
袋井市都市計画審議会

会 議 録

（情報公開用）

開催日 平成27年３月16日(月)

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27年３月16日（月）

午前10時00分から午後０時05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12名及び事務局

※ 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 案 件

（１）協議事項

議第１号 国土利用計画袋井市計画（第 2次）について

（２）報告事項

報第１号 平成 27年度都市計画決定の予定案件について
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会 議 録

１ 開会

２ 市民憲章唱和

３ 市長あいさつ

４ 会長あいさつ

５ 協議事項

議第１号 国土利用計画袋井市計画（第 2次）について

ア 議案の概要

第一次袋井市国土利用計画は、平成 27年度に計画期間を終える。また、

本市の国土利用については、少子化・高齢化の進行による人口減少や、社

会保障費等の増加により社会経済情勢が大きく変化していることから土地

利用構造の見直しが求められているため、平成 27 年９月に予定している

新しい総合計画の策定に併せて、第二次袋井市国土利用計画を策定する。

計画のうち、今回は、「土地利用の基本方針」について、協議をした。

イ 議事

○ 議長

それでは、これより審議に入ります。事務局から説明をお願いします。

○ 事務局

（説明）

○ 事務局

一点、資料の訂正をお願いいたします。

皆様のお手元の資料の表紙裏面に、「議第１号 国土利用計画袋井市

計画（第 2 次）の中間報告について」と記載しておりますが、協議事項

とさせていただいておりますので、中間報告という言葉はそぐわない、

ということで変更しております。事務局の不手際で申し訳ございません

が、「の中間報告」を削除していただき、「国土利用計画袋井市計画（第 2

次）について」としていただきたく、訂正をお願いいたします。

○ 議長
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皆さん訂正をお願いします。

では、案件についてご意見はありませんか。

○ ●● 委員

地域座談会での意見収集を５月から６月に予定しているようですが、

広く市民の方のご意見を伺うためにどれくらいの回数を予定しています

か。多くの意見を伺うための工夫がありますか。

○ 事務局

13 地区、それぞれ１回の予定です。13 地区に分けて、各公民館単位

にて開催を予定しておりますので、５月から６月にかけて、それぞれ１

回のみの開催を予定しています。

○ 事務局

補足で説明いたします。国土利用計画の土地利用の基本方針は、総合

計画の土地利用の記載内容と合わせていきます。総合計画は多岐にわた

る計画であり、その中の土地利用に係る部分を担うのが国土利用計画で、

３～４ページに凝縮されます。

その他の協議の場として、都市計画審議会や、庁内体制である土地利

用対策委員会にて審議し、市民のご意見はパブリックコメントでも伺う

予定です。国土利用計画は、おおまかな方針を示すものですので、更に

詳細の都市計画は、マスタープラン等を作成する過程で、各地域にて再

度ご意見を伺っていきたいと考えております。

○ ●● 委員

計画は、基本計画を作成し、更に細部の計画を作成し、実行し、検証

することが一連の流れであると思います。今回の議題と異なるかもしれ

ないですが、第 1 次の国土利用計画が、平成 27 年度で終了するにあた

り、その利用区分の規模目標は達成できそうなのか、検証されるのです

か。新しい計画について、実際の施策に取り込んで行くための組織やル

ールができるのか伺いたい。

○ 事務局

検証については、数字は持っておりますが、整理をしており途中段階

にあります。次回審議会にて報告させていただきます。新しい計画につ
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きましては PDCA は回していきますので、その方法についても検討しま

