
 

 

袋 井 市 都 市 計 画 審 議 会 

 

会 議 録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 平成2１年２月１9日（木） 
場 所 袋井市役所 ３０２会議室 

 

 

情 報 公 開 用 



【午前9時30分：開会】 

 

○ 都市計画課主幹 

  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、１３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。 

本日の審議会は、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。 

次第の２番、市民憲章唱和をお願いします。 

（市民憲章唱和） 

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。 

○ 市長挨拶 

○ 都市計画課主幹 

 次に、鈴木会長から、ご挨拶をお願いいたします。 

○ 鈴木会長挨拶 

○ 都市計画課主幹 

ありがとうございました。 

引き続きまして、本日の審議諮問案件となります『「ふくろいの風景づくり

計画」袋井市景観形成ガイドプラン(案）について』の諮問をさせていただき

ます。 

原田市長、鈴木会長よろしくお願いします。 

（諮問書） 

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、これから次第に従いまして、会長に議事の進行をお願いいたし

ます。 

○ 鈴木会長 



  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、山田

宏委員に、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） 

  ご異議無いようでありますので、会議録署名人は、山田宏委員にお願いい

たします。 

   それでは、これより審議に入ります。『議第１号「ふくろいの風景づくり計

画」袋井市景観形成ガイドプラン(案）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、

委員の皆様の審議のうえ、ご承認をいただいてまいりたいと考えております。  

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 

  〈説 明〉 

○ 会 長 

これから審議に入りたいと思いますけれども各委員からご質問等ありまし

たらお願いします。 

これ一冊分、これは長くなるような形になりますけれども、序章、第１章

の全段部分ですね、策定の目的とか第１章の基本方針のところでご意見どう

でしょうか。お伺いしたいと思います。 

○ 会 長  

今、説明の中で、景観計画の基本理念、基本目標に農の風景というのが、

わざわざ入れてあるわけです。 

農の風景を入れて説明を聞いていくと、農は、全然別なところにあって計

画実施についても、農というのは別の所でやるわけですよね。ちょっとこれ

自分たちがこういうふうなものをつくりたい、それは、農の風景を中心しま

すよということであって、実際に中に入ってみますと農はどこかにいってし

まっているわけですよね。 

環境政策課でも同じように袋井市環境基本計画を今、考えているわけです

ね。こういうふうなものを一体化、やっぱりこれだけのものをつくる時は、

ここで農の風景といいながら農は入っていない。環境は、美観とかごみの問



題とか、ありますね。違う観点でそれだって違う見方をすれば、こういう条

例だって一体化、そういうふうなものが何かないかなという気がする。 

わざわざ農の風景を何故ここに入れたのか、袋井らしさとはどんなのかと

いったら、農の風景というのは全然あっていない。 

○ 会 長   

どうでしょうか。農の風景という言葉をとりいれた理由について。 

○ 都市計画課長 

先ほど、意見の中にございましたけれども、袋井市の特徴というのは、何

なのだろうということですね。 

袋井市デザインコンセプト懇話会の中で提言がでているわけでございます

けれども、袋井市の特長というものについて広大な田園風景とか、あるいは

丘陵地の茶園の景観、里山と一体となった農家集落、緑に代表されるような

自然と歴史、こういうふうなものが生活していく中で一体として感じられる

というのが、袋井市の特徴ではないかということで、提言をいただいており

ます。 

こうした、これまで養われてきました自然と一体となって袋井市が生活し

てきているとこういうことを、後世に引き継いでいく必要があるのではない

かということで、こうしたものを阻害していくようなものを除外していく必

要があり景観を守っていこうということで、記載をさせていただいたという

状況になっております。 

いろいろな風景とマッチして生活をしていく中で、一つには高さの関係が

周辺の景観とマッチしてくるのではないかと、それから色の関係も緑にふさ

わしくないものは避けるというふうなもの、それから、農村景観等にマッチ

しない屋外広告物というようなものを誘導していこうということがあろうか

と思います。 

それから、各種の事業を展開していくという中でも景観農業振興整備計画

というものを定めていって、これまでの農村的な景観を守っていこうという

ふうな形で計画の方を定めていくという状況になっています。 

○ ■■委員  

いいですか。 

○ 会 長 

はい 



○ ■■委員  

農業の話をしているけれども基本的には、この袋井市の土地利用計画の中

に、今いうような農の風景をしっかりと頭にいれた中でもっていくのはどう

ですか。 

土地利用がでたらめであれば、今、いくらここで言ってもだめである。そ

