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開催日  平成 29 年７月 10 日(月) 

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７月 10 日（月） 

        午後２時 00 分から午後３時 40 分まで 

 

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 10 名）及び 事務局（７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) 報告事項 

   第１号報告 袋井市防災都市づくり計画（案）について 

   第２号報告 袋井市都市計画マスタープランの改定について 

第３号報告 袋井市住生活基本計画の策定について 

 

 

５ その他 

平成 29 年度 都市計画審議会の開催について 
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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 

(1) 報告事項  

 

第１号報告 袋井市防災都市づくり計画（案）について 

 

○議長 

それでは、これより報告事項に入ります。第１号報告袋井市防災都市づくり計画（案）

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） 

・地域課題を共有化し、市民・地域・行政が適切な役割分担のもと、防災を明確に

意識したまちづくりを進めていくための基本方針や具体的な施策を定める、袋井

市防災都市づくり計画（最終案）について報告し、ご意見を伺う。 

 

○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 

   三点、お伺いします。 

一点目は、地域防災計画との関連性と防災都市づくり計画の位置づけについて。 

   二点目は、災害リスクの調査項目を見ると、水害的要素が入っていませんが、その

理由や考え方について。 

   三点目は、総合危険度評価が４以上の地区から具体施策を進めていくとのことです

が、総合危険度評価では４未満ですが個別リスク評価では４以上の地区にはどのよう
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に説明していくのか。 

   以上のことについて、お教え頂ければと思います。 

 

○事務局 

   まず一点目、本計画の位置づけ的なご質問かと思います。 

資料の本編４ページで、防災都市づくり計画の位置づけについて記載しています。 

   今までの都市計画マスタープランには防災に関する視点や記述が少なかったため、

現在改定を進めている都市計画マスタープランでは防災に関する方針を位置づけ、目

指す都市構造の実現に寄与していくことが必要だと考えています。 

   地域防災計画との関連については、地域防災計画では、例えばブロック塀対策など、

個別の事業は入っていますが、例えば、防災の視点で地区計画を策定するということ

は記載されていません。 

   都市防災実務ハンドブックでは、今後、地域防災計画の中に防災都市づくり計画を

位置付けていくことが必要であると示されていますことから、今後、地域防災計画の

見直しをするなかで防災都市づくり計画を位置づけてまいりたいと思います。 

   二点目、水害被害に関してでございますが、袋井市はこれまで内水被害を中心に水

害が数多く発生しており、地形的にも水害と無縁とはいえないことは承知しておりま

す。 

この防災都市づくり計画を市議会に説明する中でも、議員からも水害と地震被害と

のすみ分けが分かりにくいのではというご意見をいただきましたが、この防災都市づ

くり計画については、都市が抱える課題（都市構造上のリスク）に焦点を絞って整理

して計画を策定した旨を説明し、ご理解をいただきました。 

   本編４５ページ以降に、参考資料として袋井市が発表している、水害、土砂災害、

地震等のハザードマップを掲載しています。 

   今後、地域に入っていく際にはこれらを合わせて、地震や水害の対策が根底にある

ことを、改めて説明してまいります。 

   三点目、個別の評価が４以上の地区についてですが、ご指摘のとおり、建物の老朽

化や、狭あい道路など、個別のリスクが高い地区も多くございます。それらの地区は、

まずは市のホームページ等で情報の共有化を図っていくとともに、今後は、現在改定

中の都市計画マスタープランの地域説明会も予定していますが、その際にあわせて個

別に説明してまいります。 

   市としては、防災の組織作りをして具体的な対策を進めていく地区として、まずは、

複合的なリスク、総合危険度評価が高い上山梨や袋井地区などに焦点を絞ってやって

まいりたいと考えています。 

ただし、事務局からの情報提供や説明の段階で、地域からの組織づくりや取り組み

についての要望があった地区には、防災課とも協力して進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

○議長 

   災害の複合リスクについて、お尋ねします。 
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   自然災害といえば、地震、火事、雨が挙げられますが、「地震と土砂災害」、「地

震と火事」のように、災害が複合した場合にどう考えるか。 

   また、災害があったときの道路について、例えば地震発生時や水害発生時では状況

によって異なると思いますが、避難者の車両と負傷者等を緊急搬送する車両とのすみ

わけ、考え方の違いについてお伺いしたい。 

 

