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【午後 1 時 30 分開会】 
○ 都市計画課計画係 荻原主幹 
 本日は、お忙しい中、ご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催させていただきます。本日は、委員

１５名中、１２名のご出席をいただいております。 
 審議会条例 第７条第２項に規定による定足数を満たしておりますのでご報
告を申し上げます。 

 
 （市民憲章唱和） 

 
○市長 
「市長挨拶」 

○会長 
「会長挨拶」 

○ 都市計画課計画係 荻原主幹 
 それでは、次に平成 20 年度になりまして、袋井市議会の構成の変更や各種団
体の人事異動などがございましたことから、委員の中で交替をお願いしてござ

います。 
既に、委嘱状の交付はさせていただいておりますが、任期につきましては、

袋井市都市計画審議会条例第４条により前任者の残任期間ということになりま

して、今期につきましては、平成 21 年 8 月 31 日までとなりますので、よろし
くお願い申し上げます。 
ここで新しくご就任いただきました委員の皆様を、ご紹介させていただきま

す。１番市議会議長、久保田龍平様、２番市議会副議長、秋田稔様、３番市議

会総務文教委員長、髙木清隆様、４番市議会民生福祉委員長、廣岡英一様、５

番市議会建設経済委員長、村松尚様、６番袋井土木事務所長、本橋和志様、以

上５名の皆様でございます。よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 



【審議・報告事項】 
○ 会長 
  それでは、審議会を進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、袋井市都市計画審議会運営規定第５条第 1 項の規定にあります、会議録
署名人でありますが、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、早川清志委員

さんにお願いいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
 （「異議なし」の声有り） 
  ご異議無いようでありますので、会議録署名人は、早川清志委員さんにお願
いいたします。 
  それでは、これより審議に入ります。 
 今回の審議事項につきましては、配布された資料の２議案の審議・報告でご

ざいます。 
 最初の議案につきましては、「議第１号 袋井市景観計画の策定状況につい

て」報告いたします。事務局から説明をお願いいたします。 
○ 都市計画課 片桐課長 
「議第１号 袋井市景観計画の策定状況について」 （説 明） 

○ 会長  
今、当局から説明がございましたが、皆様方からご質問ご意見ありましたら

お願いします。 
１００年計画のスタイルとか、策定のやり方とか、マニュアル的なものはあ

るのですか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
法律に定められている計画ということで先ほど申し上げました区域の方針な

どを取りまとめていくということになりますので、そうした部分は、法律の計

画に沿って進めていくということになります。 
袋井市の場合は、今までに景観計画の取り組みというものがありませんでし

たので第 1 章のガイドプランということで方針を定めてその中で法律に基づく
計画を定めていくという 2 段構えのスタイルを考えています。 
○ ■■委員  



これは、建設土木サイドの景観であって全体景観ということでないような気

がするけれども農業の方は農業で別にやるということですか。 
そうすると、このまちの景観というもの事態がイメージできるのだろうか。

全体計画が重要であると思いますがどうでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
景観区域については、袋井市全体の区域を対象としていきたいというふうに

考えておりますけれども、大規模な建築物につきまして高さとか色とかを誘導

していきたいと考えております。 
農業地域については袋井市の場合、農用地の指定が広いということでありま

す。大規模な建築物について考え、高さとか色とかを誘導していく。農業は農

業サイドの方で方針をだしていただきましょうという形をとっていきたいと考

えております。 

○ ■■委員  
用途指定の中で地区によって規制があるわけですよね。それで高さとか色と

かが何故、景観の方にいくのか、商業地域とか、住宅地域とかについて、何処

までがいいのかを規制すべきであって景観で規制すべきでないように思います

がどうでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長 
今回、用途地域の指定されている地域があるわけで袋井市の区域全体を景観