の土地利用と景観というものがマッチしていること、それともう一つ農業の

方からみて、このもの自体が農家に対して本当にいいのか、悪いのか、どの

ように考えているのか。 

○ 会 長  

たいへん、難しい話になりました。はい、どうぞ。 

○ 都市計画課長 

土地利用の関係でございますけれども、大きく袋井市の総合計画の中で土

地利用の基本方針というものを定めまして、個別の土地利用に関しましては

国土利用計画ということで、袋井市のそれぞれの利用区分ごとの土地利用、

それから地域ごとの利用区分ということを定めていくという計画でござい

まして、それぞれの地域をどういうことで注意をしていこうという面の計画

を定めてございます。 

それから、農業サイドの計画につきましては、農業振興地域整備計画とい

うことで、農業の取組み、それから緑の誘導ということで計画を定めて、今

回は、景観からみてどういう形で改良していこうかということでございまし

て、こちらの方が新たにでてきているということでして農の関係からみたと

いう部分につきましては、今後の事業計画という中でお話をさせていただき

ましたけれども、景観農業振興地域整備計画というのもですね。農業関係に

ついての景観を考慮した形での農業とはこういうものの計画を定めていく

というふうなことを進めていきたいと考えています。 

○ ■■委員  

こういうふうなものは、平行してやるべきものであって、これに加えて農

業というのは、これを決めたらそれに従って農村整備計画をたてていくべき

ものか、そこらをどういうふうに農家が納得するかというのは、旧浅羽は合

併する前の場合、「青地、白地で農を守らないといけないのは、青地で、白

地のところはある程度かえてもいいですよ。」と旧浅羽としてはやってきた

わけですよね。 



その後になったら、「旧浅羽は白地であってもできないよ。」ということで、

困っている人もいる訳ですよね。そのものが、今いう農というもので旧浅羽

は今いう農ですよ。何事にも「NOですよ。」ということで評判が悪いですよ

ね。どういうふうな決め方をしているのか。こういうふうなものがね、基本

になっていくわけですよね。 

県へいくとあなたのところは「農村地域だよ。」と「旧浅羽地域は特にそう

だよ。」と言われれば、今いうようにせっかく住民が今まで白地はこうやっ

てやらなきゃいけない、事業もどうとか、入ってくるにしても白地地域と青

地地域の区別をしてやっていたわけですよね。 

そこを、議長しっかりと説明してください。 

袋井市が、今いう農の風景と言いながら本当に農をどう思っているのか。 

○ 会 長   

農業施策とどううまくいくか、第一前提だと思うし、私の考えですけれど、

今、農の風景が大切ですよというような位置付けでここにあがってきている

のではないかと私は思っているわけですけど事務局はどんなふう思っている

のでしょうか。 

○ 都市計画課長  

この計画については、景観という観点から、どういうような受け止め方を

するかということが、基本で定めていくということでございますので、先ほ

どご意見がございました農地転用という関係、これにつきましては、農業の

在り方ですね、これについて適合するかどうかという判断の中で、計画が定

められていて、転用基準が定められているということになっていますので、

農の風景あるいは景観計画とか、景観農業振興地域整備計画をこれからアプ

ローチという点で定めていくというふうにお考えをいただければというふう

に思います。 

○ ■■委員   

そういうふうなことは分かるよ。実際そこに住んでいる人たちが、浅羽に

は白地の場合は、ある程度、家を建てたりすることが、「簡単にできますよ。」

と今までやって来たわけですが、実際、今度合併してからは、「だめですよ。」

とケチをくらっているのが現実で、そこへもってきてこの景観計画のために

農の風景というのをポッといれて県でも国でも浅羽は「農の風景だからだめ

に決まってますよ。」と言われることをつくってしまうわけですよね。規制事



実をここへ。 

○ ■■委員   

今、■■委員から農の風景についてご意見がでましたが、景観づくりと農

政上の対応というものの一体化といいますか整合性というものをキチッと説

明されないと大変難しい問題であると思います。袋井市の景観としては、理

念としてうたわれ、概要としてうたわれているかぎりにおいては農の風景を

大切にするということであろうとそこまでは理解できます。 

○ 都市計画課長    

■■委員の方からございました農地転用等のこういう部分につきましては、

農業振興地域整備計画によって青地、白地ということに区分されるというこ

とになります。この景観計画等のですね、アプローチというものは、農業振

興地域整備計画というものが基本となって、それに乗っかるというふうな形

になっておりますのでそうした部分をとらえていただいて、基本は農業振興

地域整備計画の方が基本になってくるということで、考えていただければと

思います。 

ただ、農地転用等に関しましては、農地法ということになっておりますの

で、その運用につきましては、合併したから変わったということではなくて、

全国的な運用の中で変わってきているというふうに伺っているところでござ

います。 

○ ■■委員  

実際、海岸の方で白地の人たちが困っている。結構、県まで陳情したりし

ているけれども磐田市さんとか掛川市さんは市でも独自にできる。袋井市だ

けが、今、県の方にお願いしないといけないという。県がペケをくれている

わけですよね。 

だから、開発行為という問題がすぐにかかってくる。 

このことがそれぞれの課からでて、これは農の風景ですからそういうふう

な開発行為はだめですよというふうになっていることは確かです。 

それから、今いうように産業面からも配慮した中で、計画をたてておけば

