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【午前 10時 30分：開会】 
○ 都市計画課主幹兼計画係長 
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、１１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項に規定によりまして、定足数を満たしておりますのでご報告を申し上

げます。 
本日の審議会につきましては、事前に配付させていただきました資料に基づき

まして、ご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荻原と

申します。よろしくお願いいたします。 
それでは、次第の２の市民憲章唱和をお願いします。ご起立をお願いします。 
（市民憲章唱和） 
ありがとうございました。それでは御着席ください。 
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」 

○ 都市計画課主幹兼計画係長 
続きまして、会長挨拶でございますが、本日、鈴木会長が所用により欠席であ

るため、昨年の１１月２６日開催しました、都市計画審議会において、会長代理

に指名されております、原田委員から会長代理として、ご挨拶をお願いいたしま

す。 
○ 会長代理 
「会長挨拶」 

○ 都市計画課主幹兼計画係長 
 ありがとうございました。 
それでは、新委員の紹介といたしまして、本年の７月に袋井市農業委員会会長

の改選がありまして、新たに山田 宏さんが都市計画審議会委員としてご就任い

ただくことになりましたので、ご紹介をさせていただきます。 

  簡単にご挨拶をお願いいたします。 
○ 山田委員  
「山田委員挨拶」 
○ 都市計画課主幹兼計画係長 



 

 ありがとうございました。 
それでは、６番の諮問ということで、引き続きまして、本日の審議諮問案件と

なります「中遠広域都市計画区域の変更について」会長さんに代わり、原田委員

さんに諮問を受けていただくような形で、市長それから原田委員さんよろしくお

願いします。 

（ 諮問 ） 

○ 都市計画課主幹兼計画係長 
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ので、よろしくお願い申

し上げます。 
それでは、議事に入らせていただきますが、会長が不在となっておりますので、

袋井市都市計画審議会条例第６条３項の規定に基づきまして、会長から予め指命

された原田委員さんに、議長として、次第に従いまして議事を進めていただきま

す。 
 なお、本日、事前に配布いたしました資料の差し替えと追加をお願いしたいと

思います。本日、机の上に配布させていただきました次第並びに資料の１，２

について、差し替えをお願いしたいと思います。それから、資料の３ 景観計

画のパブリックコメントの提出状況というものにつきましては、資料追加をさ

せていただきたいと存じます。 
確認をしていただきまして、議事のほうに進んでいただきたいと思います。 
それでは、原田会長代理で議事を進めていただきたいと思います。 
 よろしくお願いいたします。 
○ 会長代理 

  それでは、審議会を進めさせていただきます。座って失礼いたします。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

署名人でござい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たいと思います。 

署名人は、永井靖子委員さんにお願い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、永井靖子委員さんにお願い

いたします。 



 

  それでは、これより審議に入らせていただきます。 

最初の議案につきましては、議第１号 中遠広域都市計画区域の変更について

の審議でございます。 

  この議案につきましては、本日、本審議会に諮問がなされましたことから、協

議検討をしていただきまして、委員の皆様にご承認をいただいてまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○ ■■委員 

  入る前に、なぜ差し替えたのか、差し替えた場所をしっかり言わないと、ただ、

「差し替えました」ではだめです。我々に提出したものと、今度の差し替えたも

のと、どこが違うのか、それを事前に報告してください。 

○ 都市計画課主幹兼計画係長 
  それでは、次第につきましては、副会長の挨拶となっていたものを、会長挨拶

に訂正しております。それから、資料１につきましては、これからご説明します

図面のナンバー１のところの、下の方に四角で囲ってある区域名というところが

ございますが、ここの部分が、磐田市上神増地区の全部、袋井市大谷地区の全部

となっているものを、地区名のみにさせていただいてございます。資料のナンバ

ー２の方につきましても、同じように区域名の全部というものをとらせていただ

いてございます。 

  差し替えにつきましては、以上でございます。 

  大変誠に申し訳ございませんでした。 

○ 会長代理 

  ありがとうございました。以上でよろしいですか。 

○ ■■委員 

  はい。 

○ 会長代理 

それでは、 事務局からの説明をお願いいたします。 
○ 都市計画課長 

 「第１号中遠広域都市計画区域について」（説明） 

○ 会長代理 
 ただいま、第１号中遠広域都市計画区域について、都市計画課長から説明が

ありましたが、この件に関しまして、御意見、ご質問等ございましたらお願い

します。 
○ ■■委員 



 