地域と定めてまいりまして袋井市の景観をどのように捉えるかということでそ

れについては１つの基準を設けていきたい。 
高さの関係、色彩の関係というものを捉えて誘導していきたいというふうに

考えているわけですが、当然、用途地域の中で一種低層とか、中低層とかで高

さ制限のでているところは、当然ございますが、そうしたものについては、景

観計画の高さが不均一になることもございます。 
それぞれ都市計画と景観法の中で誘導させていただき、高さがまだ決まって

いないという地域もございますので、そうしたものについては景観の方で誘導

をしていくということでございます。 
用途地域ですべてを誘導していくということではなく、プラスして景観で誘

導していこうと考えているところでございます。 



○ 会長  
用途の中で規制がありながら景観法でもだぶってリンクさせるというような

イメージになるということですね。 
○ 都市計画課 片桐課長  
そうですね。 

○ ■■委員  
一般の人からみるとまた、余分な法律をつくってくれるということになりま

すね。 
例えば企業などの高さ制限とかは、市とか県とかが協議してやっていけば今

のところはできるが、高さのほしいものをつくらないといけない企業があり、

例えばエレベーターなどのものは高さ制限でかかってしまう。 
本当に景観法の中に入れるべきかどうか。企業というものを誘致していきた

い。その時に高さの制限は、地面から追うのか、海抜から追うのかいろいろな

方法があると思いますが、傾斜地の場合はどこでみるかということで全然違う

わけですよね。 
○ 都市計画課 片桐課長  
そこの高さというのは、海抜というものではなく、地盤面ということでみて

いくということになります。それから、高さを検討していく中では、例えば商

業地域や工業専用地域は適用除外にしましょうとか、電気通信業法とか、鉄塔

の関係とか、電波法の関係とかで適用除外としたいものは記載をしていくとい

うことも考えられるかと思っておりますのでそうした部分を検討していきたい

と思います。 
○ 会長 
適用除外をつくるということで良いことかもしれませんが、整合性がとれな

いということでもありますね。 
当然、その条例というものを１つの目安にする分けですけれども、我々が今、

議論しているところは、基本計画の問題でありまして、それから次のステップ

として条例というところに進んでいくわけですよね。そうしている時にその事

を考えますと、条例化というということになっていきますが、基本的にはいつ

頃になるのでしょうか。 



○ 都市計画課 片桐課長  
今後、施策の方針を今年度に検討していくということになります。高さ関係

や適用地域、こうしたものを検討したいと思っています。 
そして景観計画ができて次のステップとして計画の中から 21 年度に条例を

つくっていきたいと考えております。 
計画の中につくったものを条例にしていくということでありますので、計画

の中にないものはつくっていくことができません。 
○ 会長  
例えば、今、いいましたような高さとか色とかを定めていくということです

ね。 
○ 都市計画課 片桐課長  
届出をどうしていくか。どれくらいのものを対象にしていくかということが

でてくるわけです。 
○ ■■委員 
 市民の景観を創出するということで公園づくりについて、居心地のいい公園

はホームレスなど治安面に非常に心配なところですけれどもそういった対策面

についてどのように考えていますでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
使いかってについて皆さんにとってどこまでが要求されるかということにな

ってくるかと思いますが、公園の１つ１つの整備の内容ということについて今

回の中では、そこまで細かく触れていかないというふうに考えております。 
景観重要公共施設というものを行っていくかどうか、今後、行うとしたらど

ういうふうに行っていくかというあたりまで抑えていきたいと思っております。 
公園整備は基本計画をつくって地域のみなさんと相談させていただきながら

整備していきたいというふうに考えております。 
○ ■■委員  
旧浅羽の軽便跡地の歩道は治安が悪くて通学路としてはずしている。 
せっかく、景観として整備をしても実際に治安が悪いということで景観が良

くても誰も通らない景観は何も良い分けでも何でもない。 
それと同時にこの中で水辺の景観についてどういうものを基点にゾーン別に



したのか、2 級河川を中心に考えて決めているのか、弁財天川もあるが、原野谷
川は県でも力を入れて整備をしている。ここは１０分の１の確立で弁財天川も 2
級河川であり 10 分の 1 確立で整備してもらわないといけない。 
当然、景観計画の中に入れるべきだと思うが水辺に対しては、幅何ｍのどう

