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【午後１時３０分：開会】

○ 都市計画課計画係 寺田主幹

本日は、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

ただ今から、袋井市都市計画審議会を開会させていただきます。本日は委員15名中、11

名の御出席をいただいております。審議会条例第７条第２項の規定による定足数を満たし

ておりますので報告申し上げます。

本日の審議会は、事前に配布させていただきました資料に基づきまして、国土利用計画

袋井市計画（案）について御説明をさせていただきます。なお、私は、司会進行を務めさ

せていただきます、都市計画課計画係の寺田と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、審議会の開催にあたりまして、市長からご挨拶を申し上げます。

○ 市長

「市長挨拶」

○ 都市計画課計画係 寺田主幹

続きまして、笠間会長からご挨拶をお願いいたします。

○ 会長

「会長挨拶」

○ 都市計画課計画係 寺田主幹

ありがとうございました。

ここで、市長は公務のため、退席させていただきますますので、よろしくお願い申し上

げます。

それでは、これからは次第に従いまして、会長に議事の進行をお願いいたします。

○ 会長

それでは、審議会を進めさせていただきます。

まず、会議録署名人でありますが、運営規定第５条第１項の規定にあります、議長及び

議長が指名した委員１名が署名をすることとなっておりますので、私から指名させていた

だきます。署名人は、久野鉄平委員さんにお願いいたしたいと思いますが、ご異議ござい
く の て つ へ い

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議無いようでありますので、署名人は、久野鉄平委員さんにお願いいたします。
く の て つ へ い



