を

明記しております。基地局についても農の風景を阻害というのは十分考えられるもの

ですから、色彩への配慮という形で文言を新たに加え、今後の方針としてそのように

景観への配慮を促すように考えています。 

 

 ◯●●委員 

   もう一つ、「袋井市議会 建設経済委員会」の変更後というところで、自立した太

陽光発電設備は、斜面等に設置することを避けるというところの“斜面”は含まれる

のか。 

 

 ◯事務局 

   そこは差替えした部分で修正されてなくて申し訳ないのですが、２ページに関して

は事前に送付されたものが正しいものになります。“丘陵地等に自立した太陽光発電

設備の設置は避け周辺景観に配慮することとし、やむを得ず設置する場合は周囲を生

け垣などで囲う等の目立たなくなるよう努める”ということで、丘陵地斜面に直接設

置するという文言は今回外させて頂いております。運用面で具体的にどこまで景観で

制限がかけられるのかというような所を議論した中での結論ではございますが、太陽

光発電の設置の制限に関しては、事前に送付した内容にて今後改正の方を検討してい

きたいと思っております。 
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 ◯●●委員 

   丘陵地への設置については、制限というより努力義務で、制限とは言えないと思い

ます。この文章だと平地に設置する太陽光についての制限は無くなりますというよう

にみえますがそれはいいのでしょうか。 

 

 ◯事務局 

   特に丘陵地が目立ちやすいということから代表で記載させて頂いていましたが、丘

陵地“等”ということで平地や田園のような場所でも生け垣などで囲むなど目立たな

くなるよう景観に配慮してもらうような制限として同様にかかってくるようになって

います。 

 

 ◯●●委員 

   “等”に普通の土地も含まれるということですね。それはお願いするだけの制限な

んですか？これは意見なんですが、もう少し制限を付けた方が良いと思う。例えば周

辺何ｍの空地を設けるとか、風致地区でしたら緑地帯を設け植栽を何本するだとか

色々制限はありますけど、そんなに厳しい制限ではないと思いますが、特に大きい所

ですと敷地いっぱいまで太陽光パネルで埋まってしまったり。この方針だけですと制

限が効かないと思うんですが、あった方がいいとは思うんですけど。もしそういった

例があるところが分かるようでしたら教えて頂きたい。 

 

◯事務局 

   貴重なご意見ありがとうございます。壁面後退などの事例を含めて調べさせて頂い

て、次回の時に事例の紹介や、今ご意見伺ったような生け垣からパネルの間に数メー

トルの空地を設けるような制限が加えられるようでしたら変更後の部分に追加をさせ

て頂きたいと考えています。 

 

◯●●委員 

  丘陵地等とは平地も含めるという説明でしたが、この文面からすると“丘陵地等へ

の自立した太陽光発電の設置は避け”というのは、斜面の部分での大規模な太陽光発

電設備は避けて欲しいというように取れるんですが、この“等”はここにつけるべき

でしょうか？やめてくださいという意味でやるんだったら丘陵地は特に避けてほし

い、平地でも自立した設備は避けてほしい、と明確にしたほうがよいのではないでし

ょうか。 

 

◯●●委員 

  ガイドプランを見ると、ここで書かれたものは行為の制限ということで、景観法１

６条第１項の届出を要する行為の制限について定めたものであって、ここの行為を超

えたら届出をしなさいという趣旨ですよね。書いてあるからこの行為をしてはならな

いというような規制の内容ではない。ですので、厳しく記載すれば行われないという

訳ではなく、これを超えたものは届出をする、それによってまた行政指導が行われる、
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線引きという位置付けだと解釈しています。 

 

◯●●委員 

  そうですね。面積制限のような制限があって、届出があって、届出の内容に細かい

制限がかかってくる、という流れだと思いますが、条例で数字は決められているんで

すか。 

 