いうふうな施設ができたからこういうふうな水辺の景観を入れていくという計

画的な施設はありますか。 
○ 都市計画課 片桐課長  

1 問目の旧軽便跡地の歩道ということでありますが、１つ１つの整備というこ
とでは、地域のみなさんとどんな形で、こう利用しやすいかとした時に相談さ

せていただきながら整備をしていきたいというふうに考えておりますけれども

基本的に計画としてどういう形でもっていきましょうというふうな部分では今

回の方針という形で定めていきたいと思っております。 
それから水辺の関係でございますけれども今回の中では、2 級河川の中でも大

きな河川で原野谷川、太田川そして浅羽海岸という形の部分を水辺の景観の位

置付けと考える部分になってまいります。 
147 頁の中で表示をしてございますけれども今後、それぞれの地域の中でい

ろいろな景観に関する河川等もあるというふうに思いますし、前の方の景観方

針図に弁財天川等の景観ということにも触れておりますのでイメージを拡げて

検討していきたいと思います。 
○ ■■委員  
軽便跡の歩道はできているものであり、できあがっているものを安心安全に

使えるということが大事である。危なくてしょうがないのではいくつつくって

も同じである。 
整備を進めるにも財源というのは必要であると思う。今度の地震の件も山が

死んでいるから土砂崩れが余計に起きることが多いわけですよね。景観からす

ると災害対策をしっかりやっていかなければならない。そのためにも生きた山

をつくっていかないといけないし、里山などにより小さい時から教育等も合わ

せて山の大切さを教えるようなことを景観の中にいれていく必要があると思い

ます。 
○ 会長  



景観をもって規制するというようなことを思ったのですけれども基本的にこ

ういうふうなゾーン、こういう景観がこの地区は望ましいですよというものを

つくろうとしているわけですか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
袋井市の景観について今までにやってこなかったということがございますの

