
 

 

 

 

袋井市都市計画審議会 

 

 

会 議 録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 平成22年２月18日（木） 

場 所 袋井市役所 ３０２会議室 

 

情 報 公 開 用 



1 

【午前９時30分開会】 

 

○ 事務局 

  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、14名のご出席をいただいておりますので、都市計画

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。 

本日の審議会は、事前に配付させていただきました資料及び本日配布いたし

ました資料２－３に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

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 

○ 事務局 

   続きまして、原田会長から、ご挨拶をお願いいたします。 

○ 会長挨拶 

○ 事務局 

  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、よろしくお願いいたします。 

審議事項に入ります前に、議事録署名人の選出をしたいと思います。 

都市計画審議会運営規定第５条第１項の規定により、議長及び議長が指名し

た委員１名が会議録に、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、鈴木一夫 委員にお願いしたいと思いますが、ご異議ございません

か。      



2 

〈異議なし〉の声 

○ 会長 

ご異議がないようですので、会議録署名人は、鈴木一夫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。 

今回の審議事項につきましては、配布された資料のとおり審議事項１件、協

議事項１件の２件となっております。 

最初に、「審議事項１ 屋外広告物の許可基準及び規制の方針について」を

議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

○ 事務局 

「審議事項１ 屋外広告物の許可基準及び規制の方針について」 説明 

○ 事務局 

資料１－２ 議第１号関連資料の説明 

１ 袋井市屋外広告物条例 

２ 袋井市屋外広告物条例施行規則(案) 

３ 袋井市屋外広告物条例施行規則(案) 別表第１ 

４ 袋井市屋外広告物条例施行規則(案) 別表第２ 

５ 袋井市告示(案) 

本日の審議を経まして、許可基準及び規制の方針をお認めいただければ、速

やかに規則の制定、告示行為によって、４月1日から適用する基準を定めて

いくことになってまいります。 

○ 会長 

ただいま、「審議事項１ 屋外広告物の許可基準及び規制の方針について」

事務局から説明がありました。 

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 

資料１－２の 37ページ（特別規制地域から除く市街地域）について確認を

させてください。県の基準に準拠しているということですが、この区域は区画

整理が施行されておりますが、その区域との整合はどうなっていますか。 

○ 事務局 
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この右側の区域が区画整理をやっている区域のエリアとなり、整合を図って

おります。 

駅南については、区画整理事業が進んでいく中で必要性があれば、それに応

じた形で進めていきたいと考えています。 

○ ■■委員 

駅南については、そのままで結構です。特別規制地域から除く市街地域の東

端は道路整備をしているところですが、整合性が図られておりませんと、問題

が生じるのではないかと危惧したもので、お伺いしました。 

○ 事務局 

東側の区域境線につきましては、ＪＲの在来線の上に新しい道路の橋梁があ

りますが、この道路と重なっております。 

○ ■■委員 

問題がなければ結構です。 

○ 会長 

他にございませんか。 

○ ■■委員 

袋井らしさというのは、どこに出ているのですか。 

こうしたものをつくるときは、袋井らしさがあっていいと思いますので、そ

の説明をお願いします。 

○ 事務局 

袋井らしさということでございますが、景観計画や風景づくり計画の中でご

審議していただいたように、袋井市におきましては、郊外の田園風景、農の風

景というのが特徴的なものとして捉えてございまして、こうしたことから郊外

部の道路の沿線について緩やかな規制となりますが、第１種普通規制地域とい

うことで区域を拡大していく方針としております。こうしたところが、袋井ら

しさということで、規制区域の案をつくらせていただいております。 

なお、許可基準の内容につきましては、現在、様々なところで広告物が掲出

されておりますので、普通規制地域や特別規制地域ごとの許可基準、申請のい

らない基準については、現状と同じ基準とすることで、大きな混乱や新たな申

請手続きなどの手間が必要となることは避けてまいりたいということで、許可
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基準を設けさせていただいております。 