○事務局 

土砂災害や水害については、地域防災計画において、それぞれハザードマップで示

されるとともに、その対策等が練られており、例えば土砂災害については、地震が発

生した際にどの場所にリスクがあり、災害時の避難経路などについて地域にお示しし

ています。 

この地域防災計画でカバーする部分と、防災都市づくり計画でカバーする部分とを

分担し合うこととし、防災都市づくり計画は、阪神淡路大震災や昨年の糸魚川大火な

どを踏まえ、都市が抱える三つのリスクに焦点を絞って計画策定を始めたという経緯

があることを、まずはご理解いただきたいと思います。 

土砂災害については、地震とのつながりという観点から、すでに地域防災計画で示

されていますので、今回、改めて周知を図ってまいりたいと思います。 

 

○●●委員 

地震が発生した場合、緊急避難路が指定されており、静岡県内ですと、国道や東名

などの道路が緊急避難路（緊急輸送路）に指定されており、それらの道路については、

企業や消防、自治体などから届出がされ、通行証を持った車両のみが通行でき、それ

以外の一般車両の通行は警察で規制させていただくこととなります。 

通行規制を始めるタイミングについては、発災直後は混乱していて難しいですが、

いったん通行止めをした後に、道路の安全性などを確認し、タイミングを見て通行規

制を開始します。 

緊急避難路（輸送路）はいわゆる大動脈といわれる道路のみであり、一般の道路は

対象外です。 

 

○議長 

他にはよろしいでしょうか。 

無いようですので、次に進みます。 
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 第２号報告 袋井市都市計画マスタープランの改定について 

 

○議長 

    次に、第２号報告 袋井市都市計画マスタープランの改定について、事務局から説

明をお願いします。  

 

 ○事務局 

  （説明及び趣旨） 

・社会潮流や経済情勢の変化等に対応し、新しい時代に求められる都市づくりを目

指すため、策定から 10 年が経過する現行都市計画マスタープランの改定の方針や

現在の状況についてご報告し、ご意見を伺う。 

 

 ○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。 

   

 ○議長 

ひとつ、質問ですが、先ほど市長さんのごあいさつの中で、コミュニティセンター

化に関するお話がありました。コンパクトシティとして、コミュニティセンターを集

落の拠点に位置付けていくとのことですが、拠点として、その機能が重要となってく

ると思いますが、これまでの公民館との違いと、新たに追加する機能などがあるのか

を伺いたい。 

 

○事務局 

まだ、明確にはお答えできない点もございますが、公民館とは、市内各地区に設置

された社会教育法に基づく施設で、事業は社会教育に関する講座等が中心でしたが、

コミュニティセンターへ移行するにあたり、今後は地域にとって必要な、防災や健康

に関する機能を充実させていくと聞いています。 

また、コミュニティセンター化を進める中で、それぞれの地域の実情や地域課題に

応じて行う活動を決めていくということ、これまでの社会教育法の範疇を超え、地域

づくり・まちづくりの活動の拠点という機能が加わってくると認識しています。 

 

○議長 

行政としての機能は追加されるのでしょうか。 

 

○事務局 

今の段階では、市役所の支所・出張所のような行政的機能は持たせないと聞いてい

ます。証明書発行などは、今後はコンビニ交付となっていくようです。 
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○●●委員 

コンパクトシティについて、伺いたいと思います。 

コンパクトなまちづくりになるということで、都市拠点、地域拠点、集落拠点に（施

設や人を）ギュッとまとめていこうとの考え方ですが、それぞれの拠点で人が減って

きている現状、それをどうしていくかがこれからの課題かと思います。 

今後は、拠点周辺に人を集め、人口密度を高めていかないと、拠点周辺にある施設

もいずれ立ち行かなくなってしまう懸念があります。このいわゆる人口問題ですが、

これまでのように、人口が増加していた時代では、周辺に住宅や施設ができて市街地

が広がってきていましたが、これからは逆に中心へとまとめていくことが、コンパク

トシティの考え方だと思いますが、それらの考え方は、この計画のどの辺に反映され

ているのか、お示ししてもらいたい。 

 