それでは、これより協議事項に入ります。

今回の協議事項は、先程からお話の出ております国土利用計画袋井市計画（案）につい

てであります。この案件につきましては、８月31日に開催した都市計画審議会において素

案を協議いたしております。

それでは、本日の計画案について、事務局からの説明をお願いいたします。

○ 都市計画課長

それでは、協議事項「国土利用計画袋井市計画（案）」について説明させていただきま

す。「国土利用計画袋井市計画（案）」につきましては、前回８月31日に開催いたしました

本審議会において素案として説明させていただきましたが、主に治水対策の必要性につい

て御意見をいただいたところでございます。

その後、静岡県との調整や市議会へもお諮りいたしましたが、市議会からは、①秩序あ

る土地利用の推進、②小笠山山麓の開発における自然環境との調和、③農業を守っていく

ための施策、④工業用地面積の再検討につきまして、御意見として頂戴いたしましたので、

庁内で再検討を行い、今回、最終案としてお諮りするものであります。

本日の会議資料といたしまして、「国土利用計画袋井市計画（案）」によりまして計画案

の要旨を説明させていただき、「計画書（修正箇所見え消し表示）」により素案からの修正

点について説明させていただきます。

初めに、「国土利用計画袋井市計画（案）」を御覧ください。

表紙をめくっていただき前文、そして次のページに目次がございます。この目次であり

ますが、第１から第３の構成となっておりまして、国土利用計画法施行令により、「１

市域の土地の利用に関する基本構想」「２ 市域の土地の利用目的に応じた区分別の規模

の目標及びその地域別の概要」「３ 規模の目標を達成するために必要な措置の概要」の

３項目を定めることとなっております。

次に１ページを御覧ください。

「第１ 市域の土地の利用に関する基本構想」でありますが、はじめに、市町村計画策

定の意義を掲げております。21世紀を迎え、少子・高齢社会の本格的な到来を迎え、都市

づくりにおいても、拡大成長型都市づくりから集約された秩序ある都市づくりを進める必

要があります。国土利用計画袋井市計画は、袋井市総合計画で定めたまちの将来像「人も

自然も美しく 活力あふれる 日本一健康文化都市」を実現するため、市域全体の計画的

かつ総合的な土地利用に関する指針として策定するものでございます。



次に２ページ、３ページを御覧ください。

「２ 土地利用の基本方針」でありますが、５つの項目に重点を置いて総合的かつ計画

的に進めるものと考えております。

(1)つ目が「市民が安全に暮らし続けることができる土地利用の推進」、(2)つ目に「自

然環境や歴史、風土を生かした個性ある土地利用の推進」、(3)つ目が「にぎわいのある多

様な交流拠点の形成とこれらが連携した土地利用の推進」、(4)つ目に「広域的、長期的視

点からの均衡ある土地利用の推進」、(5)つ目が「秩序ある土地利用の推進」、以上の５点

が、土地利用の基本方針であります。この５点の土地利用の基本方針でありますが、本年

９月に市議会において御承認いただきました総合計画基本計画の中で位置づけられた「土

地利用の基本目標」と内容を整合させております。

次に４ページを御覧ください。

「３ 利用区分別の土地利用の基本方向」についてであります。国土利用計画における

土地利用区分につきましては、前回の都市計画審議会において御説明いたしましたとおり、

「農用地」「森林」「原野」「水面・河川・水路」「道路」「宅地」「その他」の７区分に定義

されております。個々の土地利用区分については、計画において独自の定義がなされてい

まして、例えば「農用地」につきましては「作物統計」により作付けされている「田」「畑」

が対象となっております。また、「水面・河川・水路」の中の水路につきましては、農業

用用排水路が対象となっております。「宅地」につきましては、「住宅地」「工業用地」そ

れから商業用地、業務用地、駐車場用地などの「その他の宅地」に分かれております。

「その他」の区分でありますが、文教施設、公園緑地施設、耕作放棄地などであります

が、本市の特殊要因として「土地区画整理事業の造成地」につきましても、農用地や森林

から一時的に「その他」の区分に編入され、その後換地処分により住宅地等へ編入されま

す事から、この「その他」の面積が多いという状況になっております。

次に８ページを御覧ください。