○ ■■委員 

田園風景というのは、確かに良いものですが、経済的な面から申しますと、

袋井は農業面だけで成り立っている訳ではありません。また、袋井市が観光都

市であるならば、そういうことも必要かもしれませんが、こうした規制が、商

工を中心にした売上げを圧迫するのではないかという意見が商工会議所の中

で出ていますので、その辺も踏まえた中で、相対的に考えていただきたいと思

います。 

また、最近は突風が非常に多くなっています。地震、風雨等により破損・落

下・倒壊するおそれのないものという規定はありますが、広告塔というのは、

定期的な検査がなされず、錆びたり、ボルトがなかったりという問題が非常に

多いように思われます。その辺の保守点検の内容についても、加える必要があ

ると思います。 

なお、これは景観計画や景観条例に関することとなりますが、商工業の売上

げが3,000億から4,000億円あります。商工業と農業の売上げの比率を考えて

も、田園風景が必要なところはそれを残すという形にしても、建物の高さの20

ｍ規制については、工業専用地域以外の会社から、現状 20ｍを越えているが、

今後どうなるのかという意見が随分あります。その辺をどのように対応してい

くかという問題も出ていますので、その辺は非常に慎重にやっていただきたい

と思います。 

○ 事務局 

郊外の田園地域におきましては、規制の緩やかな第１種普通規制地域として

規制区域を拡大するとともに、一部路線では沿道 100ｍの区域の一般広告物の

掲出を規制する方針ではございますが、自家広告物や案内図板の掲出は、引き

続き掲出することができますので、よろしくお願いします。 

また、屋外広告物の安全面でございますが、屋外広告物の許可期間は概ね２

年ごとに更新をしていただいております。そうした際には、写真を付けていた

だき、現状の確認をしております。 

また、広告塔などの建築確認が必要なものについては、強固なものというこ

とで３年間の許可を出してございまして、その際には県に登録している屋外広
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告業者や、県の屋外広告物条例による業務主任者の資格を持った方を必ず管理

者として置くことを義務づけておりますので、引き続き、しっかり保守・点検

などの管理をしていただくよう努めてまいります。 

また、ご指摘がありましたとおり、昨年の台風の時には、強風等で倒れてし

まった看板等もございましたので、翌朝から職員でパトロールをいたしまして、

破損等の危険な広告物については、広告主や設置者に修繕をしていただくよう

連絡をいたしました。更には、他の業務で外へ出た際や、定期的なパトロール

を行うことで、屋外広告物の安全管理に努めてまいりたいと存じますのでよろ

しくお願いします。 

○ 会長 

他にございませんか。 

○ ■■委員 

屋外広告物に関する事務は、県からの権限移譲事務として、現在は県の条例

に基づいて市が申請の受付等を行ってきたということでありますが、来年度か

らは市独自の条例や規則を制定して、規制や許可をしていくとことになると、

新たに規制の対象になるものもあると思います。既に設置しているものに対す

る対応や、新たに申請が必要になる区域のお知らせや指導などについて、今後

どのように予定をされているのかお聞きしたいと思います。 

○ 事務局 

本日ご審議いただいております「屋外広告物の許可基準及び規制の方針」を

お認めいただき、規則の制定や規制の内容の告示等をいたしましたら、それら

と一緒にパンフレットを市内に屋外広告物を設置している業者や事業所、県の

屋外広告物協会に登録している事業所など、約900箇所にご連絡をしていきた

いと考えております。 

これにつきましては、年度内に、屋外広告物の規則を制定した後、できるだ

け速やかに対応の方をしていきたいと考えております。 

それから、新たに規制が拡大するエリアでございますが、現時点で、そこに

設置されている屋外広告物については、その広告物の内容を替えるときに申請

をしていただくということになりますので、２年から３年程度で色の塗り替え

等が必要になってまいりますので、それ位の期間の中で、設置許可申請をして
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いただけるものが、少しずつ増えていくのではないかと考えております。 