○事務局 

●●委員のご質問にご説明申し上げます。 

お手元の冊子、本編２－５ページをご覧ください。 

ここで本市の将来都市構造図を示しています。 

国が示す考え方で言いますと、既存の都市計画区域（市街化区域）の中に人や施設

の集約を図り、拠点化を図る中で、それらをネットワークでつなぐというのが、都市

再生特別措置法に基づく、コンパクト・アンド・ネットワークの考え方であると私ど

もは認識しております。 

袋井市の状況を土地利用の観点で言いますと、本市の市域 108 平方キロメートルの

うち、概ね６割強が田畑などの農地、山林などの自然地で構成され、残りの４割弱が

宅地や公共施設用地や道路用地などという状況になっています。 

袋井市の人口は約８万 8,000 人ですが、人口の分布状況を見ますと、用途地域の内

外それぞれで半分ずつが居住しています。 

本市はこれまで農業を柱に発展してきており、現在では用途の外側に位置する三川、

宇刈、今井、笠原地区などの公民館単位の集落が生まれ、成り立ってきたという経緯

があります。 

それらのことから、今回、本市が目指す都市構造として市域の土地の保全を考えた

場合、用途地域外にも公民館単位で集落拠点を設定し、山や水田など農地の保全をし

ていく必要があると考えます。 

また、都市という観点で見た場合、都市機能が充足された拠点が市内に必要であり

ますことから、袋井駅周辺を都市拠点、愛野駅周辺や上山梨地区、浅羽支所周辺を地

域拠点として位置づけ、それぞれの拠点の性格に応じた都市機能を維持し、配置して

いくこととしています。 

人口に関しましては、資料の１－１２ページ、現況編に今後の人口見通しを記載し

ています。平成 72 年において、自然減で進行した場合では６万 7,900 人となっていま

すが、総合計画においては、定住対策や少子化対策などの施策により、８万人を目指

していくことを目標に掲げています。 
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そういったことから、現在、用途地域内の DID 地区（人口集中地区）に設定されて

いる既存宅地では、引き続きヘクタール当たりの人口密度 40 人を維持し、都市拠点や

地域拠点の都市施設が機能を有効に発揮できるようにするべく、今後定める立地適正

化計画においても拠点へ居住を誘導する施策を展開していきたいと考えております。 

今回、２－５ページで将来都市構造図をお示ししましたが、本市においては袋井駅

周辺の都市拠点や、愛野駅周辺や上山梨地区、浅羽支所周辺の地域拠点に機能を集約

させるだけでは市域全体の保全が図られないと考えることから、今回の都市計画マス

タープランの改定においては、集落拠点についても明確に位置付けて展開していくこ

ととしていますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

○事務局 

「コンパクトシティ」という言葉が先行して独り歩きして、袋井駅周辺の都市拠点

や地域拠点などに押し込めていく、縮小、縮退していくというイメージを持たれるか

もしれませんが、実際には駅周辺など街なかに活用できる土地もなく、すぐやってい

くことは難しいと思います。 

何十年か先にはそうしなくてはならない状況になっていくかもしれませんが、市域

がそれほど広くない袋井市においては、当面の間は、現在の拠点、集落拠点も含めて、

それらをできる限り維持し、既存の道路をネットワークでつないで、不足する施設や

機能は他の拠点などにあるもので賄っていく、そのためには、既存の道路をできるだ

け安全に長く使えるよう、維持や更新などの道路計画に力を入れ、長寿命化に力を入

れていくことが今回の都市計画マスタープランの特徴と言えます。 

今後は、コンパクトシティの概念を念頭に置いて、郊外にむやみに拡大していくこ

とはできる限り抑えていくこととしていきますが、郊外に新しい住宅を建てることで

人口が増えていく要素もありますし、新しい工場や産業を誘致したりすることもある

と思います。街なかに土地がないので、そういった意味では基盤インフラがしっかり

していて今後の影響が少ない場合には開発を認めるなど、場合に応じた判断も必要と

なってくると思います。 

コンパクトという方向性と、それほど広くない市域ですので、今の集落を維持しな

がらまちの活力を維持していきましょうというのが、本市の都市計画マスタープラン

の目指すところとして、改定を進めております。 

 

