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開催日  平成 29 年 12 月 20 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 12 月 20 日（水） 

        午後３時 00 分から午後４時 20 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 12 名）及び 事務局（８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 委員紹介 

 

５ 議事 

(1) 会長選出 

 

６ 報告事項 

  第１号報告 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号報告 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号報告 中遠広域都市計画 地区計画の変更について〈袋井市決定〉 

  第４号報告 中遠広域都市計画 下水道区域の変更について〈袋井市決定〉 

 

７ その他 

袋井市都市計画マスタープラン（案）の策定について 

袋井市住生活基本計画（案）の策定について 

 

  



1 
 

会 議 録 

 

１ 開会 

 

２ 市民憲章唱和 

 

３ 市長あいさつ 

 

４ 委員紹介 

  都市計画審議会の改選（任期：平成 29 年９月１日から平成 31 年８月 31 日まで）があ

ったことから、各委員の紹介を行った。 

 

５ 議事 

(1) 会長選出 

  都市計画審議会会長に村松博之委員が選出された。また、会長代理として内田正春

委員を選出した。 

 

６ 報告事項  

 （会議録署名人に太田忠行委員を指名した。） 

 

第１号報告 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号報告 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号報告 中遠広域都市計画 地区計画の変更について〈袋井市決定〉 

 

 （概要） 

袋井駅南地区は、都市計画マスタープランで市の中心核として位置づけられ、また、

駅南田端地区整備計画（H20.５月）、袋井駅南地区まちづくり計画（H26.５月）に定め

られたまちの将来像の実現に向けて、施設の整備や各種都市計画決定が行われている。 

既存市街地の田端地区で展開する袋井駅南都市拠点土地区画整理事業の進捗に合わ

せ、南口駅前線沿線において商業系土地利用を誘導し、にぎわいの創出を図るため、容

積率や建ぺい率を変更して建物の高度利用を図り、併せて火災時の周囲への延焼防止の

ため準防火の指定を行い、用途地域と地区計画の併用により、「うるおいのある質の高

いまちなみ景観と、便利で活気のあるにぎわいが調和したまちづくり」を推進すること

を目標とする。 
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○ 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 用途地

域の変更について、事務局から説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

（第１号報告、第２号報告、第３号報告について説明。） 

 

○ 議長 

ただいま、第１号報告から第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 

第３号報告の地区計画の変更の関係で、「Ｄ：駅前商業地区」は用途を近隣商業地

域とし、にぎわいのある土地利用を誘導するとのことですが、地区計画において１ｍ

壁面後退をすることで逆ににぎわいを失う可能性もあると考えますが、壁面後退する

こととした理由についてお伺いしたい。 

 

○ 事務局 

壁面後退を行うのは、都市計画道路南口駅前線及び都市計画道路駅南循環線沿線に

ついてですが、当初、南口駅前線沿線については、地域と意見交換をする中で、景観

の観点から後退しないという意見もありましたが、高密度な土地利用を図るため、駅

南循環線と合わせて壁面後退させることとしました。 

Ｄ地区内部については、狭小宅地もあり、また、区画整理事業による換地等により

既存不適格となってしまう可能性もあることから、土地の有効活用を図り良好な住環

境を確保するため、壁面後退はしないこととしています。 

 

○ ●●委員 

「Ｄ：駅前商業地区」について、用途が変更となるとともに壁面後退により建築制

限がされることで土地の利用が不利になることに関して、制限の緩和策などを検討さ

れましたか。また、説明会などにおいて、土地の利用価値が下がる旨の説明を、土地

所有者のほかに、事業者などの土地利用者にされたのでしょうか。 

 

○ 事務局 

制限の緩和策については、特に検討はしておりませんが、土地区画整理事業の地権

者会など個別の説明会において、この地区計画の建築制限などについても説明を行い、

ご理解をいただいたうえでこの地区計画を定めてきております。 

 

○ ●●委員 

地区計画の建築物等に関する事項、規制については、条例化するのですか。 
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○ 事務局 

地区計画の条例化は考えておりません。地区計画で定める内容に関して、自治会な

ど地域住民で組織する団体などで見守りをしていただくこととしております。 

 

○ ●●委員 

地区計画において、「Ｅ：沿道住宅地区」、「Ｆ：一般住宅地区」について、用途

地域としては第二種住居地域ですが、最低敷地面積を 165 ㎡としている考え方につい

てお伺いします。また、高さの最高限度についてもそれぞれ 15ｍ、12ｍとしている考

え方についてもお伺いします。 

 