す。

○ 議長

数値はまだ提示できないということですか。

○ 事務局

まもなくお示しできると思います。

○ ●● 委員

資料２ページに利用区分ごとの基本方針があり、７つの区分がされて

いますが、中身については、法律に示してあるわけではないということ

でよいでしょうか。農用地や森林の区分に分けて市町や県が計画を作る、

ということでよいでしょうか。

たとえば、森林や原野の方針に、保全や活用という表現がありますが、

自然を大切にする「保護」という表現がないですが、どう考えています

か。

○ 事務局

土地利用７つの区分は、国土利用計画の中で分類されているというこ

とで、袋井市は皆さんご存じのとおり原野の部分は少なく、市域の１%

で、ほとんどありません。森林は２０%で、日本では少ない部類です。

袋井市の中の森林というのは、国有林と民有林があるわけですが、保

全林にほとんどなっているということで、施策を展開していくような土

地が少ないということがありまして、現計画では主には保全の方向を示

しています。

ここは、皆様方の意見をいただく場でごさいますので、そのような考

え方にいて、ご意見を拝聴して、反映していきたいと思います。

○ 議長

そのほかありましたらお願いします。

○ ●● 委員

このパンフレットにまとめてある土地利用基本方針と資料２ページの

基本方針の案が一致していないのは、どういうことですか。
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現計画の方針は例えば、JR の駅や上山梨や浅羽支所を拠点とした俗

に言うコンパクトシティの形成や、方針２では、遠州三山のような自然

をそのままにしていくとのことが掲載されています。

これらが必ずしも一致しなくてもいいのか、お伺いします。

○ 事務局

第一次の計画と今回の基本方針部分の違いの質問だと思いますが、も

う少し詳しく書いた資料として、参考資料の１ページに土地利用の基本

方針（事務局素案）というものがあります。ここに５つの内容を、もう

少し詳しく文章で示してあります。最終的にはこのように文章で表現し

ていくことになります。現在の計画と新しい計画で、袋井市の土地がそ

んなに変化するわけではございませんので、全体的には似通って、徐々

に徐々に社会情勢と共に進行していくというような計画に変わってきて

おります。前回の国土利用計画も、すでに人口減少や都市機能の集積と

いうことは、冒頭で謳っております。

前回の表現では、「拡大成長型都市づくりから集約された秩序ある都

市づくりを進めるための政策転換が行われてようとしてい」るというこ

とは示されており、その頃からこのようなテーマは持ち上がっていまし

た。ですから、前回の４つの拠点ですが、今回も「拠点を中心とした集

約された」という表現が入ってくると思います。

ですので若干、表現の仕方がかわってはきますけれど、前回計画を引

き続いて社会情勢の変化に伴って修正を加えながらの方針を定めていく

ことになろうかと思います。

○ ●● 委員

多少違うというのはわかるのですが、これが違った理由というか、こ

ういう風にした方がいいんじゃないかという事務局案の説明をしていた

だきたいです。前回よりもこちらの方が現在らしいという理由に納得で

きれば、事務局案に皆さんが賛成すると思いますので説明をしてくださ

い。

○ 事務局

資料の３ページに示させていただいきましたので内容を、説明させて

いただきます。

今回５本の方針を導きだすために、今、委員より指摘がありました前
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回の国土利用の５本の方針も一度検討をしております。