◯事務局 

  届出の対象行為として、敷地面積 1,000 ㎡を超えるものに関しては基本届出の対象

範囲になっていて、そのものに行為の制限がかかってくるようになります。高さ制限

の２０ｍや色彩の制限、あとは議論いただいている配置の制限もここで制限がかかっ

てきます。 

 

◯●●委員 

  太陽光もモジュール５００㎡以上の面積制限がかかってくるのでしょうか。 

 

◯事務局 

  太陽光発電の届出対象行為を今回変更していまして、土地利用事業として 1,000 ㎡

を超えて土地に自立設置するものは今までも要件を満たしていたのですが、建築物に

設置する場合が届出の対象になっていなかったということで、パネルの面積で 500 ㎡

を超えて敷地面積が 1000 ㎡を超えるものに関しては届出の対象として今回新たに位

置付けをしております。 

 

◯●●委員 

  ガイドプラン１６１ページ届出対象行為の、「次に掲げる行為を行おうとするもの

は、景観法の届出を行う必要がある」ということですよね。その一つ前のページの配

置の部分に制限の内容について記載されていますが、１５６ページにも行為の制限が

あって、「建築物及び工作物の高さや色彩等について景観法第１６条第１項の届出を

要する行為の制限は次のとおりとする」、アで高さ、イで色彩、ウで配置ということ

で３つの項目があって今回ウの配置について、ここに書かれた制限を超えるものに関

しては届出を要するという話ですよね。 

 

◯事務局 

  届出に関しては、届出対象の行為の中での考えですから敷地面積で 1,000 ㎡を超え

たものがほかの行為に制限がかかってくるというような解釈になります。運用面では

届出対象にかかってこないと行為の制限そのものが直接関与することはないという扱

いです。 

 

◯●●委員 

  ここに書かれた制限内であれば届出を要することなく自由にできますよという話で
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すよね。制限を超えたものは届出の対象になるということで、ここに書かれた基準で

もって現場の太陽光パネルの配置が作られないという意味での制限ではなく、届出を

要するか要さないかという意味での基準ということですか。 

 

◯●●委員 

  敷地面積1000㎡かつモジュール500㎡を超える太陽光パネルは制限が全てかかって

くるが、それ以外のものは一切制限がかからないということでしょうか。 

 

◯事務局 

  制限がかかるのは届出対象行為のみになります。先ほども配置の制限など小規模な

太陽光では運用上制限はかからないという形にはなってきますが、市の方針としては

こういう形で指導や相談があった場合は景観に配慮した生け垣の設置等を指導の中で

行っていくという形です。 

 

◯●●委員 

  お願いをしていくということになりますか。 

 

◯事務局 

  今まで太陽光発電に関する市の方針そのものの位置付けが無かったので、今回加え

るという形です。 

 

◯●●委員 

  文言が難しいため、もう少し分かりやすくまとめて説明していただけるといいので

すが、結局はどういうことでしょうか。 

 