市民も納得できるようにやっていただきたい。 

○ 会 長   

ありがとうございました。用途の区域設定の問題は、今日は、その景観形

成というところで■■委員に意見をいただきました。 



○ ■■委員   

この中にもしっかりね、農の方も今つくっている景観形成の方も一緒にい

れてもらいたいということです。これだって、今いう都市計画の方ばかりで、

書いてあるわけですよね。 

実施計画を入れる場合は、農業の方も同じような中に入れてだしていかな

いと、これはもう都市計画だけの問題で高さ制限とか、色とか、それだけを

やっていくのではないかというふうになるから今いうせっかくこういう８番

に農というのが入っているのだから、この中に同じように入れていかないと

今いう農の風景というのも違うのではないのですか。 

○ 会 長 

事業の連携を取りながらですね、それぞれの農という気持ちをその中に入

れていくということで、私は、これでいいと思いますけれど、この農という

言葉の意味をですね、意外と■■委員から言われるように農村とか、農業と

か、そういうイメージに片寄ってきている感じがします。 

農の風景という言葉のはじめはどんなところからでているのか説明をして

いただきたい。 

○ 都市計画課長    

資料３の６１頁をご覧いただきたいと思います。ここでですね、袋井市景

観デザインコンセプト懇話会の提言ということで掲載させていただいており

ます。袋井市の特徴的な景観要素ということで、いろいろなものがあげられ

ておりまして、田園風景とか、里山と一体となった農家集落とかいろいろな

計画がございまして、下のところに方策といたしまして自然と人の営みが調

和しているということが農の風景というようなことで表現されているという

ような形になっておりまして、村だけの風景ということではなくて生活をし

ていく人と自然との調和した営みというものを含めて農の風景ということで

言葉としてでてきているということになっております。 

○ ■■委員  

こういうことを書きながら、この上の方の水たまりへ何でまちをつくらな

いといけないのか。 

そんなことをいう理由が違うのではないか。 

今一番、農のね、広くいえば村松からくる大水が、あそこに溜まるわけだ

よね。大水のときは、それをわざわざ流す。それを農の風景と言えるのか。



今言った自然と人の営みが調和する。 

なんで調和できるのか。そんなのつくって。 

○ 都市計画課長    

それは、すべての農地を規制して都市化をしていくことを規制していくの

は、ここの景観形成の本旨ではないというふうに考えております。あくまで

も都市は発展させていかなければならないということがございますのでそう

した中で必要な部分はほしい。 

開発整備をする場合には、「こうしたことに気を付けて実施をしていきまし

ょう。」ということの方針を定めていくものであるというふうに考えておりま

す。 

○ ■■委員  

そんなこと大部分除けているのは旧浅羽の方である。今いう東海道線から

上の方はそのようなところがいくらもない。山と農の風景がどれだけ残って

いるか面積的に比べてみなさい。そんなこと言われると浅羽の人たちは怒り

ますよ。今いうようなことを言うのは「開発はできませんよ。」、「農の風景は

調和していけば良い。」ということである。 

○ 都市計画課長   

農地の部分を全て残すということではなくて、開発をする場合はこういう

区分に気を付けて、開発をする場合の方針ということで定めていくというこ

とで説明をさせていただきました。そうした個別の開発、転用については、

また別の規制法によって規制されるというふうに考えます。 

○ 会 長    

議論は噛み合わないと思いますけれど、あくまでも風景づくりという計画、

景観形成ガイドプランという位置付けですね。御理解を賜りたい。 

今、■■委員から言われている問題につきましては、追々個別の中で話を

させていただくというような中で進めていきたいというふうに思います。 

○ ■■委員  

関連しますが、景観形成の景観法に基づいて風景づくり計画ガイドプラン

ができたということで、全体構成の説明をした方が■■委員もよくわかると

思う。 

景観計画の目的、基本方針、形成の規制誘導、景観形成の事業とそういう

中で話をしていて■■委員のいう土地利用という形で形成の枠にはまったと



ころの土地利用がクエスチョンだということで言っていると思いますが、そ

ういうことを考えると景観計画の中の法定計画は平成２２年４月、条例も平

成２２年４月ということで、いわゆる条例の関係が審議されていないという

中でちょっと言葉が先走っていってしまう。 

条例はまだこれからですというなかで、景観形成の中の計画というのは案

でということで、条例の関係を説明していただきたい。 

○ 都市計画課長   

景観法に基づく法定計画と整合して条例を定めていくというような形に

なりますので、景観法に基づく法定計画というのが第２章の中で定められて

いる部分ですが、今後、条例等へ関連をしていくという形になってまいりま

す。 

この中で区域としては、「市域全域としていきましょう。」ということ、方

針については、第１章と同じ形に定められて制限については、規制をされる

ものが先ほど申し上げました高さと色彩の関係というものがはいってくる形

になります。 

それと重要建造物、重要樹木と屋外広告物の関係が入ってくるという形に

なりまして条例につきましては、第２章で定められたものを条例の中にいれ

ていくという形になりますので、景観地区の関係、届け出の関係、書類の関

係、それから重要建造物等の規制の手続きとかこれらを運用していくための

組織とか法律の中で定められている景観地区というものを定めていくときに