「第２ 市域の土地の利用目的に応じた区分別の規模の目標及びその地域別の概要」に

ついてでありますが、計画の目標年次は平成27年とし、基準年次につきましては、各種統

計が出揃っている平成16年度として将来推計を行っております。

(2)にありますように、土地利用を考える場合の前提となる人口と世帯数につきまして

は、目標年次の平成27年において、およそ88,100人、30,900世帯に達するものと想定して

おりまして、この人口、世帯数は袋井市総合計画と同じでございます。



次に、９ページを御覧ください。

区分別の規模目標でありますが、素案に比べ今回の最終案がどのように変わったかにつ

きましては、後ほど御説明いたしますが、区分別に見ますと「農用地」「森林」が減少し、

「宅地」「道路」が増加する結果となっております。

次に10ページを御覧ください。

地域区分につきましては、新たに「北部地域」「中央北地域」「中央地域」「中央南地域」

「南部地域」の５区分の設定をさせていただきました。この５地域別の土地利用の方向に

ついて、10ページから12ページにわたり掲げてございます。

次に13ページを御覧ください。

「第３ 規模の目標を達成するために必要な措置の概要」についてであります。まず、

総合的な措置といたしまして、「１ 土地利用関連法の適切な運用」「２ 自然環境の保全

と育成」「３ 安心して暮らせる環境の確保」「４ 健康で文化的な環境の確保」「５ 計

画的な土地利用調整と資源循環型地域づくりの展開」「６ 協働による土地利用の推進」

の６つの項目を掲げております。

次に、16ページを御覧ください。

利用区分別の措置についてでありますが、ここでは、それぞれ具体的な土地利用の措置

について掲げてございます。

次に、21ぺーじを御覧ください。「３ ゾーン区分別整備施策の方向」についてでござ

いますが、７つの土地利用区分の措置のほかに、市域内を13のゾーン設定をいたしました。

まず、「ア いきいき農業・農村ゾーン」でございますが、こちらは市内各地に設定させ

ていただいております。「イ にぎわい新都心交流ゾーン」でありますが、袋井駅南口か

ら国道１号に至る区域を設定いたしております。「ウ 東部にぎわい交流ゾーン」であり

ますが、愛野駅周辺地域であります。「エ 北部にぎわい交流ゾーン」は、上山梨地域の

都市基盤整備をしている一帯であります。「オ 南部にぎわい交流ゾーン」は、浅羽支所

一帯地域を設定いたしております。「カ 産業活力集積ゾーン」は、森町袋井インター通

り線一帯を設定いたしております。「キ 産業活力創出ゾーン」は、小笠山山麓の県道磐

田掛川線一帯を設定いたしております。「ク 地域活力創造の丘ゾーン」につきましては、

三川地区と宇刈地区の丘陵地を設定しております。「ケ 地域活力創造の里ゾーン」であ

りますが、浅羽海岸に沿った地域に設定いたしております。「コ 健康・生涯学習の丘ゾ

ーン」でありますが、豊沢地域等を設定いたしております。「サ 健康・やすらぎの丘ゾ



ーン」でありますが、袋井東地区北部の丘陵地の設定でございます。「シ 小笠山丘陵地

ゾーン」でありますが、小笠山山麓の西側の袋井地域に設定させていただいております。

「ス 海岸ゾーン」でありますが、こちらは海岸線の区域を設定しております。

以上の区域をそれぞれゾーン設定することにより、安全で快適な生活環境の確保と市域

全体の魅力ある環境づくりが図られるように努めてまいります。

次に25ページの「土地利用構想図」についてでありますが、こちらは議決の対象から外

れた参考扱いになりまして、土地利用区分別の表示、ゾーンの表示、主要道路などを標示

いたしております。

続いての資料でありますが、「見え消し表示」の資料を御覧ください。

こちらの資料につきましては、前回の素案に対してどのように修正したのか、見え消し

で表示したものであります。字句の修正を除く、主な点を説明させていただきます。

初めに１ページを御覧ください。９行目に表示された「コンパクトで秩序ある都市づく

り」を「集約された秩序ある都市づくり」と修正した点でありますが、まちづくり三法改

正のための社会資本整備審議会の答申の中で、「集約型都市構造の実現」を図るため、積

極的に都市機能を集約する事が重要との概念を用い、県都市計画室等からの助言に基づき

修正いたしたものであります。この集約した市街地形成につきましては、15ページの「(5)