◯事務局 

  繰り返しになってしまいますが、１５６ページ以降高さ、色彩、配置それぞれ行為

の制限の記述をさせて頂いております。原則、届出対象外のものに関しても基本的に

はこの方針にのっとって土地利用並びに建築行為にはかって頂きたいというのが大前

提にあります。ですので、小規模なものであっても色彩（ア）のところに色相や彩度

等明記しておりますので、努力義務ではありますが、極力こちらに沿って進めて頂き

たいというようなことを記載しています。イの色彩の（ウ）とウの配置の（イ）に関

しては、現在の、改定前のガイドプランでは太陽光に関する文言というのは一切記載

をしていない状況でした。ですが、自然エネルギーの活用というようなことから本市

においても太陽光パネルの設置が見られてきています。このようなことから、今回２

点、市の考え方を追加させて頂きました。その一つの内容が１５８ページの色彩の（ウ）

で、“太陽電池モジュールは、黒色又は濃紺色若しくは低明度かつ低彩度で反射がし

にくいような目立ちにくいものにして下さい”というようなものと、もう一つは配置

についてです。どこにつけられてどこがつけられないかということに関して、景観計

画の中で土地利用の制限までかけることは困難であるため、設置の考え方を制限の内



7 
 

容のウ（イ）のところで述べさせて頂いています。 

また、全体の考え方として市へ届出をしていただく行為の範囲を 161 ページに記載

をしています。建築物の場合であれば、高さが 15ｍを超えた場合には面積の大小関わ

らず届出を出していただきます。また、高さが 15m を超え、かつ敷地面積が 1,000 ㎡

を超えている、このような場合も提出してください、と。このような状況により、建

築物の新築、増築、改築や外観を変更する色彩の変更、それから工作物の新設、改築

など、それぞれ届出の範囲を明確にさせて頂いております。 

 

○議長 

 よろしいでしょうか。第１号報告については、ほかにございませんか。 

 ないようですので、次に進みます。 

 

第２号報告 袋井市公共サイン整備計画（ガイドライン）の策定について 

 

（概要） 

 道路案内サインや歩行者案内サインなどの公共サインは、多くの人が目にし、目的

地までの円滑な移動を支える役割を担っている。高齢化や国際化、観光立国の推進、

景観への意識の高まりなど社会情勢が変化する中で、誰にとってもわかりやすく、ユ

ニバーサルデザインや景観に配慮した公共サインを目指し、国や県のガイドラインに

基づき、市の景観や観光等に関する各種計画を踏まえて策定を行う。 

 

○議長 

それでは、次に、第２号報告 袋井市公共サイン整備計画について、事務局から説

明をお願いします。 

  

◯事務局 

（第２号報告説明。） 

 

○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。 

   ご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

以上で議事は全て終了とさせていただきます。 

 

○事務局 

会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

しても長時間にわたるご審議をいただきありがとうございました。 

都市計画に関するご質問、ご意見等ございましたら時間をとらせていただきますが、

何かございますでしょうか。 
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○●●委員 

駅南地区の進捗について教えてください。 

 

○事務局 

   現在、ニチアスさんのところから袋井駅南口につながる東西の都市計画道路がござ

いまして、そちらの北側、全体では 1.7ha ございますがそのうちの一部、0.7ha の現

場が進んでいる状況です。その中で計画されている医療施設については今月、２月１

日に精神科の医療施設が開業しています。それとあわせまして薬局も開業しています。

今後４月１日に整形外科クリニックが開業します。あと、0.7ha の中にもう２つの施

設を持ってきたいということで、１つは循環器・内科系の医療施設、もう１つは高齢

者福祉施設、これらを誘致したいということで現在土地利用の諸手続きが進められて

います。残りの１ha についても、順次、保育、医療、福祉、こういったものの誘致を、

民間事業者が主体となって展開していく予定となっています。 

   前回も、駅南の状況、袋井インター東側の土地利用の状況等も報告させていただい

ておりますので、今後におきましても、適切な時期を見計らいながら報告をさせてい

ただきたいと考えております。 

 

○●●委員 

   第２号報告なんですが、ユニバーサルデザインというのは、市民の皆さんがすべて

十分に認識しているわけではないと思うので、せっかくこのような公共サインの計画

を順次進めていく中で、このような公共サイン、ユニバーサルデザインというものを

周知していくやり方について、今考えがあれば伺いたいです。 

 

 ◯事務局 

ありがとうございます。このような考え方があるということについて、県や国、近

隣含めて連続性、統一性を持たせた定義をしていくということが一つの目的となって

います。まず一つは、ラグビーワールドカップにむけて、ここ２年くらいの間に必要

なところはしっかりと整備をしていきます。これは地域の皆様にもかかわりのある話

しでございます。建設課でもこの計画をホームページに掲載するなどにより周知をは

かっていきますが、具体的なところは今後検討し皆様に知っていただけるような体制

を作っていきたいと思っています。 

 

○事務局 

  ほかにはよろしいでしょうか。 

  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  

 