で、まず市民の方に景観のことをわかっていただきましょうということが第１

ということがあるかと思います。 
今、市の中でいろいろな問題がおこっている部分とそうした部分については、

対応していきましょうということで、屋外広告物とか建物の高さを検討しまし

ょうとそれからいろいろな形で規制誘導をして本当によいまちにしようという

地区については、こういうところはこんなふうに考えたらどうでしょうかとい

う提案をして、そこの地区の皆さんに検討していただいた中で進むかやめるか

を判断してもらいましょうというイメージであります。 
先ほど、■■委員からありました財源になる関係ですが検討をしていくとい

うことになろうかと思いますので、それは、第３章の計画部分の中でお金のこ

とも考えながら検討したいと思っています。 
○ 会長  
そちらの方向にいくのですけれど、今は、基本的なことを論ずると思っていた

だいていいですね。基本的理念と基本的方針でよろしいかと思います。 
○ ■■委員 
建設経済委員で宮崎へ行きました。景観計画を先駆けてやったということで

きれいなまち、美しい河川があったわけで素晴らしい都市整備が行われていま

した。 
この市民意識調査ですが、景観形成のいろいろな問題がでておりますが、こ

ういった形の市街地と集落地の景観について定め、開発が進めば進ほどたいへ

んで規制がかかってくると市街地から周辺へでていってしまう。そこに大きな

建物を建てる。それから建て方ですが、普通に考える設計ならよいが、施設は

印象づけるものを建てるということで、誰がみてもこれは景観を損ねるという

ものを建てるということで当局として困っている。 
市民意向調査の中でパチンコ屋とかゴミとかいう中で、市の開発のビジョン



の中でやっていますが、どういうふうに進めていくかという中で、景観計画と

市全体の開発行為が重なるという中で、しかも景観計画はこれからつくってい

くということですね。 
区画整理を 5 箇所でやっていることそして着々とすすんでいるということで

すね。その中のそれぞれ居住する方が新しい家を建てながらやっていくという

ことで長期的に見てこういう形で進めていくという長期計画をたてる。 
そして一方では、新しいまちづくり、もう１つは農振法ですね。農振法と景

観法をからめるということですね。そういった長期的なものと短期的なものの

合わせ方の中でどのようにこれから進めていくのかなと思います。 
それぞれ条例、施行等、県にも国にもありますが、そこのあたりをどのよう

に見ているのかなと思います。 
○ 都市計画課 片桐課長  
宮崎県さんの方では規制によって開発道路とか場所がかわってくると思いま

すけれども用途区域の指定ということで建物の誘導というのは一定部分で行わ

れていることでございますけれども無指定地域という部分でございますと建ぺ

い率、容積率とこの辺が定められてくるということになっていますので、こう

した中では、高さと色というものをテーブルの上に載せて考えていく考えてい

くものであります。 
それから長期短期ということですが、長期的には目標としては、中のスパン

で考えないといけないということがあるので、方針等の目指していく方向は長

期的に考え、短期で取り組むものとして少し幅広いという形で短期に実施する

と特定の地域でもっと厳しく良いものをやろうと意見のある地域はそれに直っ

た形で検討をしてやっていくというふうな方向にもっていければと思っていま

す。 
全体的には浅く広くという部分と深く濃くという部分は今後の中で集中的に

考えていきたいと思います。 
○ ■■委員  
私も、建築の関係をやっているものですから景観というものは気になってい

まして建物は本来、そこにふさわしい、そこにしかないというか、そういう観

点で捉えるのが当たり前ではないかと常々思っているわけですが、私が気にな



るのは電線とかが乱雑で非常に気になります。海外の中小のまちでも電線の地

中化をやっていまして、それで景観がもの凄くかわるわけでありまして、そん

なことから市長が先ほど言ってらした区画整理の中でも誘導していくというよ

うな施策を進め、当然地区計画もありますので壁面後退とか色の問題とか地区

計画の中で規制されていると思いますのでしっかりやっている所に関しまして

は色とか高さとかそんなに問題は無いと思いますが、電線の地中化を誘導して

いくことによって見た目に非常に良いまちができると思います。 
そうするとそこでみんなが「ああ、きれいだな。」という印象をもてば、また

かわってくると常々思います。お茶畑の防霜ファンについても提案したことが

あったわけです。 
屋外広告物等も規制の中で、現にパチンコ屋の看板でよく事故がおきないな

と思う分けですが、余り良い景観でないと思いますが、見た目から入っていく

のが住民の受けが早いと思うのでので誘導をしていく方が良いということで提

案させていただきます。 
○ 都市計画課 片桐課長  
今回の景観計画策定そのものが将来的に良いまちをつくっていこうというこ

とを１つのテーマとしていますので、今、おっしゃいました電柱等そうした部

分に計画の中でも触れて実施するかどうかは、地域との話がでてこようかと思

います。 
そうした考え方をもって計画の中には取り組めるようにしていきたいと思い

ます。 
それと屋外広告物の関係でございますけれども、アンケートの中でかなり意

見がでておりますので、今年、屋外広告物の調査を進めながら方向を出してい

きたいと思っています。 
○ 会長  
今、提案のありました電線の地中化とか、よいものでありますし、皆さんも

そういった気持ちでいると思います。この中でそういうものを盛り込むとしま

すとどこの位置付けに入ってくるのでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
景観形成、基本方針で 79 頁の方針の魅力あるまちなみ景観の創出という中に