届け出とか事務手続きとかいうものを定めるという形になりまして、規制そ

のもの自体は先ほど言いました第２章のものを定めていくというようになり

ます。 

○ ■■委員  

第２章の中にあるものということですが、都市計画法、市の規則、県の条

例もありますよね。 

そういった条例、農政の所管なら農業振興整備計画の関係、そういったも

のの目的、開発目的に基づいて条例で決まっているが、そういうものが一緒

に入った中で、できていくということだと思うが、それはどう考えていくの

か。別個に考えるのか。 

○ 会 長   

第１章について基本的な方針で、今、第２章の規制誘導の方に話が進んで



いるわけですが、これの方向性をもって規制誘導するというふうな位置付け

になっている。最終的には、条例をこのなかから決めていきたいということ

でありました。 

今、■■委員から話がありましたが、事務局の方どうですか。 

○ 都市計画課長   

ここで定めていく内容そのもの自体が高さ、色彩それから屋外広告物とい

う関係になってございますので、先ほどから話にでています農村振興整備計

画ですね。 

このエリアという部分について影響を及ぼしていくという部分は、ござい

ませんけれどもこうしたものを適用するときには、建物とかを前提として農

村振興地域整備計画の方で建てられない地域と転用できる地域という形の前

部分は、農村振興地域整備計画の中でこういうものが乗ってくるイメージに

なってくると思います。 

○ ■■委員  

はい、わかりました。 

○ 会 長    

今の中で他にご質問。 

○ ■■委員  

４ページの下から４行目、『本計画「ふくろいの風景づくり計画」』となっ

ているが、「を」を加えて本計画を『「ふくろいの風景づくり計画」』とすべき

ではないか。７９ページの「(ウ)市民の郷土愛の醸成」の最後の「期待され

ている。」という閉め方は文章として繋がってこないのではないかと、ここの

ところは、繋げてということで「重要であるとか。」、「必要である。」とかに

しないと文言は繋がらない。１２７ページの下から８行目のeの行はゴシッ

ク体にしないといけないのではないか。 

次にいくつか疑問点があるのでお答えいただきたいと思います。アンケー

トをした中で４２ページから４９ページにかけていろいろ市民の思いとして

はこういった景観を重要にしたい。特に４２ページから４９ページのこれら

を残していくというような総体的な計画でないといけない。一番最後の第３

章にどこまで具体化されているか非常にあいまいだというような気がします。  

それから先ほどの■■委員の発言にかかわることで８４ページと８５ペー

ジで豊かな緑の保全と活用といってみたり田園景観の保全と活用といってみ



たりしています。 

先ほど■■委員が国本の上のことを言いましたが、８４ページにおきまし

ては山のことを言っているということで、小笠山山麓の開発計画もあると基

本的にはガイドラインという中で「必要以上の開発を行わない」という書き

方をされているわけですけれど、「必要以上」というのが、小笠山の緑が少な

いという中でどの辺までが必要と考えているのかなと少し気になるところで

す。 

それから１２４ページの土地利用にかかることですが、市独自の仕組み体

制という中で、眺望景観や土地利用の誘導などという書き方をされているが、

景観計画でどこまで規制されるのかと、先ほどの話ですと、条例をつくって

というようなことでおそらく高さ制限、色の制限、屋外広告物の制限と３つ

ですが、それについては、土地利用までは含まれないような気がする。どこ

までのことを意味されているのかまず聞きたい。 

○ 都市計画課長   

まず、一点目の字句の関係ですが、修正をさせていただきたいと思います。

２つ目のアンケートでございますけれども、これにつきましては、事業計画

の１７９ページに「オ 市民がいきいきと住み続けられる景観を演出する」

ということで、２番目のところで「袋井まるごと風景博物館整備事業」とい

うことがございまして、ふくろいの眺望をしている箇所のいわゆる風景の良

いところには指定をして整備をしていこう、それでふるさとの風景１００箇

所というようなものを目指してやっていこうというような考え方ですが、こ

ちらの方に入れさせていただいております。 

それから、１８０ページに下のところの（仮称）地区景観まちづくり協議

会として地区の景観を実施していこうというふうな団体の部分については支

援をしていく協議会については、認定をしていくという形で景観形成を進め

ていきたいと考えております。 

それから、３つ目の小笠山丘陵地等の緑の保全と活用という部分でござい

ますけれども、それにつきましては、個々の開発と整備事例こういうものと

照らしあわせながら貴重な緑の財産であるのかないのか、あるいは自然環境

と調和を図りながら検討をしていくことが必要ではないかと思います。 

それから、最後の１２４ページの土地利用の関係で１５０ページに中味を

記載させていただいておりますけれども誘導の考え方の中で建築物の形態、



空地率、緑化とか接道、駐車場を考慮した中で誘導をしていく開発の基準を

設置していくことの検討をしていきたいと考えております。以上でございま

す。 

○ ■■委員  

土地利用ということでする内容に感じております。いろいろな言葉に期待

を持たせるようなことですけども市として何をするかということになってく

ると○印のものは、実施するということですけど、資料１の２ページ目に必

ず定めること以外にも必要に応じて定めることができることに屋外広告物と

景観農業振興地域整備計画とかかるというような２つを行い、こういうふう

なことでほかのことはしないというようなことになっています。 

それでもってここに書かれている様々なことというのが、どういう形で実

行させていくかという非常に尻つぼみみたいな感じがするが、それについて