今回のこの問題については、今までの経緯からいいだろうと思いますが、た

だ、今、日本では地方分権をされて、それがなかなか難しいということで、道

州制で移行する中で、先だって沼津の市長がかわって、三島の市長の新たな見

解では、今後の道州制を睨んだときに、東部でも広域合併をして、政令指定都

市をめざしたいという発言があるわけですが、合併当時にいろいろな問題があ

って、中遠でいくのか、やはり、磐南、東遠を入れた大きな広域合併でいくの

かといったそんな問題が出てきています。実際のところ、広域でやるこのよう

な問題が、今後、出てくると思いますが、それで本当にいいのか。浅羽町と袋

井が合併した当時、本来的にはもうやはり一之池とか、諸井とかそういった問

題は、合併してしまえば解決してしまうんですよね。だから広域的なものを考

えたときに、今後、市としてはどういうふうにもっていくのか、やはり再度の

広域合併といったものをにらんでいくのか、いかないのか、そこらもやはり真

剣に考えてやっていかないと、境界をつくっていくところは、まだほかにもあ

ると思います。浅羽と磐田の問題、袋井市と磐田の問題、そういったところが

いろいろあるんですけれども、真剣に考えた中で、広域的な観点から、今後の

都市計画、やはりこういうものも、少しちがう目でぴしっと、市でやるんでな

くても、全体を広域化した中で、このような都市計画を考えていけるのかいけ

ないのか、そこらももう少し大きな目で見て、また、県や国とも話し合いをし

て、やはりよりよくしていかないと、浅羽の中村の問題―あれも太田・原野谷

川を挟んでしていると、やはりこのような同じような問題があるわけですね。

それもまた、掛川ともあるだろうし、もう少し大きな目で考えた中から、今後

の行政として広域的な都市計画といったものをどういってやったらいいか、市

としてもしっかり考えて、議会も考えて、今後の対策を十分練ってからやって

いただきたい。 
○ 会長代理 
  非常に前向き、建設的な意見だと思いますが、事務局から何かありますか。 
○ 都市建設部長 
貴重な御意見ありがとうございます。 
本来、都市計画事業そのものも■■委員が言われたように、ひとつの市、町

単位ではなくて、関連する縦・横の市町村とが共同歩調でということで、広域

的な連携で進めております。もともとは、袋井市、浅羽、森 一市二町が中遠

広域ということで進めてきております。磐田については磐南、掛川は東遠でと

いうことで、市の行政エリアを拡大して、大きい中で考えてきております。現



 

実に■■さんの言われたように、広域がほとんど合併によってひとつの市町に

なってしまっているという現状もあるものですから、もう少し大きいエリアで

行政の方も進めていくべきであろう、例えば、交通形態等を考えてもですね、

浜松からいわゆる大井川から西側、こちらの方をひとつのエリアとして、全体

的な交通網―こういうものも検討しておりますし、それから国の施策として、

第二東名―今、新東名となっておりますが、これも、森それから浜北にインタ

ーができる、そうしますと、当然、袋井独自で考えてみますと、インターチェ

ンジがございませんので、森とか磐田、掛川と連携して道路計画をしていかな

ければいかんということになりますので、これはもう、中遠広域だけではでき

ない状況になってきます。そういう事情等がありますので、期成同盟会とか、

そういうもので、いろいろしてきております。とりわけ、市長の話にありまし

たとおり、公共事業に対する予算の配分、これもこの先どうなるか心配もござ

いますので、必要なもの、重要な路線からとなりますと、特に広域で考えるよ

うな道路が重要になってこようと思いますので、これは、具体的に次の合併の

ときまで時間があろうかと思いますが、今の段階では、近隣市町と連携をとり

ながら、道路計画等諸々、治水を含めて進めております状況ですので、それぞ

れ、どういうふうにお話が進むかわかりませんけれども、合併をにらんでとい

うことで、行政のほうもすすめておりますので、皆さんの協力も是非お願いし

たいと思います。 
以上でございます。 

○ ■■委員 
 今、言われたように、あくまでも、磐南と中遠と東遠、それと向こうまで入

れるかどうか、そういうことについても、市としてもしっかり言って、だから、

本来ならこれは、まあしなくてもいいわけだよね。磐南、中遠、東遠が一緒に

なっていれば、だから、今までは中遠、浅羽、袋井、森でやってきたけれど、

それじゃもう小さいよと、だから今、言ったように広域的な道路にするに何か

するにしても考えたときに、まあ、これはもう県とか国に言っていくことだけ

でも、袋井市としてもそんなことをしっかり考えた中で、広域行政自体を、や

っぱりもう合併しちゃったんだから、次の広域行政というものを考えなければ

いけない。磐南というのは、全部ひとつが磐南だし、磐田市が磐南になてる、

だから広域行政という中で、やっぱりじゃあここが何がいいのか、遠州がいい

のか何がいいのかわかんないけれども、本当の広域にしていかないと、磐南広

域といっても磐田市だけで他がないでしょう。そういうこともひとつ考えてほ



 

しい。 
○ 会長代理 
  ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。 
（「なし」 の声） 
○ 会長代理 
  御異議がないようでございますので、議第 1号につきましては、諮問のとおり
進められることについて、 
○ ■■委員 
  会長代理、できたらね、今言ったものを追加でちょっと入れてね、要望という

か、県のほうにこんな意見もあったよと要望を出しておけば、担当の方もそうい

うものを考えていくと思うんだよね。何もなしでああいいよだけではなくて、で

きればそういうこともちょっと入れていただければ、これは議会にまかせておけ

ばいい。 
○ 会長代理 
 はい、ではまあ、そういうことで、今、■■さんからお話がございましたが、

いずれにしても、諮問のとおり進めるということで、御異議ございませんか。 
（「異議なし」 の声） 

○ 会長代理 
 ありがとうございました。それでは、これについては諮問のとおり進められる

よう答申をしたいと思います。 
 次に議第２号袋井市景観計画素案の策定について、御報告をしたいと思います。

事務局からお願いします。 
○ 都市計画課長 
  「議第２号 袋井市景観計画（素案）の策定について」（説明） 
○ 会長代理 
  ありがとうございました。 
  ただいま、議第２号 袋井市景観計画（素案）の策定についての説明が事務局