○ 事務局 

まず、最低敷地面積 165 ㎡の考え方ですが、この田端地区は昔ながらの集落で、地

区の南側には農家住宅が立地し、東側には敷地面積 50 坪程度の狭小な住宅が立地する

など、土地の利用状況や所有状況が複雑になっています。区画整理事業における換地

の考え方としては、もともと所有されている権利面積に対して換地をしていきますが、

狭小な敷地の方を減歩すると、換地後に移転して新生活を始めるのに支障が出てしま

うということもあり、保留地などで調整を図りながら区画整理事業の方針と合致する

ようにして最低敷地面積を 165 ㎡に決定しました。 

 

○ 事務局 

高さについても、一部区域を除いて市内全域では最高限度 20ｍとして、敷地間の通

風や日照の確保や街並み景観の統一を図ることとしていますが、南口駅前広場周辺と

都市計画道路駅南循環線沿線については、にぎわいを創出するために高さ制限を設け

ないこととしています。 

また、「Ｅ：沿道住宅地区」にはマンションなどを計画されている地権者もあり、

住環境とにぎわいを両立させるために高さ制限を 15ｍに、「Ｆ：一般住宅地区」は、

日照や通風などの住環境の維持のために高さ制限を 12ｍとしています。 

 

○ 議長 

準防火の設定について、お尋ねします。 

近隣商業地域、第二種住居地域、ともに壁面後退をするようにしており、近隣商業

地域は準防火の設定をするのですが、住居系の地区についても同様に準防火の設定を

するのかについてお伺いしたい。 

 

○ 事務局 

まず、基本的な考え方についてでございますが、容積率が高くなる近隣商業地域は、

準防火の指定を行うよう、静岡県の「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」で

示されており、袋井市もその指定基準に則り準防火とすることとしていますが、住居

系の地域については区画整理事業を行っていますが、地権者の中には建替をしていた
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だくほかに曳家を検討する方もおり、その場合は家屋を準防火仕様に改修することが

課題となり、それらも含め地域と話を進める中で準防火の指定をしないこととなりま

した。 

 

○ 事務局 

補足説明をいたします。資料 11 ページをご覧ください。併せて、前面プロジェクタ

に投影する地図もご覧ください。 

壁面後退について整理しますと、Ｄ・Ｅ・Ｆ地区のうち、都市計画道路南口駅前線、

都市計画道路駅南循環線の２路線に接する地区は１ｍの壁面後退をしていただくこと

とし、２路線以外の区画道路に接するＦ地区については壁面後退をしないこととして

います。 

また、準防火の設定についてですが、Ｅ地区、Ｆ地区の用途指定は第二種住居地域

のままとし、建ぺい率 60％、容積率 200％で変更はありませんが、Ｄ地区は用途を近

隣商業地域に変更し、建ぺい率 80％、容積率 300％となり、高い建物が立地すること

が想定されます。用途指定の変更にあたり、静岡県の「用途地域等に関する指定方針

及び指定基準」に基づき、近隣商業地域は併せて準防火指定をしていくことを地域に

説明し、組合員のご理解を得て決定しております。 

なお、Ｆ地区で壁面後退をしないことについては、先ほど、最低敷地 50 坪について

お話をしましたが、区画整理事業では、地権者がもともと所有されている権利面積に

対して換地をしていきますが、それだと面積が狭小になり、建物が合理的に建てられ

なくなってしまいますことから壁面後退をしないこととしています。 

 

○ ●●委員 

北側斜線の制限をすることについては、良好な住宅地を形成するためかと思います

が、このことにより、建設される建物が南側に寄ることになると思いますが、宅地の

有効利用を考えたとき、敷地北側に高い建物を建てられなくなることについても土地

所有者等に説明をされてご同意いただいているのか、お伺いします。 

 

○ 事務局 

資料 11 ページをご覧ください。 

この北側斜線の設定としては、４階建ての建物は北側から１ｍほど離せば建てられ

る想定になり、地権者等のご理解をいただいています。 

北側斜線設定にあたっては、新築する場合のほかに、既存家屋を曳家移転した場合、

また、日影が北側のお宅にどのように掛かるかということについてもシミュレーショ

ンを行い、地権者等にはそれら結果について説明を行い、ご理解を得ております。 

 