判断をどういった理由を定めていかないといけないということを含めて。 

○ 会 長   

事務局どうぞ。 

○ 都市計画課長    

資料１の２ページの○印のところで道路、河川、重要公共施設、自然公園

などということでここは定めていかないということでございますけれど、道

路、河川それから重要公共施設こういうものに関しまして、道路河川につい

て袋井市の中で大きく景観上ですね影響があるというものは、２級河川ある

いは国道、県道というものが、大きな景観要因となってまいります。 

そして、これらのものにつきまして定めるという場合には、道路や河川の

管理者と協議を行って定めていかなければならないとなっております。今回

の中では、国、県等のそうしたものの景観に関する整備の方針という部分で、

細かな計画等ができていないということで、現時点の袋井市の中には入れて

いけないという部分がございます。 

今後、こういうものがでてきた段階で、改めて中にいれていくというふう

なことになろうかと思います。それから「オの自然公園の基準」でございま

すが、これにつきましては、市の中に県立公園はございますが、自然公園法

の区域はございませんので、ここの部分は定める必要がないという形になり

ます。 

○ 会 長 



 よろしいですか。 

○ ■■委員 

  自然公園法ですが、県立自然公園としましては、御前崎や遠州灘海岸県立

自然公園というのがあるわけですが、まず、そのことに値しないということ

なのかどうか、それと後、資料１のイとウについては、河川そのものの流域

も含めると、また、その自然の景観というものもあるし、農の景観の取組も

積極的にお願いしたいという要望です。それと遠州灘についてどういうふう

な考え方をしているか。 

○ 都市計画課長 

  ここの部分はですね。完全に自然公園法の区域となっており、県立公園の

部分は、該当していないということになっています。 

○ ■■委員  

今ので、弁財天川の上流部、勾配が４千分の１から5千分の１のところが

ある。市では１０年確立を採用すると言っているが、その時に川幅がどれく

らいになると思うか。都市計だからわかると思うが。 

○ 会 長 

■■委員のおっしゃりたいことは、何をですか。 

○ ■■委員 

景観で、今いうように１０年確立でやった場合の川幅が、もの凄くできる

わけです。それをどうやって、例えば浅羽にある運動公園、ああいうものを

そういうふうな所につくって景観をよくしていく。川幅だけ広げないと勾配

がとれないのだから、１分の１あるかないかくらいで、あそこに「よし」ば

っかり生えてしまって非常に危ないような時に。 

今いう１０分の１確立で今やった場合に川幅がどれくらいになってどうい

うふうなものを計算的にどういうふうにおさえていくか。 

そこがやっぱりこういうふうなものでというときに考えていかないと。 

どれくらいの川幅になるのか。どういうふうに考えているのか。 

○ 会 長 

事務局わかりますか。 

○ 都市計画課長 

  今、弁財天川の詳細資料が、ここにございませんので、改めてご報告させ

ていただきたいと思います。 



整備の基本の在り方ということで先ほど申し上げましたけれども、袋井市

としての基本的な形での誘導ということについては、こういう方針でいきま

しょうということがございます。 

整備計画がでてくれば、こういうものに沿った形でお願いしていくという

ふうに考えておりますけれども、先ほど申し上げましたように管理者となる

ところの団体ですね。県の河川の整備の方針とか、そういう部分というのが

ございませんので、この景観計画の中には入れていけないということでござ

いますが、こちらの８４ページ河川景観の保全と向上ということで基本的な

考え方がここにお示しさせていただいてございますのでこういう部分をです

ね、意見を申し出ていきたいというふうに考えております。 

○ ■■委員 

県は、どのくらいの水路かある程度わかっていて、５分の１であるが、市

は、１０分の１確立でやりたいといっている。弁財天川自体の今まで水がど

れくらい溜まってみんな困っているか、そんなの当然分かっているわけです

よね。 

それで、今いうように可燃物の処理場つくったりメロープラザつくったり、

また、工業団地をつくりたいとそういうふうな中で１０分の１の河川という

のはどれくらいの幅で、もっというと、どれくらいの遊水池がほしいか、計

算的にはほぼでているわけである。 

そこを景観的にどう保全をしていったらいいか、県などがやるものをうた

っているのではなくて、市としての考えをしっかりだしてもらわないと。 

○ 都市計画課長 

  市の景観上における方針といたしましては、８４ページにございますよう

に自然緑地の保全あるいは、自然護岸あるいは、親水性の向上等を図ってい

きたいという方針を定めさせていただいてございます。 

これがここに個別にどの河川のどの部分に個別にやっていくかという部分

につきましては、河川の幅員とか高さとかいろいろな条件がでてくるという

ことになってまいりますので、それぞれの状況に応じて、ご計画をお示しさ

せていただきまして検討をさせていただくというふうにしていきたいと思っ

ております。 

○ ■■委員   

ここに書かない方がよい。河川の景観をどうするこうする。担当課に相談



しながら、維持管理を良くして良い環境の基にするとかにしていればよい。 

良いものを自分のところでできるような言い回し、ちょっと、そこらがあ

るからそういうふうに言いたくなる。 

○ 会 長     

今、■■委員のおっしゃるように川については、整備計画というものをも

っておりますから、そこにこの言葉を反映できるように取り組めるようにす

ればよいと思う。 

個別に考えれば良いと考えるのでこの書き方で良いと思う。 