前回の５本の方針がありましたが、たとえば、方針１は安心安全とい

うことで資料の右側に①番で示してありますが、今回の方針の１番「市

民が安全で安心して暮らし続けることのできる土地利用」に引き継いで

おります。

前回の２番目は自然環境や歴史風土を活かしたということで、右に④

と記載しておりますが、現在の事務局案の緑の４番「魅力ある地域資源

を守り、活かし、市民が愛着と誇りを持てる土地利用」に反映している

というのが、この資料の見方になります。

第一次の基本方針の３番目、賑わいのある多様な交流拠点の形成とい

う点と、４番目の広域的長期的視点は、今回２番の「生活の諸機能が集

積した誰もが住みやすい土地利用」に引き継ぎをしています。

最後の「秩序ある～」という方針は表現は少し変わりましたが、今回

の事務局案の５番に引き継ぎをしております。

第一次の計画のみならず、今回の新しい総合計画の要素ですとか、ま

ちづくりや土地利用を取り巻く環境などを検討し、キーワードを出して

いった中で、大きく分野を分類していくと、何番にあてはまるというよ

うになりましたので、そちらを集積した中で、新しい土地利用の基本方

針を５本に作り替え、資料の真ん中にカラーで赤、黄色、オレンジ、緑、

青と示させていただいたような５本の方針に絞られて参りました。

前回との違いは、産業の部分、３番を新しく設けました。人口減少し

ていく中で皆さんの生活、労働する場所、楽しく生活していく商業の場

所というものなどを重点的に方針に盛り込んでいった方がいいのではな

いかという分析した中から、３番の要素がでてきたものですから、今回

新しく５本を事務局案として示させていただいております。

○ ●● 委員

平成 18 年に第一次、今回は第二次の計画で都市計画審議会で皆さん

に意見を聞いてすすめていきますが、地域座談会で地域の皆さんから出

てくる意見を盛り込んでいくということか、確認したいです。

事務局素案の参考資料１ページ、基本方針の２です。「市街地の無秩

序な拡大・拡散の抑制を基本とし、JR 袋井駅周辺地域を都市拠点、上

山梨地区、JR 愛野駅周辺地区及び浅羽支所周辺を生活拠点として、そ

れぞれの機能を集積します」とあります。

文面を見ると、JR駅周辺は、掛之上の区画整理ができあがってきて、
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袋井駅が竣工し、北側は終わっているため、今度は南側ではないでしょ

うか。上山梨地区も第３土地区画整理事業もできてきています。大きな

商業施設もでき、７割方終わっていると感じています。浅羽支所周辺は

まだ大変ですが、愛野周辺は 4,800 人が住み、今は、交番の設置につい

て働き掛けていますが、土地はほとんど埋まっています。

基本方針の事務局素案の中で、当時の素案の文面ががそのまま載って

きているような感じがします。

基本方針の３「調和のとれた産業の発展を支え、まちの活力を創出す

る土地利用」ですが、積極的な企業誘致による工業振興、工場の閉鎖や

移転による工場跡地の発生と記されています。企業誘致の方向の中では、

山科東工業団地は完売しています。工場の閉鎖では、パイオニア、第一

三共、それ以外の会社の閉鎖した所も企業誘致されました。残る所は、

理工科大学南側の豊沢開発、それと、小笠山開発が進んできていますの

で、事務局の素案を整理していただいて、皆さんが見てわかりやすく、18

年の物をそのまま引っ張るのではなく、終わったものは終わって、これ

からの目標ですので、文面をかえていただければと思います。この点に

ついてお伺いしたいと思います。

○ 事務局

地域座談会のお話ですが、地域座談会の意見を取り込んで修正等をさ

せていただく予定でございます。また、都市計画審議会に諮ってお伺い

することもありますので、随時修正をかけながらいきたいと思います。

基本方針の２と３のお話がありました。こういった中ですでに見通し

が立っているんじゃないか、もうちょっと先を見た計画をというような

ご意見をお伺いしましたが、その通りでございまして、大きく動いた事

象もごさいますので、もう少し整理をさせていただきます。

拠点のところでございますが、袋井市が昔からやってきた施策が４拠

点、この点は継続をしながら新しい時代背景に対応していくかというよ

うな方向性をだしていきたいと思いますので、精査をさせていただきま

す。

○ ●● 委員

工場用地の関係ですが、非常に企業も上向いてきた中で、市内の残地

はなくなってきて、そうした中で進出企業の話も聞いています。

ところが、農振地域、いわゆる農用地の青地の関係で、開発行為が阻
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害されているという例で、過去に中止、順延になったということを聞い