計画的な土地利用調整と資源循環型地域づくりの展開」や18ページの「ア 住宅地」の中

でも同様の修正をしております。

次に７ページを御覧ください。

前回の都市計画審議会において、御意見をいただきました「治水対策」につきましては、

遊水池の土地利用区分が「その他」に分類されます事から、この「その他」の区分におい

て遊水池の設置を総合的な治水対策に基づき計画的に進めることを新たに追加しました。

この遊水池の整備につきましては、20ページに同様の表現を追加いたしました。

治水対策につきましては、４ページの「(1) 農用地」の中において、水田の雨水調整機

能を強化するための表現を追加しましたし、13ページを御覧いただきますと「(3)安心し

て暮らせる環境の確保」の“イ”において総合的な治水対策について掲げる事により、配

慮して参りたいと考えております。また、４ページを御覧いただきますと「(4) 水面・河

川・水路」の項目につきまして記載がございます。

次に８ページを御覧ください。

計画目標年度の平成27年において、袋井市総合計画の世帯数が素案の時点から約500世



帯減少し、30,900世帯となった事に伴い、９ページを御覧いただきますと「土地の利用目

的に応じた区分別の規模目標」の表中「住宅地」の面積を当初より10ha 減少させ、990ha

といたしました。また、市議会から御指摘がありました工業用地の見直しを行いまして、

山科工業団地、小笠山山麓開発、小山地域の開発等を考慮し、素案から工業用地を20ha

増加し315haとすると共に、森林を27ha減少させ2,182haといたしました。

なお、水面・河川・水路の面積が、10年間で減少することとなりますが、これは、農用

地の減少に伴う水路の減少によるもので、治水対策に伴う、水田貯留につきましては底地

が水田でございますので、農用地に含まれ、遊水池はその他に含まれることとなります。

次に13ページを御覧ください。

「(1) 土地利用関連法の適切な運用」についてでありますが、県砂防室からの指摘によ

りまして「砂防法、急傾斜地法、土砂防止法」など適切な法律を追加いたしました。なお、

(2)自然環境の保全につきましては、従前どおり、保全、育成に取り組むことといたして

おります。また、14ページの２行目の「土砂危険渓流や急傾斜地崩壊危険箇所等における

土砂災害の防止」の表現を追加いたしました。

次に、17ページを御覧ください。

「(5) 道路」の中の主要幹線道路につきましては、庁内の議論の中でバイパスの無料化

により交通渋滞が著しい国道１号の四車線化・高架化の促進について追加いたしました。

次に、20ページを御覧ください。

県教育委員会文化課からの意見により、「文化財」につきましては適切な保全と積極的

な活用の表現を追加いたしました。また、「浅羽海岸の耕作放棄地」につきましては、県

農地利用室からの意見により、まずは農業振興を図るための表現を追加し、農用地として

の利用が困難な土地については、新たな産業の創出に向けた有効な土地利用を図るとの表

現へ修正を行いました。

なお、22ページの「キ 産業活力創出ゾーン」につきましては、小笠山山麓、県道磐田

掛川線沿線になりますが、周辺の自然環境と調和した工業地を形成してまいります。

25ページの参考資料「土地利用構想図」におきましても、農用地など７区分の土地利用

の境界の黒枠を削除する事により、市内13のゾーニングを見やすく修正いたしました。

以上、大まかな説明ではありましたが、今回、修正した案としてお諮りするものです。

なお、国土利用計画袋井市計画は、本年12月市議会に上程し、御審議をいただく予定で

あります。説明は以上とさせていただきます。よろしくお願いいたします。



○ 会長

ただいま、計画案につきまして、説明がありましたが、ご質問・ご意見等がございまし

たら、お願いいたします。

○ 委員

この国土利用計画を定めるにあたり、どの程度の資料を集めて作業したのか分からない。

国土利用計画を定めるにあたり、過去の経過を検証しなければ、過去と同じ過ちを犯す恐

れがあると思う。袋井市も浅羽町も河川については主要なものは明記されていると思うが、

この計画にどの程度反映されているのかお聞きしたい。

また、浅羽町については都市計画税が取られていないが、聞くところによると袋井市区

域では農用地については都市計画税が取られていないが、今後はどうなるかわからない。

農用地について雨水貯留機能を持たせるにもかかわらず、都市計画税まで課税するなどと