更には、規制の基準が強まることで、既存不適格となる広告物がございまし

たら、それについては、塗り替えなどの時にあわせて、適切な対応をしていた

だくということで考えております。 

平成 22年度からは、市の事務として進めてまいりますので、パトロールな

どを充実する中で、できる限り速やかに基準の中で設置をしていただけるよう

努めてまいりたいと考えております。 

○ ■■委員 

新たに申請をしなければならない期限は、定めるわけですか。 

○ 事務局 

２年間などという期限を定めるのではなく、今ある屋外広告物の内容を替え

るときなどが、期限となるという考えでございます。 

建築基準法ですと、既存不適格の届出をしていただくケースもございますが、

やはりそれについても負担をかけることになりますので、平成 20年度に実施

した屋外広告物の現況調査の写真等を活用して、既存不適格広告物の管理をし

てまいりたいと考えております。 

○ 会長 

他にございませんか。 

○ ■■委員 

資料１－１の５ページ及び 13ページの共通基準の中に、電飾設備を有する

ものにあっては、昼間においても美観を損なわないものであると定めることと

なっておりますが、この美観を損なわないものという基準、どの当たりに基準

をおいているのか。人によって美的感覚も異なりますし、見る人によって快適

に思う人もあるだろうし、いやらしく感じる人もあるだろうし、雑ぱくな基準

になっているように感じられますので、その辺をどのように捉えているのかを

ご説明ください。 

○ 事務局 

電照設備というのは、ネオンサインを利用した広告物が、昼間になると逆に

電球などが見えてしまって、美観的に損なう場合があるということで、基準の

中に入れてございます。ここの判断については、主観的なものがございますが、



7 

まずは、設置時における事務局での確認、更には市民の方々からご連絡をいた

だいた際に、現場確認をした上で、決裁行為に基づき、指導をしている状況で

ございます。 

今後、景観全体の中で、景観アドバイザー会議を設置していくこととしてお

りますので、こうした事例が出てきた際には、景観という視点を含めて、景観

アドバイザー会議にもお諮りをしてまいりたいと考えております。 

○ ■■委員 

一旦許可した屋外広告物をアドバイザー会議で協議したら、許可を取り消す

ことになったということがあって良いのでしょうか。何か問題があるように思

いますが。 

○ 事務局 

美観を損なうものに関する判断基準といたしましては、まず１点は、その構

造的な部分があります。例えば配線等が不必要に飛び出していたり、塗装が剥

がれていたりしますと、夜間に電照がされている時は良いのですが、昼間は余

分なものが見えてしまい、美感を損なうものに該当してしまうということも考

えられます。 

また、色彩関係につきましても、外観の全体的な印象として、設置される電

照の屋外広告物が周囲の景観に堪えうるものかということなどを、最初の許可

をするときに、確認をさせていただくということになります。 

市の景観、美観を損なわないようにしていきたいという、景観計画等の趣旨

がございますことから、まずそれを基準の中の１つの判断材料とさせていただ

きながら、個々の事例について判断をしていくことになると思いますし、周辺

に多大な影響を及ぼすような色彩等であれば、設置者と協議をさせていただき

ながら、進めてまいりたいと考えております。 

○ 事務局 

補足でございますが、こうした共通基準に抵触した際は、直ちに許可がなく

なるということではなく、速やかに是正をしていただくようご相談をさせてい

ただき、是正計画に基づき修繕をしていただくといった対応をしているのが現

状でございます。 

○ ■■委員 
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一度許可したものを変更できるかということを行政の立場から考えますと、