ております。

例えば、袋井警察署の北側ですね。にぎわいまちづくりゾーンを作り

まして、大手ショッピングセンターがこちらに来る話がありましたが、

それも、農振農用地の青地であったため、除外が難しくて断念になった

例があります。

それから、今、話がある工業団地、小笠山山麓は全部青地です。三川

の山林は白地山林で、小笠山は青地です。平成１７年に農業振興地域整

備促進協議会で初めて発表されました。青地が弊害になり、工業団地が

できないということがありました。

この利用計画を立てるにあたって、市の重点施策である工場用地の確

保の中で、青を白にすることは大事なことで、今後、国土利用計画をし

ていく中で大幅に変えていただきたい。市から県、国、そういった中で

折り込んでいただきたい。そういった取り組み方についてお伺いしたい。

○ 事務局

袋井市では、委員がおっしゃったような開発計画があります。将来に

向っての計画は袋井市の土地利用計画、あるいは県への計画にも少し載

っていかないと、農地の除外などがスムーズに進まないことがあります

ので、将来計画を踏まえて、国土利用計画をどう組み立てていくか念頭

におきならがすすめさせていただきたいと思います。

○ 議長

その他意見はございますでしょうか。

○ ●● 委員

資料３ページの真ん中にある基本方針、①～⑤まで記載されている①

のところ、「市民が安全に暮らし続けることができる土地利用」と記載

されていますが、参考資料の１ページ、「市民が安全で安心して暮らし

続けることができる土地利用」となっており、資料では安心してという

言葉が抜けていますが、これはどちらでしょうか。

○ 事務局

ご指摘がありましたとおり、資料３ページの赤い部分、「安心して」

が抜けてしまっております。安全と安心というのがいろんなところで議
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論になりますが、安全というのは客観的に見て安全なもの。それが、人

間の心理として、いくら安全と言われても自分が安心できなければ安心

ではないことがあり、安全安心が両方必要になってきますので、「安全

で安心して」と表現を予定しております。資料の文字が抜けております

ので、安全での後に「安心して」という文字を入れていただきたいと思

います。大変失礼しました。ご指摘ありがとうございました。

○ ●● 委員

説明の中で、地域座談会が載ってますね。袋井市の北部、中部、南部

それぞれの地区ごとにいろいろな意見がでてくると思います。それぞれ

の地区、特に南部地区を具体的にどうするかという考えがあれば伺いた

い。

○ 事務局

袋井市全体から見た北部、中部、南部の今後の方向性のような話だと

思います。この基本方針の中には区域分けはでてきませんが、具体的な

措置事項には少し方向性はでくるような表現にはなってこようかと思い

ます。組立中でございますので、ご心配されている南部方面をどういう

風に表現をし、政策展開してくかは、今後しっかり精査させていただい

て、総合計画にも載ってきますので、併せながら表現させていただきた

いと思います。

○ ●● 委員

総合計画と平行してやっていく、そういうことだろうと思います。わ

かりました。

○ 議長

そのほかご意見ありましたら、お願いします。

○ ●● 委員

基本方針２で、人口減少や高齢化の指摘がありますが、袋井市はある

程度人口を維持しようとしているのではないでしょうか。山梨の方はど

んどん人が増え、小学校が足らなくなり、校舎の増築など考えなくては

ならない。一方で、海側に行くと、工場は出て行ってしまいますし、高

齢化がどんどん進んでいる。若い人も住まなくなってきて、空家も増え
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ています。

津波対策で命山、津波タワーを作っていますが、あそこの隣に家を建

てようと外から入ってくる人はいないと思います。人口が増えるという

ことはなかなか難しいと思います。

そうすると、集積地域にどんどん人が集まり、周辺地域は人が減り、

高齢化進んでいきます。格差がますます進んでいくので、周辺地域の方

々にどのように説明していくか伺いたいです。

○ 事務局

大変難しい話だと思います。実際には、人口が一定量減少するのは、

予想ではありますが、かなり現実的であると思います。

ですので、自然の流れとしてもそうですし、これをどのように展開す

れば、皆さんが生活しやすくなるか考えるのが行政の仕事だろうと思い

ます。ただ、無理に現状維持をしてしまうということではないような気

がします。事実として受け入れる中で、一番いい方法は何かとういうの

を探るのが人口減少の施策になるだろうと思います。

防災の点で言えば、命山を作りましたが、防潮堤も強化をしています

ので、これが出来上がれば、一応安心して南部に暮らせるというように

なります。そのような行政施策もありますので、人口減少する中で集積

された便利な部分の施策と、周辺部に住んでいる方が不便にならないよ

うなネットワーク、このあたりがテーマになってくるだろうと思います。

ですので、極端に中心部に誘導してしまおうということではなく、ど

んな施策でどのような表現をし、具体的にはどうするのかというか、来

年ぐらいを目途にで組立をする予定です。

○ ●● 委員

昨年、アンケートを取られたというこですが、どのようなものか教え

てください。

今回、方針が提示されていますが、座談会ではこの方針を説明するの

か教えてください。

○ 事務局

アンケートの件を説明させていただきます。

報告書はホームページに公開しております。総合計画を策定すること

に関するアンケートを市内３，０００人の方に郵送でお送りしました。
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総合計画を策定するための１０ページ程度のアンケート中のに国土利