入ってこようかと思いますので検討させていただきたいと思います。 
○ ■■委員 
この資料の中に各々でてきますが、取り組む、取り組まないについてはそこ

の地区の考え方もあることから検討するということで考えていただければあり

がたいと思います。 
○ ■■委員 
家を建てるデザインで色を紫とかでできている。軽井沢の方だったかな。建

築物の屋根のある太陽熱の板が反射して眩しいので景観とどういうふうに進め

るか。 
風力発電もそうだが、太陽光発電も普及されていくとなると増えていくと思

う。 
○ 都市計画課 片桐課長  
建築物の外壁、屋根の材料ということでどういうふうなものを使用するのか

決めることはできるが、その製品を使わないと発電はできないということで、

太陽光はできなくなるので、外壁とか屋根の材質まで決めるとかは検討してい

きたい。 
地域によって狭い範囲の中で検討をしていって決めるというのは次のステッ

プとなる。全体の施策としてやっていきましょうということが一番最後に載っ

ています。高さ何ｍとかは、第 1 章でおこなっていくため、商業地域とか工業
専用地域とか中心地とかは除いて他のところは定めていくということで、色に

ついては、光るということでなく赤などの原色はやめましょうとかを市全域で

定めていきたいと考えます。後、ゾーン別の方針とかありましたが、それは方

針とかいう形で適用していくには、景観地区というものをつくってその中で行

っていきましょうというようなステップで検討していきたいということでござ

います。 
○ 会長  
条例部分は、来年ということでございますが、その前の部分が重要であると

思います。 
基本計画をつくるということで今年度は、終わりたいと思います。もちろん

条例ということも頭にあるわけです。 



○ ■■委員 
概ねの方向性がでてきたかなと思います。あれをつくる。これをつくるとい

うことではなく、美しい袋井市をつくっていくというイメージ作戦的なことか

なと、袋井市の場合は、農村景観が多いということで農村部分の面を入れてく

ださることはありがたいかなと、その中で長期的なこととされている中で「方

向性は決めますよ、後はどうなるかわからない。」というように思います。景観

をつくるための計画、条例をつくってさらに、100 年計画ということになって
きますと果たしてこれをつくる意味合いがどこまでどういうふうにあるのかと

いう気がしてきます。 
それと同時に啓蒙普及ということはイメージとして例えば市街地はこういう

事が袋井らしいとか、農村についてはこういったことが自慢したい農村だとか

いうようなものはどのようにして示すのか気になります。100 年計画の事業と
しては特段財源がしっかり確保されているわけでもないし、国から助成がくる

わけでもないというわけで市が前向きに都市計画や土地区画整理とともにつく

っていくことにより民間もうちでもそうしましょうということになるのか。景

観づくりの実現性が見えないで、そのためになんで条例までつくっていくのか

とその辺についてお願いしたいと思います。 
○ 都市計画課 片桐課長  
先ほどの繰り返しになってしまいますが、市民のみなさんに景観というもの

の在り方をどういうふうに考えてもらうかということをまず浸透していかない

といけないので一度に細かな部分まで誘導していくのは難しいのではないかと

思うので広く浅く全体に誘導していく部分は今回やっていくということで深く

限定的にやっていくという部分については、地域の中で考えていただければと

思っているところであります。 
しかしながらそれらの取り組みが計画をつくってさらに啓蒙普及活動をやっ

ていかないと前にはでていかないと思いますので、景観を推進していくための

施策というものについて決めていきたいというふうに考えております。 
○ 会長  
基本計画の大きくピックアップするところは、こういう所であるという所を

見つけていただきたい。そこの所を何にするのか、どういうものにするかとい



うふうにお考えになっているのでしょうか。例えば高さとか色とかそういうも

のでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
重点施策の高さ関連を全域で考えるということと、形態意匠について色で考

えていきたいと思いますが、全部の建物でなくある一定の大きさを指定してこ

れ以上大きい建物ということでそれぞれの住宅までは、難しいと考えておりま

す。それから、屋外広告物については、具体的施策として定めて規制をしてい

くこととなる条例化をして誘導していくというところまで考えていきたいと思

っています。 
○ ■■委員  
ゾーンが分かりにくいが景観というと袋井市は緑ということで農業地帯の景

観であり、建物の外壁の話よりも農業としての景観をしっかりして欲しいとい

うものがあるわけですよね。建物の規制は申請でてきたものを確認すれば良い

が、施策をみていくと建築物の関係ばかりであります。 
ここに住んで自分たちが周りをみた時にどんな景観が良いのか、それが景観

法ではないかなと思うけれども、これは、都市計画のことが中心であって同じ

ように農業のこともあわせて入れていかないとおかしいと思いますがどうでし

ょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
この表の下の欄に田園景観についてあるわけですが、景観農業振興地域整備

計画について、この計画の中身としては生産基盤とかをどういうふうに整備し

ていくか、荒れ地対策とか農地保全とか近代化農業施設の整備とか景観に配慮

すべき事項というものを景観計画にどんな風にいれていくのかということで、

この農業計画について是非つくっていただくよう働きかけをしていきたいと思

います。 
○ ■■委員  
「いただくように」ではなくて、景観計画をつくるときは、合わさったもの

でなければいけないと思いますが、合体した中でこの審議会委員会で、審議す

る項目の１項目と思いますがいかがでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長  



農用地区域の部分ですので農政課から提案していただくというふうに考えて

おります。 
○ 会長  
袋井市の景観条例ですので農業サイドも入ってきているのでその中で議論さ

れてできていると思いますが、どうですか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
どうするか検討させていただきます。 