一度許可したときの判断基準がありますので、基準そのものが変われば別です

が、担当者が替わることで許可の判断が異なるということは許容されないと思

います。ただ、腐食したり、電線が変だったりした際には改善命令を出すこと

になるかと思います。 

一度行政が許可をしたものについては、基準が替わらない以上は、個人の判

断で簡易に変えることはできないということを明確に言っておいた方がいい

と思います。 

許可する時にいろいろな人たちの意見を聴きながら、基準を定めていくとい

うこともありますが、美観というのは主観的なものもあり、中々難しいと思い

ます。 

○ 事務局 

ありがとうございます。老朽化や破損などによって屋外広告物の形態が変わ

った際には、是正指導などがございますが、担当者が替わったということが理

由で判断基準が異なるということではございません。 

共通基準につきましては、申請が出てきた時点、次の更新申請が出てきた時

点における設置許可の判断基準の１つとなっております。 

○ ■■委員 

規制区域の境界についてですが、例えば高速自動車道から 1,000ｍ以内、国

道一号から 500ｍ以内が普通規制地域というように、数字で表現がされており

ますが、具体的にどこがその境界になるかといったことが非常に分かりにくい

と思います。屋外広告物を接する際の申請は、広告業者などの専門家が行うと

思いますが、一般の市民にとってもある程度わかりやすい表現ができないかと

思います。これが１点です。 

それから、資料１－３の５ページの案内図板の許可基準ですが、５社以上共

同の場合の面積は、１個１個の面積を合わせて１面が 10㎡以内とか、合計で

20㎡以内となっております。共同の看板を設置しようとする場所は、ＰＲ効果

があるところで、交差点の周囲などに非常にたくさん設置されているわけです。

共同の看板と、個別の看板との区別をどのように行い、どのように指導をして

いるのか。この２点についてお願いします。 
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○ 事務局 

まず、１点目の規制区域が、道路から100ｍ以内、500ｍ以内といった表現で、

規制に関する基準を定めていることについてですが、ご指摘のとおりその境界

がどこかということが文章では非常に分かりづらい状況にございます。こうし

たことから、現在は図面に色を付けてものを作成しておりますが、更にＧＩＳ

という地図情報システムにこうした情報を取り込んで、速やかに確認が行える

ように準備を進めております。窓口でのお客さんや、電話等での問い合わせに

対しても、こうした図面や地図情報を活用することで、お待たせすることなく

速やかな対応ができる方法をとってまいりたいと考えております。 

２点目の共同の看板につきましては、インターチェンジの周辺などに、森町

の方面へ向かうとこういった施設がありますというように、１つの案内図板の

中に複数の施設の看板を取り込んでいるものがございます。こうしたものが、

共同の場合の案内図板の事例でして、１つの看板として申請が出てきた際には、

合同の看板として取り扱っておりますが、１つの看板を複数に分割して別々に

申請が出てきた際には、それぞれが単独の看板と捉えております。このように、

許可申請の際に判断をさせていただいております。なお、担当といたしまして

は、できるだけ共同の案内図板として申請していただくようお願いをしている

状況です。 

○ ■■委員 

同一看板の中に５つ以上の案内板が出ている場合で、同時に申請があった際

には、共同の看板として全体の面積を許可基準とするわけですね。 

○ 事務局 

そういうことです。 

○ 会長 

他にございませんか。 

○ ■■委員 

新しく条例を制定し、規制区域を拡大することについては、非常に評価をす

るわけですが、資料１－３の 11ページの地図の北側に天竜浜名湖鉄道があり

ますが、天竜浜名湖鉄道は規制の基準とする鉄道から漏れていますが、ここは

規制する必要がないとお考えでしょうか。それから、乗合バスに大きな看板が
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出ているものがあるのですが、具体的に言ってジャスコのロゴが入ったバスと

かは許可の対象となっているのでしょうか。 

○ 事務局 

１点目の天竜浜名湖鉄道を規制する鉄道に加えていないことにつきまして

は、規制の基準となる鉄道や道路を検討する際に、ここの区域については、袋

井浜北線や山梨敷地停車場線の路線を基準とした規制区域のみとすることで

良いのではないかということになりました。お示しした図面で規制区域から抜

けているところについては、山林でございますので、そうしたことから、天竜

浜名湖鉄道については、規制の基準とする鉄道から外しているものでございま

す。 

それから、２点目の乗合バスにつきましては、例えば、静岡鉄道につきまし

ては本社が静岡にございますので、袋井市の条例・規則の適用外ということに

なっております。 

遠方からの観光バスで、車体に大きな宣伝を書いたものが袋井市内を通過し

ていく際に、そうしたバスが袋井市に入ることを規制することはできませんの

で、こうしたことから、遠州鉄道や静岡鉄道のバスなど、本社が袋井市にない

乗合自動車については、本社のある都道府県や市などの条例・規則による規制

を受けることとなりまして、袋井市の条例・規則の適用外ということで、袋井

市への届出はいらないということとしております。 

なお、袋井市に本社がある場合については、届出をいただくということにな

ります。 

○ 会長 

他にございませんか。 

○ ■■委員 

袋井市内のタクシー会社のラッピングタクシーの場合は、規制の対象になる

ということですね。 

○ 事務局 

本社が袋井市にある場合は、袋井市の条例や規則の基準に基づく届出が必要

となります。 

○ ■■委員 
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先程、共同の場合の看板について説明がありましたが、資料１－３の表紙の