用計画に活かしていけるような皆さんの意見を抽出できる項目を盛り込

みました。項目の中には、幹線道路の整備、良好な住宅地の整備等につ

いて重要度と満足度を伺い、意見を抽出し、結果を参考にさせてもらっ

ています。

○ 事務局

２点目の地域座談会の内容についてのご質問ですが、現計画には、地域

別とゾーニングがありますが、今回どのようにまとめるかまだ決定して

おりませんが、地域別の方針とそれに類するものを作っていくことにな

ると思います。

基本方針を修正していくなかで、こちらも提示する予定です。地域別

の骨子も提示していきたいと思います。そういった中でご意見をいただ

けるような内容にしていきたいと思います。新年度に資料を作って座談

会に臨みたいと思います。

○ ●● 委員

基本方針の事務局素案についてお聞きしたいです。

前回の基本方針と比べると方向性がわかりにくい気がします。どうい

う方向を向いているかがわかりにくいです。安全安心の部分ですが、ど

の程度、積極的に行くのか、適切という言葉が書いてありますが、わか

りにくいと思います。

基本方針３の部分ですが、工場用地もここ急激にパイオニア跡地の活

用も決まりました。これまで整備されてきた土地は利用出来ているので、

今後どうするのか、方針がわかりにくいと思います。

商業地域を維持すると言っても、今の商業地域で本当に合っているの

か考えます。生活者の視点からすると、近隣に商業地域がないと住みや

すいことにはならないのではないかと思います。商業施設を維持するこ

とですが、例えば駅の北もある程度なんとか保っていますが、どのあた

りを言っているのかということもありますし、わかりやすい方向性を出

した文章にしていく必要があると思います。工業の用地、商業用地も差

し障りのない文章がならんでいるので、こちらも方向性を出す必要ある

と思います。

基本方針の２の中ですが、「住みやすいまち」とありますが、高齢者

に住みやすいまちなのか、子育てがしやすいまちなのか、方向性を出し



11

た方がいいと思います。

袋井市も人口が減っていきますが、減っていくが減り方を少なくする

ためのどのような土地利用をしていくのか。全体的にどのような方向な

のか委員会等で煮詰めた方がいいのではないのでしょうか。

○ 事務局

ご指摘ありがとうございます。わかりにくいところは、今のご意見を

反映していきながら表現をかえさせていただきます。全体的の中では、

個別の措置など今後お示ししますので、複合的にはもう少しわかりやす

くなると思います。基本方針のところも意見を踏まえて表現をわかりや

すくしていきたいと思います。

○ ●● 委員

高齢化社会になりますので、車で移動できない高齢者も増えてきます。

なるべく近隣で買い物ができることが必要ですし、拠点に整備をしてい

かないといけない。人口は密集しているが買いに行く場所がない。駅前

に住んでいるが車で買い物に行かなくてはならない。現状もそのような

部分があって、そのような場所は住みやすい地域ではないと思います。

高齢化社会に向かって、誰でも住みやすく、買い物弱者を生まない方

向も必要ではないでしょうか。意見です。

○ ●● 委員

資料２ページの基本方針案ですが、浅羽支所周辺を「生活拠点」とあ

りますが、生活拠点という言葉の具体的なイメージがわいてこないです。

浅羽支所は役所ですが、生活と密接には感じられないです。用事がな

いと行かない場所で頻繁に使わないので、生活拠点という言葉の具体的

なイメージがわきにくいです。

「歩いて暮らせるまちづくり」は、具体的に何キロぐらいなのでしょ

うか。

「市内各所の集落拠点」とは、どこを集落拠点と考えているのか、地

域座談会などで話をする際に文章が理解されづらいと思います。

「多面的機能を有する水田地帯」とはどのような物を差しているのか。

遊水池の機能のことなのか教えてください。

「宅地」について、拠点の商業地、沿道の商業地が共存、というとど

この事をさしているのでしょうか。南部拠点が入っているのか。私でし
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たら山梨のイオンと駅前をイメージします。