からありましたが、質問、御意見等ございましたらお願いします。 
○ ■■委員 
  先程、河川の問題で二級河川が主となっているということで、旧浅羽の弁財天

川がもっと短いわけですね。だから、二級河川のことを言わずに、河川のことを

弁財天系とかにして、もう少し言い方を変えてはどうか。 
○ 都市計画課長 



 

  ここの区分図の中では、二級河川と書いてございませんけども、文章全体とし

て、再度確認しながら見直しをしていきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思いします。 
○ ■■委員 
  ２０メートル以上の建築物の分布図のところですが、１２番が７２メートル、

３３番が４２メートルですが、これはどのようなところなんでしょうか。 
○ 都市計画課長 
  １２番のところでございますけど、これは、シンドラーエレベーター、ちょう

ど市役所から見えるエレベーターの試験塔が７２メートルになります。それか

ら、３４番の４５メートルのものですが、これは、新しい焼却場、クリーンセ

ンターの煙突の建物になります。 
○ ■■委員 
  この３３番というのは、旧のクリーンセンターになりますか。 
○ 都市計画課長 
  ３３番は、エコパの建物になります。旧のクリーンセンターは、３０番のもの

でございます。 
○ ■■委員 
  ほとんど、塔ということですね。 
○ 都市計画課長 
  そのとおりになります。 
○ ■■委員 
  ビルとしては、高い物はないのですか。 
○ 都市計画課長 
  ビルとしては、１０階が市内で一番高いものになっておりまして、栄町と田町

のマンションが１０階で、３０メートルと３１メートルが一番高い状況になって

います。 
○ ■■委員 
  今後、規制するんですよね。今、建っている建物に関しては、そのままという

ことになるんですか。 
○ 都市計画課長 
  現在、建ててあるものに関しては、既存の権利がございますので、適用除外と

いうことで、建て直しをする場合も、今までの権利は保障される、その範囲であ

ればできるということになります。それから、適用除外ということで言いますと、



 

駅周辺は適用除外を考えている状況でございます。 
○ ■■委員 
  病院の建設地が定まっていないのですが、病院建設によって市民の税金が上が

るといったことはないのでしょうか。浅羽の場合は、都市計画税や水道料金の統

一化で、浅羽の市民の負担が増えるといったことがないでしょうか。 
○ 都市計画課長 
  税金の問題と言うことで、聞いている範囲でお答えさせていただきます。 
  病院建設で、財源を捻出するなかで、税金を上げると言うことは聞いておりま

せんので、これまでの財政のなかで費用を捻出していくということを伺っている

状況でございます。 
  また、都市計画税の関係でございますが、これにつきましては、今年度の中で

方向性を出していくことになっていく状況でございまして、これは都市計画事業

に充てていく財源でございます。病院建設は都市計画事業ではありせんので、今

後、道路や区画整理事業といったものの財源となっていきます。 
○ ■■委員 
  文言で１４頁の１行目で、ハマボウ群落等とありますが、浅羽海岸には、ハマ

ボウ群落はなくて、福田なんですね。書くのであれば、ハマボウフにしないとい

けない。磐田市には、ハマボウ公園などあるが、そういった景観はみられない。 
○ 都市計画課長 
  そこのところは、確認をさせていただきます。 
○ 会長代理 
ほかにございませんか。 

  それでは、ないようですので、袋井市景観計画（素案）につきましては、計画

案のとおり進めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

本日予定をいたしました審議・報告事項につきましては、予定どおりすべて審議

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。 

○ 都市計画課主幹兼計画係長 
  ありがとうございました。予定の審議は以上で終了いたしました。 
  その他につきましては、事務局から御報告を申し上げます。 
  次回の審議会の予定につきまして、景観計画の案につきまして、皆さんの意見、

パブリックコメントの意見等を取り入れ、修正等検討した上で、概ね２月頃に開



 

催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 
  その他の報告につきましては、以上とさせていただきます。 
  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ありがとうござ

いました。  

  原田委員におかれましては、会議の進行等、大変ありがとうございました。 

○ ■■委員 

  都市計画税の問題は、浅羽だけの問題でしょ。袋井もまた変えるのか。 

  そこらをはっきりしないと、言ってることが違ってくる。浅羽は今まで都市計

画税がなかったので審議している。袋井も見直しをやっていると聞こえる。そこ

のところを浅羽の住民にも分かるように説明し、考えてほしい。 

○ 都市計画課主幹兼計画係長 
  それでは、以上をもちまして都市計画審議会を終了させていただきます。あり

がとうございました。 
 
【午前１１時４０分 閉会】 

会議録署名人 
 
                 印 

 
 

                 印 