写真では、複数の看板が横に並んでいます。この連立というのは、どのように

考えるのでしょうか。 

１枚だけ看板が設置されているところがありますが、このように並んでいる

所はどのように数えれば良いのでしょうか。 

○ 事務局 

写真をご覧いただきますと、一番左の黄色の看板で１つ。赤と青で上下に分

かれているものは、これで１つ。その右側のものも単体で１つ。手前のものも

１つと数えますので、これは全部で４つの申請により、４つの看板が掲出され

ていることになります。 

○ ■■委員 

こういうものは、１つ１つが基準にあっていれば、並んでも設置しても良い

ということですか。この場所は宣伝効果があるからといって、数多くの看板が

立ち並んでいて、それが景観という視点から見た時に望ましくなくても、それ

を規制する基準はないということですか。 

○ 事務局 

そういうことになります。 

○ ■■委員 

先程の■■委員の発言と関連しますが、ラッピングバスにも規制をかけるの

ですか。 

○ 事務局 

現在の県条例においても規制をさせていただいており、市の条例・規則にお

いても、市内のものについては、引き続き規制をしていくということで考えて

おります。 

○ ■■委員 

これから、市と商工会議所で宣伝用の車をつくる予定です。農産物から工業

まで、袋井市の特産物をＰＲするため、ラッピングを施し、派手にして目立と

うと考えているのですが、ＰＲのためのバスは、目立たなければ意味がありま

せん。こうしたものも規制の対象になるのでしょうか。ＰＲキャンペーンに利

用するバスになります。 
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この規制は、タクシーだけにかけるのか、他のものにもかかるのか、どのよ

うになっているのでしょうか。ラッピングした車については、農林課と商工会

議所で検討をしています。 

○ 事務局 

営業で使用している乗合自動車を対象としておりますので、それについては、

規制の対象とならないことになります。 

もう１点、デザインと広告の文字を区分する基準もあるようですので、これ

についても今一度内容を精査しておきたいと思います。 

○ ■■委員 

■■委員の心配されたことについては、資料１－２の５ページにあります市

の条例の中段に、第７号として、人、動物、車両（電車又は乗合自動車を除く。）、

船舶等に表示される広告物は、適用除外とするという規定がありますので、こ

の点をもう少し詳しくご説明いただければどうですか。 

○ 事務局 

乗合自動車ということで、緑ナンバーの自動車が対象となってくるというこ

とになります。今、■■委員さんからお話がありましたように、自家用自動車

については、規制の対象からはずれてくるという解釈になります。 

○ ■■委員 

私立の幼稚園や保育園の送迎バスについては、乗合自動車となるのでしょう

か。 

○ 事務局 

単に送迎で人を乗せるということではなく、緑ナンバーで営業に供する自動

車が該当するものと捉えております。 

○ ■■委員 

この辺は、もう少しコメントをつけたガイド等を作成していただいた方が、

誤解を招かず、わかりやすいと思いますので、対応をお願いします。 

○ ■■委員 

本日は屋外広告物が議題ですが、磐田市のららぽーとのすぐ北側の工場団地

の沿道を袋井市内の会社の名前を付けて、さくら通りという名称にし、その会

社からの助成金で道路の維持管理をやるという、新しい試みがあるようです。
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これは、非常に前向きで良いことだと思いますので、袋井市においても、新し

い道ができた際には、こうした手法に前向きに協力する業者が出てきた場合は、

取り入れても良いのではないかと考えております。企業の名前を付けるとなる

と、屋外広告物の規制でがんじがらめになってしまうのか、そういう場合はど

のような手続きとなるのか、これは適用除外の事項になるのか、こうしたこと

は最初から考えていないのか、いかがでしょうか。 

○ 事務局 

ただ今の事例につきましては、さくら通りという名称が屋外広告物にあたる

か、単なるネーミングライツ（施設等の命名権）なのかということかと思いま

す。さくら通りについては、道路の通称名ということになろうかと思いますの

で、今回の屋外広告物の規制には、当たらないと考えております。 

○ ■■委員 

屋外広告物の規制に当たらないということであれば、厳しい財源の中で、こ

うした取組を導入していく考えは、今のところはないのでしょうか。 

○ 事務局 

ネーミングライツにつきましては、私どもの立場から導入の方向性をお答え

しにくいところがございます。施設の維持管理をしていく上で、導入している

自治体も確かにある状況でございまして、いろいろな工夫により、財源等を確

保する必要がある中では、検討をしていくべき事例の１つであろうかと思いま

すが、導入に関するコメントにつきましは、差し控えさせていただければと存

じます。 

○ 会長 

  他にご意見はございませんか。ないようですのですので、審議を終了したい

と思います。 

「議第１号 屋外広告物の許可基準及び規制の方針について」は、本案を了

といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ご異議ございませんか。 

〈異議なし〉の声 

ご異議がないようですので、当審議会といたしましては、本案を了とする旨

の答申をさせていただきたいと思います。 
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次に、「協議事項１ 袋井市緑の基本計画について」を議題とします。 