資料３ページの国土利用計画袋井市計画の３つめの、「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～」の表現で、「多様な交

流拠点」はどういうイメージでしょうか。

○ 事務局

拠点という表現ですが、ひとつの言い方ですので、ご質問は、定義が

ないとイメージできないということだと思います。都市拠点、生活拠点、

集落拠点の３つの拠点の表現をしています。都市拠点は、自治体で１つ

ぐらいのイメージする表現が多いです。

JR 袋井駅周辺が袋井市でいう都市拠点としますと、もう３つの副次

核を表現すると、周辺部を含めて生活の単位があると思いますので、生

活拠点という表現をしています。

集落拠点ですが、公民館単位のイメージを表現しています。

浅羽支所周辺が生活拠点のイメージがつかないとのことですが、南部

の拠点として、そこに今備わっていない機能も必要であろうということ

を含めて表現させていただいております。支所周辺を中心にまちづくり

を考え、南部全体を考えていくことになると思います。

水田の多面的機能ですが、保水の機能、水の調整機能、景観保全の機

能、環境保全機能もあり、もっとたくさんの機能があると思いますので、

すべて表現したものが、多面的な機能になるかと思います。水田は、生

産の基盤でもありますが、その機能は現在なかなかうまく働いていない

時代になっていますが、農地は非常に重要な部分を占めているので、新

たな機能に着目していく必要があります。

拠点商業、沿道商業ですが、拠点部に商業や生活利便施設をとよく言

われますが、今ある既存の商業をどうするのかということもあります。

多くの商業があるのはインター周辺で、一定量の住居が集積していると

ころに商業が出店します。主には。幹線道路沿いの沿道商業的な所と拠

点商業とが両立していかないといけないという考え方です。

「歩いて楽しいまちづくり」の範囲ですが、半径１キロ程度のイメー

ジです。

「多様な交流拠点」の意味ですが、前回の土地利用計画の中でも交流

ゾーンが設定されていて、サービス機能、商業業務機能、情報発信機能

を適正な配置をしますということ書いてありますし、様々な人たちが交

流するという表現で書いています。人が集積をするような、機能が集積
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された拠点を表現をしていると思います。

○ ●● 委員

資料のとおりできたらいいなと思いますし、浅羽地区にも目を向けて

いただきたいと思います。防潮堤を強固にしていただいたり、命山を整

備していただいてありがたいですが、以前ような海岸の景色はありませ

ん。頻繁に津波が来るわけでもないので、危険地区という意識を取り除

いて、見学コースやウォーキングコース等として、活用していただきた

いと思います。

耕作放棄地の抑制ですが、雑木が繁茂していて、怖いイメージだった

ところが更地になって、とってもありがたい事例があり、これをすすめ

ていただきたいです。その一方で、南地区は砂地なので、風が吹くと砂

嵐で作物に覆い被さって、だめになってします。周りのお宅に迷惑がか

からないようにアフターケアしていただきたいです。

○ 事務局

南部をどう表現していくか、今後組み立てていきます。市全体の行政

の施策としてどう展開していくか、総合計画のと整合して表現していき

ます。

○ 議長

市内で人口が増加するエリアと減るエリアがあると思われます。コン

パクトシティについては人口が減る中で進めざるをえないということだ

と思いますし、国や県もその方向だと思います。国や県の大きな方針を

出すには問題ないですが、実際に市町が具体的な施策を進めていくとな

ると、住民は自分の暮らしはどうなるのか、と考えます。その際に、住

んでる方々によく説明して、不安を増長しないような、丁寧な説明をお

願いしたいです。

歩いて暮らせるまちづくりはいいことですが、市は、自転車を利用し

たまちづくりの方針も打ち出していたと思います。自転車の活用はどう

なったのか教えてください。

○ 事務局

歩いて暮らせるまちづくりとサイクルタウン構想は共通する部分もあ

ります。歩いて暮らせるということは、歩くばかりではなく、自転車を
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使ったり、今まで車社会できたところが、車を運転できない方もいる、