どうでしょうほかに。 

○ ■■委員   

第２章の屋外広告物の設定に関する条例ということで、インター通り線あ

たりに大型の遊技施設等や飲食店なんかもたくさんできてきておりますけれ

ども、今までは、看板の広告規制があったのか、なかったのか規制をされる

ようになると大きさとか広告物の面積とかそういうふうなのがどのような関

係で規制されてくるのか。 

１７１ページに制限の方針ということででているわけですけども、今まで

は土地の所有者が、返事をすればどんな広告でも出せれたような感じでいま

すけれども、それがここからはどのようになっていくのか。 

○ 都市計画課長     

現在ですね、袋井市内の中では、屋外広告物については、屋外広告物法と

静岡県屋外広告物条例により規制されているという状況でございます。屋外

広告物には、立てる看板の種類と立てる土地によって２つの規制があります。  

まず、土地の方の関係でございますが、特別規制地域と普通規制地域とい

うことで、地域が２つに分かれていて、あとは規制のない区域となっていま

す。 

特別規制地域というところは、低層住宅地域、沿線で規制されている所が、

東海道線の１００ｍ以内、新幹線の５００ｍ、東名の５００ｍとか、バイパ

スの３００ｍとかいうことで路線毎に決められているということであります。 

それから、普通規制地域というのは先ほどの新幹線の５００ｍよりもちょ

っと離れたところで５００ｍから１，０００ｍというところで、あるいは、

国道や県道など場所によって規制があります。それから、看板の種類によっ

て規制されるということでありまして、自分の家の広告、事務所があってそ



こに広告を付ける場合には、これくらいの大きさまでという形になっていま

して一般的には、自分の広告とかいうものですと大きさが３０㎡、高さが１

５ｍとかいうような形で、それが、自家広告物とか標識・案内版とか種類に

よって大きさとか、壁からはみ出る大きさがどれくらいかというような制限

がかわってくるということでございますので、一覧表をお出ししていきたい

と思いますが、基準そのもの自体は袋井市だけ厳しくしてほかとの横並びも

ありますので、基準はそのままにいたしましてエリアを広げていくと、今、

言った中心地の方は規制されているが、外の方へいくと規制されていないと

ころがございますので、そうした部分を屋外広告物のエリアの方にいれてい

きたいというふうに考えております。 

○ ■■委員   

そうすると、ネオンも規制がかかってきて、その交通に支障にあるような

ネオンも規制の対象になっていくのかね。特にパチンコやなどの過激なネオ

ンがでているが、そういうのも規制になっていくのかなと、ただ、書いてあ

る店の看板だけなのか聞きたい。 

○ 都市計画課長 

今のネオン看板については、屋外広告物の適用範囲となっていますので、

その部分は、今回入れていくという形ではなく、今の基準と同じでエリアを

拡大していくというふうな形であります。 

○ 会 長 

  よろしいですか。 

○ ■■委員  

第１章、第２章ですが、第３章とかの方がかかわっているようですがよろ

しいですか。 

２点ほどあるのですが、先ほどの６１ページの中で意見として、自然と人

の営みに調和した農の風景というものを説明いただきました、先ほどから農

の風景という意味がここにうたわれているということで、説明があったわけ

ですが、１６０ページの５行目に「農の風景」は、本市固有の特徴的な景観

であり、今後も適切に保全していくことというふうに書いてあるわけですよ

ね。こういう書き方をしますと、先ほど■■委員から言われたように農地を

守るとか、そういうふうにとらわれるという気がするわけで先ほどから言っ

ている農の風景というのは、一つのイメージとしての地区だと思うので、こ



ういう書き方が適切かどうかちょっと感じるところでございます。 

そして、やっぱり農の風景の調和とかですね、そういうふうな意味合いで

もっていると思うんですよね。全体的な流れからいうと、あくまでイメージ

の話なのですが、イメージとして適切に保全していくということで理解すれ

ば、意味は通じるかもしれませんが、こういう書き方をしますと少し過激と

いってはおかしいですけど、風景を守るというよりも、農地を守るとかいう

ふうなことにとらわれているのではないかと思いますが、この辺、どういう

ふうにするのかご検討いただきたい。 

それからもう１点ですね、１２ページでございますが、一番下に「田園や

茶畑の中には、高圧線などの鉄塔が目立ち田園景観を阻害しているところも

ある」ということが、書かれているわけでございますが、１６５ページに市

民が特に必要と認めるものは、道路、河川、公共施設、それから電気事業の

公共性から認められる工作物については、周辺環境の支障も少なくて、良い

というふうにとらわれます。 

もう一つここに「景観形成への阻害しない場合」と書いてあるが、条例で

判断するのか、誰がどう判断するのか良くわかりませんが、いずれにしても、

これは、適用除外になっていくわけですよね。最初から適用除外ということ

にしないでですね、少し足かせをしておかないとこっちの１２ページでいっ

ている意味が変わってしまうのではないかと、これやっぱり１２ページに書

かれていることは現実だと思いますので、この１６５ページの市長が特に認

めるということで除外することではなくて、そういうことをいっている意味

がわかりますし、それから、必要な施設が決められて広域的に必要なことで

ございますので、いけないということではないのですが、そういう場合には、

また、違った意味で検討会をする必要があるだろうということを、どこかに

記載するなりですね、なおすかどうかわかりませんが、その辺一つ検討いた

だければというふうに思います。 

○ 会 長 