○ 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４号報告 中遠広域都市計画 下水道区域の変更について〈袋井市決定〉 

 

 （概要） 

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。 

 

○ 議長 

それでは、これより報告事項に入ります。第４号報告 中遠広域都市計画 下水道

区域の変更について、事務局から説明をお願いします。 

 

○ 事務局 

（第４号報告について説明。） 

 

○ 議長 

ただいま、第４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 

現在の、袋井市の公共下水道区域における下水道接続率はどれくらいですか。また、

未接続の方の浄化方法はどのようになっていますか。合併処理浄化槽なら了としてい

ますか？ 

 

○ 事務局 

下水道接続率は平成 28 年度末で約 88％であり、残る 12％の方は接続していません。

未接続の方の内訳としては、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽、汲み取りとなります。 

毎年、接続推進員が接続率の向上を目指して各家庭を訪問していますが、接続費用

も高額であるということで、高齢の世帯の方などは接続が進んでいない状況です。 

お盆など、ご家族が集まる時期に訪問して下水道の案内パンフレットをお渡しし、

世帯主が交代する時などに接続していただくようお願いをし、接続率の向上に向けて

取り組んでおりますのでご理解をお願いします。 

また、合併処理浄化槽の方にも、下水道料金など公平を保つために、下水道への接

続をお願いしています。 

 

○ ●●委員 

公共下水道区域を縮小し、合併処理浄化槽の区域を増やしていくということは、市

の財政的な関係からと思いますが、今回、下水道区域から除外されるエリアの方が建

物を建設する際は、浄化槽の設置が必要となるなど、個人の負担が増えることとなり
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ますが、袋井市の補助金の予算額やその執行率などの状況について教えてください。 

 

○ 事務局 

合併処理浄化槽設置に係る補助金につきまして、本年度の予算額は約１億２千万円

で、設置基数は、付け替え、新設、合わせて 260 基を想定していました。 

現在は予算枠の上限に達し、補助金交付申請の受付を終了しています。補助対象基

数は約 250 基で、合併処理浄化槽への付け替えが増えています。 

その理由としては、昨年度に実施した住民説明会おいて、下水道区域が縮小となる

ことについて説明したのですが、下水道が来ないことを知り、単処理浄化槽から合併

処理浄化槽への付け替えをする市民が増加したことがその理由のひとつかと推測して

います。 

また、維持管理費については、合併処理浄化槽の方が下水道よりも高いことが明ら

かとなっており、個人負担に関する格差を是正するために、維持管理に対する新たな

補助制度を平成 32 年頃から設けていくとともに、今後、定期的に下水道使用料の見直

し実施していくこととしています。 

このように、汚水処理については、下水道に加えて、合併処理浄化槽の付け替え等

も進め、公共下水道と合併処理浄化槽の両輪により、汚水処理人口の普及率を上げて

いくこととしていますのでご理解をお願いします。 

 

○ ●●委員 

今回、合併処理浄化槽の方の戸数が増えていくと思われるので、補助金制度の充実

について、今後、検討をお願いします。 

 

○ 事務局 

新設に対する補助については、付け替えの場合と比較して手厚くする方向で検討し

ておりますのでご理解をお願いします。 

 

○ 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。 

 

○ 議長 

続いて、「７ その他」に入ります。袋井市都市計画マスタープランの（案）の策

定についてと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。 

 

７ その他 

袋井市都市計画マスタープラン（案）の策定について 

袋井市住生活基本計画（案）の策定について 
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○ 事務局 

（説明及び趣旨） 

・袋井市都市計画マスタープランと袋井市住生活基本計画の関連性について整理して

説明するとともに、両計画と密接な関わりのある立地適正化計画と空き家対策計画

について、計画の概要及び今後の展開について説明。 

・これら四つの計画について、今後、都市計画審議会委員の皆様から幅広くご意見を

お願いする。 

・本日資料提供する都市計画マスタープラン（案）と住生活基本計画（案）について、

ご一読いただき、１月末を目途にご意見をいただきたい。 

 

○ 議長 

ただいま、事務局から説明のありました、袋井市都市計画マスタープランと袋井市

住生活基本計画については、委員の皆様もご一読いただき、ご意見を事務局にお願い

します。 

それでは、以上で本日予定しておりました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。また、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。 

せっかくの機会ですので、都市計画に関するご意見等ありましたらお願いします。 

 

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  

 