事務局から説明をお願いします。 

○ 事務局 

「協議事項 １ 袋井市緑の基本計画について」 説明 

○ 会長 

ただいま、「協議事項１ 袋井市緑の基本計画について」について、事務局

から説明がありました。ご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。 

○ 事務局 

 今回、緑の基本計画の策定に際しまして、先程ご説明いたしましたパブリッ

クコメントとは別に、地元の方々から議会に請願書が提出されておりますので、

報告させていただきます。 

○ ■■委員 

「第８章 地域別の緑」の「中央南地域」で示されている、地域における主

な活動団体ですが、「西ヶ崎地明会」に修正をお願いします。 

また、「第６章 主要な都市公園等」の表に「諸井遊水池周辺の緑地」とあ

りますが、正式名称は、諸井里山遊水池公園だったと思います。 

「軽便鉄道跡地の遊歩道」について、私たちは、一般に軽便道と呼んでいま

す。個人としては、「軽便鉄道跡地の遊歩道」の記載は、馴染みがあって良い

と思いますが、遊歩道の正式名称は、「市道諸井浅名線」とのことですので、

「軽便鉄道跡地の遊歩道」と記載するのか、それとも「市道諸井浅名線」とす

るのかを確認する必要があると思います。 

次に、市が事業を進めるにあたって、事務の一元化を考えてほしいと思いま

す。例えば、河川と公園の管理は、維持管理課が担当されているため、河川と

公園愛護活動の報告書は維持管理課に提出しています。また、これとは別に、

環境美化活動は環境政策課が担当されているため、環境美化活動の報告書は環

境政策課へ提出しています。 

河川美化活動は、年３回、約600人の住民を動員して実施し、施行前、施行

中、施行後の写真を撮影し、報告書を提出しています。 

こうした報告書の作成には手間がかかるため、市が事務の一元化を行われな

いと、住民の負担が大きくなるため、是非、対応をお願いしたいと思います。 
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○ 事務局 

事務の一元化についてでありますが、補助金の交付申請の際に必要な書類は、

それぞれの補助金交付要綱で定められています。本日いただいたご意見をもと

に、今後、どのようにしたら、市民の皆さんの事務的な負担を軽減できるかを

検討させていただきたいと思います。 

○ ■■委員 

是非とも、事務の見直しは進めてください。市民にも、職員にも大変な労力

がかかっています。庁内の連携を推進して、早急に改めていただきたいと思い

ます。 

○ 会長 

先程、■■委員が言われた、計画に記載された団体名などの名称については、

事務局で確認していただいてよろしいですか。 

○ 事務局 

確認をさせていただきます。 

○ ■■委員 

「第８章 地域別の緑」の「中央南地域」に示されている図の中に、「南八

雲神社のマキ」という記載がありますが、この木は枯れてしまったため、先般

伐採をしましたので削除したほうが良いと思います。 

○ 事務局 

削除させていただきます。 

○ 会長 

他にございませんか。 

○ ■■委員 

パブリックコメントの結果について、提出された63件のうちの62件が村松

の地区の公園に関する意見ということは、村松の方々にとっては、大きな問題

としてとられているのだと思いました。資料２－１で、パブリックコメントの

意見に対する市の考え方が述べられていますが、これを住民にどう説明される

のかを聞きたいと思います。 

○ 事務局 

この件につきましては、地元からの要請により、１月16日と２月14日の２
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回、地元にお伺いして、市の考え方をご説明させていただきました。 