今、２点ほどお話がありました。その辺どうでしょう。 

○ 都市計画課長 

先ほどから申しております農の風景ということですけれども、農そのもの

の規制を強めるということではなくて、地面の部分は他の規制がございます

ので、その上に乗った中で、より良い景観を保っていきたいということの方



針でございます。 

２つ目の鉄塔でございますが、１６５ページの機能上やむをえないという

場合、最後にかつ、景観形成への実現を阻害しないということで入れさせて

いただいてございますので、今後の中で鉄塔等の景観の配慮、そういうよう

なことを検討できるような形で大きさとか色とかそういうようなものの方策

等を検討していきたいと考えております。 

○ 会 長 

農の風景という言葉がですね、イメージが農村としてとられるイメージが

ありますものですから、なんかこの言葉は、良い言葉を使っているとは思い

ますが、皆様の議論の中でこういう言葉になってきたと、そこも十分注意と

いいますか、説明を加えるとか必要であるような気がします。 

その辺ご配慮をお願いします。 

ほかに何かありますか。 

○ ■■委員  

ちょっと細かい話で、申し訳ないのですが、海岸の風景の中で「砂防林」

とか、「防風林」とか、いろいろな言葉が使われている。これは、正式名で

言いますと「飛砂防風林」というのが正式名称ではないかと思います。それ

で、地域の方だと砂防林というのが通称の名前かなと思います。文言を統一

していっていただいた方が読みやすいかなという感じがします。 

１３１ページに屋外広告物の掲出について書いてあるわけですけれど、一

応この文書を読むと今まで規制が無くて屋外広告物を出しているという錯

覚を覚えるのではないかと、先ほど事務局から説明があったのは、現在は、

県の屋外広告物条例に基づいて設置区域とか規模とか規制されているとい

うことですが、この文章だとそこまで読み切れないので、ここに文章を一工

夫してもらうといいのではないかと思います。私の方は以上です。 

○ 会 長  

どうでしょうか。事務局 

○ 都市計画課長 

  字句の防風林、砂防林ですが、確認をしまして統一が図れるようにしたい

と思います。 

それから１３１ページの屋外広告物の関係でございますけれども、文書の

方を現実にある表現をしていきたいとこのように思います。 



○ 会 長  

他にございますでしょうか。 

○ ■■委員 

１５９ページの対象となる規模要件というのが、ありまして敷地面積が１，

０００㎡以上と記載してございますが、１９１ページの語句の説明の中で延

べ面積が１，０００㎡となっています。これは大規模建築物の規制をしてい

く案件だと思いますが、これは、延べ面積と敷地面積とまったくちがうので、

これはどちらでしょうか。 

○ 都市計画課主幹 

規制は、敷地面積ですが、大規模建築物という場合には延べ床面積が１，

０００㎡以上ということで、用語説明はなっております。 

ですので、規制の内容をここにもってきているのではなくて、大規模建築

物といった場合には、１５ｍを超えて延べ床面積が１，０００㎡以上になっ

たようなものは、大規模建築物と呼びますと、規制の方の対象行為というの

は、１，０００㎡の敷地面積で８００㎡くらいのものを建てても、「それは、

対象にしますよ。」と届け出面積の対象にしているということです。 

よろしいでしょうか。 

○ ■■委員 

それはいいのですけれど、１０００㎡の土地に１００㎡の建物と８００㎡

の建物では、大きさが全く異なる。ですからやっぱりこれ延べ面積というの

もどこかにかせを入れた方が良いと思うのですが、その辺は。見付け面積は

ここで対象になっていますが、大規模面積の届け出は違いますけど、敷地面

積で括り、延べ面積で括る方が余り規制が厳しくても困りますが、景観とい

うことを考えればある程度、規制をしてもいいのかなとおもいますが、その

辺は、ちょっとご検討をいただければと思います。 

○ 都市計画課長 

届け出をしていただく事務関係で１，０００㎡以上ですと土地利用の関係

がございますので、その面積をですね、届け出をしていただくという方が、

後々の指導の方もしやすいということが、ございまして敷地面積という形で

で、とらえさせていただいてございます 

○ 会 長 

はい どうぞ 



○ ■■委員  

一人の一市民として景観形成のガイドプランというこんな袋井市になった

ら本当に素晴らしいなと思うんですけれども、現実として私は犬の散歩なん

かをして歩いていますと田んぼの中にごみが落ちていたり、水路の中には、

ペットボトルとか、あるいは河川の中には、不法投棄のごみとか本当に身近

なところで凄く嫌な思いをして、自然のままだったらすばらしいと思うので

すけれど、現実面として市民の人たちが低下してきたという中で景観からた

てても住んでいる人たちがマナーというものを守っていかないといけないと

思うのでそういうところの対策というのが、こちらのところで「適正に対応

することが必要」と書いてありますけれども具体的に市の方でどのように対

処していくのかということがちょっと、本当にきれいに書かれていますが、

犬の糞とかそうなんですけれども、一応条例などあると思うんですけれども

まだまだ残念に思うことが多々あるということで。 

○ 都市計画課長    

毎日の生活の中でいろいろな気になる部分があるのかなというふうに思い

ます。やはりこの景観計画だけでいろいろ進めていくというのは難しい部分

もあろうかと思いますが、景観で先ほど申しあげましたように袋井市民とし

てこの地域を大切に育ててここに暮らしていきたいというこういう思いとい

うものが袋井市民のみなさんがもっていることかなと思います。 

そうした意味で景観の今後の推進につきましては一番最後の方にございま