○ ■■委員  
それぞれ意見がでてきておりますが、新しいまちづくりの中でいろいろな議

論を聞いておりまして■■委員がおっしゃられますように保全すべき集落の景

観もありますし建物の高さとかの屋外広告物条例をつくって規制をしていくと

いうのは商業地の中での保全をどのようにするかということであろうかと思い

ます。 
これだけの広い袋井市の中では、それぞれの地域の中で歴史的にもあるいは

田園風景を保全するにしても集落を保全するにしても景観をどのようにもって

いくか全体的に捉えないとそれぞれ議論が噛み合わないと私は思う。  
■■委員の言うように農政部門で自然景観を保全していくとその中で農政の

問題として景観をどう考えるかということを考えていただくという話になって

しかるべきだという感じを持ちました。 
○ 会長  
イメージ図がありますが、袋井市のイメージ図というのは具体的にはできて

いませんか。 
○ 都市計画課 片桐課長  
それはもっと進んだ部分になっていましてまだそこまでいかない部分で景観

区域を定めるという部分と重要建造物、重要樹木はどういうふうなものはこう

いうふうにしましょうということは、決めていきたいと思っています。 
その１つである景観農業地域と景観地区まではいかない手前までと考えてお

りましたけれども今の農業サイドの区分もということでございますのでその部

分についても検討したいと思います。 
○ ■■委員  



丘陵地が多いということで皆さんの望む景観かなというのがかなりの部分の

景観ですね。 
今、お話を聞いているとここに「ふくろいの風景づくり 100 年計画」とうた

ってありますが、100 年後にどうなるのというものが見えてこないのでパーツ
で捉えている人、トータル的に捉えている人、ゾーンで捉えている人というよ

うなイメージのギャップがあるような感じがします。 
市の当局にお願いしたいのですが、100 年後にはみなさんの意見をいれると

こうなるというのがちょっと見えればこの地区をどうして行こう。ここはこう

いう支障がある。例えば電柱が支障になる。今できる施策と将来的にやる施策

と少しまだ漠然と捉えている感じがする。 
施策部門でこういうふうにしたらこうなるというイメージを示してもらうと

わかりやすいと思うのですが、これは要望です。 
○ 会長 
先行きが見えないと言いますか、明確化していないというところがチョッと

あると、計画の段階ですから最終的なを目標を具体的に出来るようにお願いし

たいと思います。 
時間もまいりましたが、議論もいろいろ進めましてこういう状況でつぎのス

テップに進んでいくということになるわけですが、今後 94 頁以降をつくってい
くということで皆さんよろしいですか。 
では、この景観計画につきましては、計画通り進めていただきたいと思いま

す。 
 

 次に、「報第 1 号 袋井市の緑の基本計画策定に係る基本方針」についてご報

告をいたします。 

 事務局からお願いいたします。 

○ 都市計画課 片桐課長 
 「報第 1 号 袋井市の緑の基本計画策定に係る基本方針」（説 明） 
○ 会長  
今、当局から説明がございましたが、皆様方からご質問ご意見ありましたら

お願いします。 



○ ■■委員 緑の基本計画については景観計画と密着している部分ですから

いろいろと鎮守の緑とか様々な緑があるものですから完全にドッキングした形

でお願いしたいと思います。 
○ ■■委員 
企業に開発の場合、何％をもうけなさいとこれは旧袋井と旧浅羽と同じだっ

たかどうでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長 
それぞれの市町で独自に誘導しているのは、それぞれの土地利用の指導要綱