言うことは許されない事であると思う。浅羽は１／１確立にも満たない河川がある中で、

海抜１～２ｍに満たない農地は、半永久的に農用地とする替わりに都市計画税は取らない

などの施策も市民に示す必要があると思うが、どのように考えているかお聞かせください。

○ 都市計画課長

本計画を策定するに当たり、各種の土地利用調査をさせていただいております。一つ目

に水系、標高の分布について、二つ目に傾斜の分布の資料、それから表層地質・土壌分布、

植物の現状、法適用（都市計画、農業関係等）、それから災害関係としてどのような災害

に関する被害が発生するのか、このような資料を参考に今後の土地利用のゾーン設定と今

後の方針を導き出している状況でございます。

○ 委員

今、説明のあったそれだけの資料があるならば、私も見てみたい。何故ならば、浅羽支

所に隣接して計画されている地域交流プラザの予定地の土壌も見てみたい。そのような資

料を基に、国土利用計画の審議を行う事も必要なのではないか。

○ 委員

ただ今、 委員から御指摘がありましたように科学的資料に基づき検証して行く事は

望ましい姿ではあると思います。ただ、他方、東南海震災の際の被害状況を見た場合、残

念ながら袋井市、浅羽も沖積平野の上に立地していますので、住宅の全壊、半壊の倒壊率

100％の所に住宅が建てられております。ここ市役所の新屋もそうでありますし、この北

側の北四町、堀越もそうであります。優先順位として、山地が削れれて地盤の固い所から



住宅が出来る事に越した事はないのですが、平地で水道などインフラの整備が行いやすい

所や、道路が通っている所から住宅地の整備が進んできた訳であります。この市役所の下

も30ｍくらいのパイルが打ってあると思うし、所によっては住宅でも40ｍ近くのパイルを

打ってある所もあります。このような事に対する問題は、裏腹な要素がありまして、今ま

での土地利用を全否定する事にもなりかねない訳であります。

本市の土地利用の状況を考えた場合、旧袋井市においては、今の現状に対してどのよう

に災害に強い都市づくりを行うのかと言う点を考えて来た訳でありまして、 委員の御

指摘のように、科学的検証を基に土地利用を考える事は、セオリーであるとは思いますが、

現状の土地利用とどのように整合を図るのかと言う点では、難しい問題であると思います。

これは、あくまでも私個人の見解であります。

○ 委員

浅羽地区で考えると、産業道路として大規模農道周辺は比較的地盤がよいにもかかわら

ず計画では、あまり表現されていない。先ほどの意見で、道路の整備により土地利用を考

えると言うのならば、土地利用の見方も変えるべきではないのか。単に浅羽支所周辺地区

は、中心市街地であると言うのではなく、東南海地震の時にも、市場、松下という所は倒

壊していないし、本当に下をよく調査した中で土地利用も考えるべきではないのか。

最近、諸井地区の宅地造成地によく浸水する所があり、家が傾いたりして何回もやり直

している所もありますけれど、このような所は、行政で十分な土地利用の規制を掛けると

ともに、外から移住して来る人には十分に情報開示すべきではないかと考えます。

その点をこの国土利用計画にも記載すべきであると考えます。

○ 委員

誠に正鵠を得た御指摘であると思います。実は、四半世紀前に私も市に対して同じ事を

申し上げた記憶がございます。本来ならば被害想定のマップを示すですとか、税制度とリ

ンケージして、固定資産税1.4％＋都市計画税0.3％を課した所には、都市計画が誘導され

なければならない、都市計画が誘導されてない所に格差が生じますし、このような所には

概ねの方向性を定め、内容を肉付けして損を来さないようにするしか、現状は方法がない

のかなと思います。以前、 市長に「 さん、あまりそのような事を言わないでくだ

さい。そのような事を言うと、当該地区の価値を下げる事になってしまう。」と言われた

事があります。しかしながら、今は市民への情報開示も求められていると言う、相反する

面を両立させなければならない中で、一方では、この土地利用計画の中で作為的に外せる



ものは外して行くと言う、このバランスでしか考えるしかないのではないか。例えば「こ

この土地はダメだよ」と言った場合の土地の価格を低下せしめた場合に対し、訴訟を起こ

された場合、だれが対応するかと言うと、それも言えないのでありまして、複雑な問題が

絡んで来る訳であります。袋井市における過去の状況は以上であると思います。