○議長 

   その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 

○●●委員 

   コンパクトシティを進めることによって、にぎわいが生まれること、歩いて暮らせ

る都市づくり、財政的にも効果があると説明がありました。 

世界的にも国内でもコンパクトシティを進めている都市がたくさんあると思います

が、それらの都市で良い点や悪い点について、弊害や弱点はないのか、暮らしてみて

どうかという事例がありましたら教えてください。 
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○事務局 

  コンパクトシティを国内で先進的に進めている自治体等については、青森市や富山

市が挙げられます。 

青森市はかなり前からコンパクトシティを進めていますが、その理由は、青森市が

有数の豪雪都市であり、郊外部の除雪費用が市の財政を大きく圧迫していること、積

雪による交通網の麻痺を防ぎ、効率的に除雪をするため、街なかに集住するコンパク

ト化を進めたということです。 

街なかに再開発ビルを建設し、当初はうまくいっていましたが、最近はうまくいっ

ていない点も出てきているように聞いています。 

富山市は、郊外への人口拡散により自動車依存が非常に高いことや、人口の低密度

化による行政サービスのコスト増大などの対策としてコンパクトシティの取り組みを

始め、ネットワークとして路面電車、ＬＲＴ（Light Rail Train）を整備し、沿線の

拠点に居住を推進する事業を進めています。これはいろいろな見方があって、鉄道利

用者が増えているなど、市長はその効果等を強調していますが、他のデータでは異な

る結果が出るなど、現時点ではまだ成果の判断はできていません。 

袋井市版のコンパクトシティの考え方は、縮めていこうというのではなく、拠点や

施設など今あるものを概ね維持しながら、より良い効果が出そうな郊外への開発は進

めていこうというものであり、拠点など街なかへ都市機能を誘導していくことは、土

地の所有権の問題もありますし、お金をかけて誘導する施策は財政的にも取りにくい

と思います。 

コンパクトシティの方向性としては、既成市街地を拡散せずに維持して、歩いて暮

らせる街づくりを念頭に置きながら、にぎわいや活力を維持していきましょうという

ものです。 

 

○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。 
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第３号報告 袋井市住生活基本計画の策定について 

 

○議長 

    次に、第３号報告 袋井市住生活基本計画の策定について、事務局から説明をお願

いします。  

 

○事務局 

  （説明及び趣旨） 

・人口や世帯数の減少、空き家の増加やライフスタイルの多様化など、本市を取り

巻く環境の変化に柔軟に対応し、活力ある豊かな暮らしを実感できる袋井市を持

続していくため、現在、策定を進めている計画についてご報告しご意見を伺う。 

 
 ○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。 

  

 ○議長 

この袋井市住生活基本計画は、都市計画以外の要素も入っているかと思いますが、

他の部署は策定に関わっているのでしょうか？ 

 

○事務局 

計画の策定は都市計画課建築住宅係で行っていますが、人の住まいに関する計画で

すので、視点としては都市計画だけでなく、家庭や教育、雇用などの要素も含めて策

定していきます。 

ただ、施策につきましては、主に住宅や建築の視点に絞って展開していく予定です。 

 

 ○議長 

子育て環境について、住宅だけでなく、地域や教育やコミュニティなどもいろいろ

入ってくると思いますが、住宅の考え方にどう反映していくのでしょうか？ 

 

○事務局 

計画策定には、庁内で策定委員会を組織し、子育てやコミュニティ、防災など、そ

れぞれの担当部署に参画してもらい、意見を求め、一体となって策定を進めておりま

す。住宅の視点だけでなく、関連する他の要素も反映し策定する計画でありますこと

をご理解いただきたいと思います。 

 

○事務局 

今のご説明に少し補足をさせていただきます。 

議長がおっしゃるとおり、本計画には、地域や子育て、教育など様々な要素が関係
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してまいります。 