で指導をして３％ということでされていたかと思います。 
企業立地法となると市町の基準ではなくもっと上のレベルになります。 

○ ■■委員 
実際には旧浅羽は規制が緩く合併になったら厳しくやられてあたふたしてい

る企業もあります。 
合併したらきびしくなったというのはおかしいわけで今までのことは、今ま

でで、それに年数をかけて徐々に直すならよいが急に直すというのは大変だな

というところであります。 
○ 会長 
そこは整合性をとるように。私の方からは、組織体制ですけれども市民から

は市民の意見と対応はどんなふうにとれていくのでしょうか。 
○ 都市計画課 片桐課長 

4 頁の中で市民参加という部分では市民説明会の開催とか施策調査というも
のを実施して意見をいただいてというふうに考えております。 
それからまた、皆さん市民の代表という中でご意見を伺っていきたいと思っ

ております。 
○ 会長 
策定委員会、幹事会は市のメンバーといいますか、行政の一方的な話だけの

ような気がするのでここに参加できる団体がいたらいいのかなと思いますが、

こういう形になるわけですね。 
○ 都市計画課 片桐課長 
情報提供ができるような形にしていきたいと思います。 



○ ■■委員  
最近の地域状況をみていますと緑の保全という部分については無駄を省きた

いというか街路樹としても常緑樹の高木が良いという意見がでてきますし、地

域住民の声をしっかりと受け止めた中でこの計画をたてていくことで最終的に

は、この計画を地域住民が守って実行していくことになろうかと思いますので

無理なくこの計画に参画できるよう方向性を示していただきたい。 
○ 会長 
緑の基本計画はこのように進めていただく、今年度、来年度ということでお

願いします。 
ほかにございませんか。ないようですので、「袋井市緑の基本計画策定に係

る基本方針」に基づき、計画策定を進めさせていただきたいと思います。 
本日予定をいたしました審議・報告事項につきましては、 

すべて審議が終了いたしました。 

 ありがとうございました。 

  後の進行は、事務局へお返しいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【その他・連絡事項】 
○ 都市計画課計画係 荻原主幹 
「磐田市との境界変更」・「景観計画地区説明会」（説 明） 

○ 会長 
市長が先ほど橋上駅の話をされましたが、昨年から工事にはいるとみなさん

そういう気持ちでおり、だいぶ遅れているが JR との協議は全国レベルですか。
もう少し皆さんに状況報告をしてはどうかと思いますが、どんな具合でしょう

か。 
○ 都市計画課 片桐課長 

JR と袋井市で自由通路をつくりそれに付随して駅をつくりましょうと昨年 6
月 15 日に「JR 東海と基本協定の覚書きを結びましたけれども国から国と JR
さんで費用負担について話合いをするからちょっとおまちください。」というこ

とで話がでてきました。 
当初、3 月までということでしたが、現在、6 月末日までに話をしますという

ことで伺っております。 
近々、その話の内容の説明があるのかなと思っておりますけれども、まだ、

最終的な合意に至ったところまでは聞いていないということで、これまで話を

してきた案がどんな形になっているかというところまでは聞いておりますけれ

ど最終決着はしていない状況でございます。 
国と JR さんとの協定ですが、公共で自由通路をつくるということであれば、

道路認定をして補助事業ということで取り組んでいけば良いという基本的なス

タンスですが、道路認定をしないということであれば「JRさんの方で少しお金
を出すということでもいいのではないですか。」という状況になっています。 
それから、「すでに工事着工しているところは、そのままやってくださいよ。」

工事はやっていないが、覚書きを結んだところについては、「双方で話合いなさ

い。」ということになっておりますけれども袋井市としては、新しい取り決めが

できたのであればそれに基づいてやっていきましょうと JR さんの方に話をさ
せていただきたいと思っていますが、そこの部分が JR さんの基本スタンスとし
て、「前に契約してあるのだからそれでやりたいよ。」とその基本スタンスとい

うのは、「市側が整備費を出しますよ。」となっているということであります。  



国と JR さんの協定の終わった段階で話をさせていただきたいと思っており
ます。 
○ 都市計画課計画係 荻原主幹 
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ありがとうご

ざいました。  

 鈴木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。  

  次回の審議会の開催につきましては、概ね 11 月頃に開催を予定しております

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 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。  

本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。 
 

【午後３時３０分：閉会】 

会議録署名人 

                           ○印   
 

                           ○印   
 

 

 