私達、議会選出委員は、12月市議会で議案審議しなければならない使命も帯びておりま

すので、様々な意見をお聞きし、計画内容に対し補強しなければならない点については、

議論を深めたいと考えております。

○ 都市計画課長

事務局といたしましては、ただ今の 委員の御発言につきましては、土地の状況等を

考えて、そこに住んでいる方の環境を守って行かなければならない訳でありまして、非常

に重要な事であると考えております。今回の国土利用計画は、基本的な点について定めて

行きますので、今御指摘のあった点につきましては、今後、具体的な開発指導の中で指導

して行きたいと考えております。

それから二つ目の都市計画税の関係につきましては、現況、袋井市では農用地区域の課

税していないという状況もございますが、この点につきましては、場を改めての御審議を

いただきたいと存じますので、この場での事務局としての発言は、差し控えさせていただ

きます。

○ 会長

委員の要望があった、国土利用計画の参考資料につきましては、事務局で個人的に

資料を見せていただく事で差し遣えなければ、 委員に対して資料を見せていただけれ

ばと思います。また、税制面の議論は、本日の協議内容になじまないため、差し控えたい

と思います。他に何かございませんか。

○ 委員

確認をさせていただきますが、この国土利用計画は、12月市議会へ諮る訳ですね。この

議会審議の中で、４ページの(2)森林について、水源かん養、土砂の流出・崩壊防止など

森林を積極的に保全する事が記載されています。皆さんもご存知のとおり、本年度から、

静岡県では森林づくり県民税を創設し、「森の力再生事業」に取り組んでおります。

袋井市ではどのくらいの箇所、実施してますでしょうか。実は、私の地元でも１箇所、

中遠農林事務所へ申請して協議しておりますが、市内で同様の取り組みがあるかどうか、

調べておいてください。



○ 都市計画課長

承知いたしました。確認させていただきます。

○ 委員

もう一点ですが、先ほど 委員からも意見が出されましたが、私の近所でもそうです

が、不動産屋の勧めで土地を購入して家を建てたが、地盤が弱く傾いてしまった、あるい

は、湿気が多く住みづらいという話も聞きます。袋井市総合計画で「安心・安全」のまち

づくりを進めると言うことであれば、土地の情報もある程度、知らせる必要があるのでは

ないかと考えます。

○ 都市計画課長

新しく土地を購入したいと市役所の窓口に相談に来られるお客様に対しては、地質図に

よりおおよその地質の状況については、お話させていただいております。今のところ、パ

ンフレットまで作成してお分けするような事はいたしておりませんが、窓口で相談があっ

た場合には、該当区域の地質についてお話をして対応いたしております。

○ 委員

土地を購入する場合、個人個人が現地で聞き取り調査する事がベターだと思いますが、

個人が細かく調査するにも限界があるのではと考えます。

○ 委員

国土利用計画に関連し、土地利用の規制を考えた場合、農業振興地域整備計画による規

制をしっかり掛けて、ここは、農業振興を図る区域であるので農家の分家住宅もある程度

規制するなど、しっかりとした歯止めも必要なのではないかと思います。

地域交流プラザの計画地は、浅羽町の土地改良事業を施行した箇所であり、海抜も最も

低く、治水面にも課題があり、しかも、地盤が浅羽地域で一番悪い、いわゆる「すくも」

であるため、考え直さなければならないと申し上げている訳です。

○ 委員

ただ今、 委員からお話のあったいわゆる「すくも」であるとか「お化け地」などは、

行政が把握していればそれに超したことはない訳ですが、東海地震の被害想定で市域全体

が危険地域を示しており、過去、太田川、原野谷川、弁財天川などが複雑に流れていて、

災害の度に河川の流れを変えたりして来た訳でありまして、まさに、沖積平野の溜まった

土地の上に袋井市は成り立っている訳であります。東南海地震におきましても、堀越、新

屋などは、ほとんど家屋は建っていなかった。建っていた家屋はすべて倒壊してしまった



所に、新しい市街地が形つくられている本市の状況では、おそらく殆どの家屋が倒壊する

のではないかと思う訳であります。かつて、この点で 市長と議論した所、 市長も

うなってしまった訳であります。

○ 委員

旧浅羽町地区においても、東南海地震で建物が倒壊したのは、私の住んでいる豊住地区

がひどかったが、他の集落は、それほどの被害はなかったようです。