特に、本計画における住宅の問題についてですが、袋井市の場合、２万戸ある住宅

のうち、800 戸ほどの空き家があり、全国水準である 13 パーセントと比較するとまだ

まだ低い状況ですが、今後、高齢化や人口減少などによる空き家の増加に伴い、地域

コミュニティの希薄化や、子どもたちが安全に過ごせる地域の目など防犯の環境が悪

化していくことが考えられますことから、住宅における空き家対策として、現状の空

き家を中古物件として販売する施策や借家として回転を促す施策、シェアハウスなど、

様々な利活用の方法について計画に盛り込むことによって教育につながっていくこと

が期待されます。 

また、一例として、郊外部の農家住宅が空き家として発生した場合には、広い敷地

やゆとりある間取りでのびのびと子育てができる環境として活用するなど、子育て環

境の確保という視点をこの計画に基本方針として盛り込んでいくことを考えておりま

すのでご理解をお願いします。 

 

○議長 

   その他にご意見、ご質問はありますでしょうか。 

 

〇●●委員 

都市計画マスタープランについてはある程度の方向性を示して誘導していくとのこ

とですが、この住生活基本計画については、国の政策があり、事業者の経済活動があ

り、また、個々の消費者のマインドがあるなかで、それらを一つにまとめて策定して

いくことは非常に難しいなと感じています。 

その中で、単なる計画といいますか、目標を設定することにとどまらず、どうやっ

て実効性を設けていくかが難しい課題としてあると思います。落としどころをどのよ

うに考えているのか、市としてどのような方向にもっていくのかをもう少しお示しし

ていただけたらと思います。 

 

○事務局 

目標を掲げることはできるかもしれないが、計画を実行に移していくことは非常に

難しいのではというご意見をいただきましたが、（実行に移していくにあたりまして、）

住宅の施策については、単純にプラスアルファとして補助金を与えて推進していくと

いう方法もありますが、本市では、補助による住宅施策で定住の促進や居住地の誘導

を図るのではなく、市のバランスも考えながら施策を進めていくことを考えています。 

一例としては、袋井市版の子育てしやすい間取りなどを提示し、子育てしやすい住

宅を作っていくこと、また、中古住宅の流通を活性化させるために、市では市民への

啓発を進めていますが、啓発を通じて住宅産業を活性化していくことも考えていきた

いと思います。 

また、国が単独で行っている住宅施策もありますが、市民への周知が十分であると

は言えない状況であり、今後はより市民に提供していきたいとも考えています。 

他にも、住生活基本計画には、住宅のみならず住宅セーフティネットといった視点
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もあり、世の中には住居に困っている方もいらっしゃいます。 

本市の市営住宅は老朽化が進行していますが、市の財政的なこともあり、段階的な

改修となっています。より効果的に住宅困窮者を救う方法として、本市の場合、他市

と比較してアパートの戸数も多いことから、そちらへ誘導するなどソフト的な施策に

ついても併せて考えていきたいと思います。 

 

〇●●委員 

住宅政策は非常に重要で、経済的にも建物の長寿命化が求められているのですが、  

実際は、需要に応じて安価な住宅を次々と供給していくような政策となっています。 

この結果、袋井市の場合は、今後の高齢化の進展の問題や、一つの地区に子供が集

中するような年齢的なアンバランスが生じている問題などに表れていると思います。 

この住生活基本計画は、長期的な視点に立ってバランスがとれたまちを作っていく

のに重要な施策であると感じています。 

行政だけでなく、市民、事業者の連携が求められていますが、協働で進めていける

施策を考えていただき、まちづくりという長期的な視点でもって、取り組んでいくこ

とをお願いしたいと思います。 

 

 ○議長 

住宅のストックのお話がありましたが、空き家が 800 戸もあることを一般の方は知

らないのだと思います。国土交通省でもリノベーションなど空き家対策に補助を出し

ていること、若い人には上乗せがあることも知らないのではないでしょうか。 

そのようなことを積極的にＰＲしていただき、ストックを減らしていくよう、意見

として申し上げます。 

 

○議長 

   他にご意見、ご質問はよろしいでしょうか。 

以上で議事は全て終了しました。 

今後の進行は事務局へお返しします。 

 

  



11 
 

○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。 

続きまして、次第６その他に移ります。今回は、平成 29 年度都市計画審議会の開催

について担当から説明いたします。 

 

○事務局 

（説明） 

 

○事務局 

ご質問、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。 

   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。 

 

 

 

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  

 