あるいは、環境の問題、低炭素の社会を目指した中での施策の一つとい

う言い方であります。「歩いて～」も「自転車」も袋井市では展開して

いますので、これから計画の細かいところで出てくると思います。

両施策とも具体的に入り込んでいくのが難しいところがありますが、

考え方としていい方向性であろうと思いますので、どう展開していくか、

それぞれ進めていきたいと思います。

○ 議長

今日の審議の様々な意見を参考にして、この計画を進めていただくよ

うお願いします。

６ 報告事項

報第１号 平成 27年度都市計画決定の予定案件について

ア 議案の概要

来年度内に都市計画決定を予定している案件について、事務局から報告

を受けた。 ①森町袋井インター通り線の変更、②特別用途地区の決定、

③公共下水道の変更、④浅羽地区の都市計画道路の変更・廃止、⑤都市計

画道路の変更・廃止に伴う用途地域の変更

イ 議事

○ 議長

報告事項に移ります。報第１号平成２７年度都市計画決定予定案件に

ついて事務局から説明お願いします。

○ 事務局

（説明）

○ ●● 委員

インター通り線について、森・掛川インターチェンジに加えてスマー

トインターチェンジも開いており、この路線は両方につながる道を計画

していると思います。原案では農地を多くつぶすことになるので、深山

橋を越えて、堤防を拡幅して太田川の右岸を通る方法ではどうですか。
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スマートインターチェンジへは、既存の広域農道を活用すれば、農地の

減少を最小限に押さえられ、経費も抑えられると思うがどうでしょうか。

○ 事務局

四車線から二車線への縮小は、沖山梨の水田以北の新設部分のことで

あり、スマートインターへは現在大規模な農道が真北に延びています。

その道とインター通り線を使ってアクセスすることになります。

ルートについては、当時、委員のご指摘の案、複数のルート案の一つ

として検討しましたが、当時、この案には沖山梨では大変な反対があっ

たと伺っています。また、それを押してまで必要な道路である、という

結論を出させていただいたと伺っています。堤防を利用するとなると、

橋梁の利用と堤防利用の条件や右岸の工場敷地との関係でうまくいかな

いと聞いています。議会等でも指摘はありましたが、難しいとされてい

ます。

○ ●● 委員

四車線の場合は堤防利用が難しいとお聞きしましが、二車線にしても

影響があるのですか。

○ 事務局

二車線での検討はしていません。車線数の減少は、交通量を把握した

上で決定しています。都市計画道路の再検証の議論の中で、既存のルー

トから他のルートへ動かす提案も受けたましたが、新設や振替は別の議

論になります。

別のルート設定へのご意見が多ければ、また別議論が必要になります。

○ ●● 委員

インター通り線は、四車線を二車線にするということで、議会でも慎

重に審議していかなければならない案件です。

もう一点、公共下水道の変更に伴う浅羽地区内の管きょの廃止につい

て、下水道の本管について、決定を廃止するとのことですが、下水事業

は、膨大な費用と年月が係るので、方針を変えていこうという案が議会

でも話題になっています。事業年度と金額を伺いたいがいかがですか。
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○ 事務局

来年度の決定案件の紹介ですので、詳しいお答えの用意がありません。

来年度、実際の案件検討時には担当職員も同席し、ご協議をしていただ

くことになります。

○ ●● 委員

芝東西線について、人口減少に伴い幹線道路を廃止する、と読めます

が、人口の定着を図っていくという国土利用計画の方針と反しませんか。

○ 事務局

本質は、農地内での市街地形成を予定していましたが、社会状況の変

化により、こうしたことが困難になったということであります。ご指摘

の通り、表現については見直しをさせていただきます。

○ 議長

それでは、他にご意見がないようですので、以上を持ちまして、本日

の審議は全て終了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