昔からの集落は、比較的地盤が安定しているように思われます。新しく市街地として作

られた所が、課題があるのではないかと思います。

○ 委員

本計画書の文言について確認させていただきたい。まず、１ページでありますが、平成

27年を目標とする「基本構想」を消して、「総合計画」としていますが、将来像「人も自

然も美しく 活力あるれる 日本一健康文化都市 」は「基本構想」で議決した内容であ

ります。行政の皆さんは、分かり易く「総合計画」と表現したのだと思いますが、厳密に

言えば議会で議決した「基本構想」であります。

次に、11ページ「イ 中央北地域」において、市街地周辺の一団の優良農地は保全する

しながら、一方で「にぎわい新都心交流ゾーン」として位置づけている。この国本の区域

は、誰が見ても優良農地でありますので、この解釈について内部でしっかりと検討してお

いた方がよいのではないかと思います。そうしないと、ここの文章が一人歩きする恐れが

ありますし、今後の市の事業にも影響を与える事も考えられますので、是非、この点はし

っかりとした解釈を整理していただきたいと思います。

○ 都市計画課長

初めの御指摘の総合計画の点でありますが、基本構想も含めた大きな意味での総合計画

と表現とさせていただきました。

また、11ページの解釈につきましては、今後の事もありますので、御指摘のありました

解釈を深めまして、今後の開発、整備が出来るような形で対応して行きたいと思いますの

いで、よろしくお願いいたします。

○ 会長

ほかにございませんか。ないようでありますので、国土利用計画袋井市計画（案）につ

いては計画案のとおり進めていただきたいと存じます。以上で案件については、閉めさせ

ていただきたいと思います。次に「その他」について説明をお願いいたします。



○ 都市計画課計画係 寺田主幹

ありがとうございました。次に、「その他」の連絡事項といたしまして、次回の袋井市

都市計画審議会の予定につきまして事務局から報告させていただきます。

○ 都市計画課長

それでは、次回の袋井市都市計画審議会の開催につきまして、本日、お配りした資料の

「袋井市都市計画審議会の開催について」を御覧いただきたいと存じます。

次回の審議会は、年明け早々の１月10日と言う事で設定させていただきました。内容に

つきましては、袋井駅南地区の整備に関しまして道路等の変更につきまして検討いただき

たいと思います。それから、上石野土地区画整理事業地内の道路の変更、それから祢宜弥

地区計画の変更について、御審議いただきたいと存じます。また、駅南の道路の変更に係

る県決定であります、「整備、開発及び保全の方針」について御審議いただきたいと存じ

ます。１月の中で、県都市計画審議会の開催も予定されていますので、年明け早々で恐縮

には存じますが御審議いただき、県都市計画審議会にもお願いして行きたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。

○ 委員

次回の審議案件につきまして、袋井駅南地区の道路整備に関する案件の審議を予定して

いるとのお話でありましたが、私達、浅羽地区の住民にも影響のある案件であるため、何

か簡単な資料により説明をお願いいたしたい。

○ 都市計画課長

都市計画案に関しましては、12月の中で縦覧して行きたいと考えておりまして、12月14

日～12月28日の間、案の縦覧を行いたいと考えております。駅南地区の都市計画案につい

ては、昨年から地元に対してお話をさせていただいておりまして、地権者に対する説明も

行っております。

○ 委員

参考までにお聞かせいただきたいが、駅南地区の整備は、袋井市単独で行うのか。

○ 都市計画課長

駅南地区の整備手法につきましては、南口広場から駅南循環線の西側については、線整

備により行い、南口広場から東側の中央公民館へ向かっての整備につきましては、既存の

集落地内でありますので、今後、住民の皆様と相談させていただきたいと考えております。



○ 都市計画課計画係 寺田主幹

本日、予定の審議事項につきましては以上でございます。委員の皆様におかれましては、

長時間にわたり御審議いただきまして、ありがとうございました。

また、笠間会長におかれましては、会議の進行等、大変ありがとうございました。

以上をもちまして、袋井市都市計画審議会を閉会させていただきます。

【午後２時５４分：閉会】

会議録署名人
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