すが、市民の意識向上というような関係の対応をしていくというようなこと

としておりますが、ここだけでは、やはりできていかない面もございますの

で、先ほど申しあげましたとおり環境基本計画とかごみの施策とかそういう

部分で、こう一緒になりながらより良い袋井市をつくっていくというふうに

したいと思いますのでご意見がございましたらお話いただければと思います。 

○ 会 長    

意見もだいぶ出尽くしたように思いますが、いかがですか。いろいろな意

見が出ましてその辺を踏まえまして修正をしていただけるところは修正をし

ていただくと、基本的には、このガイドラインにつきましてはこの方針とい

いますか、この方向でまとめていたいと思いますけれども、この議第１号「ふ

くろいの風景づくり計画」袋井市景観形成ガイドプランにつきましては、諮

問のとおり進めるということでご理解を賜ってよろしいでしょうか。 



○ ■■委員   

やはり、付則を入れておいた方が良いと思います。■■委員が言われたよ

うにその他の環境、それと袋井市環境基本計画や農業振興地域整備計画など

と一体感をもった中で進めるよう加えてほしい。全部、別々に進められたの

では大変なものですよ。  

○ 都市計画課長    

答申の中にそのようなご意見をいれさせていただいて付記させていただき

たいと思います。 

○ 会 長    

説明をいただきました中で修正をいただきましたとおりこのガイドプラ

ンのとおり進めていくということでご意義ございませんでしょうか。 

○ 委 員    

異議なし 

○ 会 長   

ありがとうございました。これ以外ないようですので、議第１号につきま

しては、審議のとおり進めさせていただきます。長時間にわたりありがとう

ございました。 

  以上で審議を終わります。 

本日予定をいたしました審議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。 

○ 都市計画課主幹 

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。  

  その他といたしまして、 

昨年、１１月２６日に開催をいたしました都市計画審議会で、ご審議をし

ていただきました袋井市と磐田市との行政界変更に伴う、都市計画区域の変

更は、静岡県都市計画審議会において、昨年、１２月１８日に承認をされて

おりまして、一昨日の１７日に、「官報による告示」と「県広報による告示」

がなされておりますので、ご報告申し上げます。 



  また、２月２２日、日曜日には、市長も出席をいたしまして、磐田市大藤

公民館で、「行政界変更の記念式典」が、開催される予定となっております

ので、あわせて、ご報告申し上げます。 

次に、次回の審議会につきましては、先ほど、ご説明をさせていただきま

した「景観形成ガイドプラン」に基づき、「景観法に基づく景観計画」、「景観

条例」及び「屋外広告物条例」を制定し、平成２２年４月１日からの施行を

目指してまいりますとともに、本年度から２箇年で策定を進めております「緑

の基本計画」の策定も進めてまいりたいと考えておりますので、これらの案

件の進捗状況にあわせて、開催をしてまいりたいと考えております。また、

委員の皆様の任期が、２年任期で、平成２１年８月３１日となっております

ことから平成２１年度の７月までには、少なくとも１回は、開催をしてまい

りたいと考えておりますので、来年度も、引き続きよろしくお願い申し上げ

ます。その他につきましては、以上とさせていただきます。 

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。 

 

【午前１１時３０分：閉会】 
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○ 都市計画課課長補佐 

弁財天川の関係でございますけれども、現在、弁財天川流域総合的治水推

進協議会とうのがございまして、当初は平成１０年から弁財天川流域懇談会

と言うことで、それがいまの協議会ということで１０年活動を続けてきたわ

けでございますが、今年、幹事会と委員会を２回づつおこなっています。２

１年度に弁財天川流域のアクションプランの作成を計画しています。２２年

には、検討会を予定している。先ほどの１０分の１確立についてはその予定

の中で話ができるのかなという状況です。 

○ ■■委員 

何をいっているのか意味が分からない。この前言ったときには、あれはこ

の会議ではないが、「１０分の１確立でやります。」といっている。市の姿勢

として、今いったようにその中で話がでている。その話は２０年も前からで

ている話である。１分の１ないのでどうしたら１分の１になるかということ

で、１０億くらいかけたのかな、それでなおしている。袋井市では１０分の

１確立といったらその何倍になると思うか。市の計画で「１０分の１でやり

ます。」といっているのでその懇話会でいうのではなくて市が当然自分たちの

だしている計画をもとにはっきり出してもらわないと。 

○ 会 長 

  なかなか、そこの弁財天の話となりますと余談の話となりますがね。勾配

が■■委員のいうとおりないということから整備の方針が立てづらいという

ことで議論をしています。 

今説明ありましたように流域検討委員会というようなものをつくってこれ

からまた新たにどういう方針でいくか、目標としては１０分の１の確立でい

くとそうすると川幅もどのくらいなるかというと相当広くなる。 

そしたら、それでいいのかどうかというのが議論となり、各所に調整池を

つくって一時的に貯留しようというのが弁財天の計画となってくるのではな

いかと、それがまあ、土木事務所の方でこれからつくっていくことになるの

ではないかなと思います。とにかく整備というのは難しい。流れない川であ

る。 