○ ■■委員 

ただいま事務局から説明がありましたとおり、２回にわたって市職員が説明

に来ていただいておりますので、地域の人間としてお礼を申し上げたいと思っ

ています。 

○ 会長 

他にご意見ございませんでしょうか 

○ ■■委員 

細かなことですが、本編では「緑の保全と創出」となっていますが、説明資

料では「緑の創出と保全」となっています。これはどちらが正しいのでしょう

か。 

また、「第６章 施設緑地の整備と地域制緑地の指定」の「主要な都市公園

等」について、都市公園と都市公園に準ずる公園に大きく２つに分けて記載が

なされておりますが、都市公園の細かな区分をやめて、大きく分類した理由の

説明をお願いします。 

それから、パブリックコメントの結果の資料において、「旧袋井市の運動公

園については、合併協議や合併後の都市計画の中で検討する。」とありますが、

合併協議の中で協議された内容がわかれば説明願いたい。 

同じく、パブリックコメントの結果の中に「これら上位計画に適合させ村松

地区の公園と定めております。」という表現がありますが、「村松地区の緑地」

から「村松地区の公園」に修正をした経緯がありますので、適切な表現にして

おくことが、重要だと思います。 

○ 事務局 

新市建設計画などの合併協議の経過については、後ほど■■から、説明させ

ていただきます。「第６章 施設緑地の整備と地域制緑地の指定」の「主要な

都市公園等」の記載については、公園緑地という大きなくくりで２つに分けま

した。 

資料２－２の４ページ、第１章に「緑の分類表」が記載されておりますが、

この中で、施設緑地と地域制緑地の２つに分け、さらに施設緑地の中を都市公

園とその他の施設緑地に分類しています。そして、その他の施設緑地には、「都
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市公園に準じる公園」として、農村公園、寄付公園、コミュニティ広場などを

位置づけています。 

緑の基本計画においては、「都市公園」と「都市公園に準じる公園」を総称

して「公園緑地」として計画で位置づけ、計画の策定を進めてまいりました。 

また、公園の区分が定まっていないものもあり、将来的に検討を進めていく

中で、整理をしていくことが適切であることから、大分類と中分類で整理させ

ていただいたところです。 

「村松地区の緑地」をパブリックコメントを行う段階において「村松地区の

公園」に修正したことについては、慎重さを欠き、市議会や都市計画審議会の

皆様にご迷惑をおかけしたことを、本日改めてお詫び申し上げたいと思います。

申し訳ございませんでした。 

○ 事務局 

合併協議の関係につきましては、私からご報告をさせていただきます。 

まず、具体な事業につきましては、協議の対象となっておりませんでした。

しかしながら、こうした個別事業が掲載されている計画、例えば総合計画、都

市計画マスタープラン、緑の基本計画などについては、新市になった後にそれ

ぞれ市町のものを考慮しながら、新市として新たに策定する旨の擦り合わせが

合併協議会の中でなされ、そうした方針が定められております。合併協議時の

具体的な事業、新市建設計画の対象事業の中には含まれておりませんでした。 

○ ■■委員 

合併協議の中では、具体的に総合運動公園について特化して協議はされてい

ないということですか。 

○ 事務局 

はい。 

○ ■■委員 

わかりました。それと字句の訂正については、どのようになるのですか。 

○ 事務局 

「保全」、「創出」という順で考えております。現在ある緑は保全し、新たな

緑も創出していくということで、保全が先、創出が後ということで統一をさせ

ていただきたいと思います。 
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○ ■■委員 

それから、もう１つ質問させていただきます。「第７章 施策の展開」公共

公益施設の緑化において、新しく「幼稚園、保育園の園庭の芝生化」が盛り込

まれています。幼稚園や保育園の他に、小学校、中学校の運動場の芝生化や、

河川敷の芝生化は、計画に入ってないからできないことになるのでしょうか。

新たに盛り込んだということは、計画にないことはできないということですか。 

○ 事務局 

幼稚園、保育園の園庭の芝生化につきましては、これまで検討させていただ

いた計画の中にはありませんでしたが、平成 22年度からの新規事業というこ

とで、施策の例示として新たに入れさせていただきました。 

後段のご質問については、幼稚園、保育園以外の公共公益施設について、計

画に載っていないから、緑化はできないということではありません。計画にお

いて例示している個別の施策の前段に「多くの市民が利用する公共公益施設は、

市民の模範になるように緑化の推進に努める」とあるように、これが施策の展

開の大前提となるものでございます。できるものがあれば取り組んでいくとい

うのが、市として必要な部分でございますので、必要なものはやっていくとい

うことで、ご理解をいただきたいと思います。 

○ 会長 

他にございませんか。 

○ ■■委員 

「第７章 施策の展開」において、計画の推進に向けた行政の取組の記述が

ありますが、袋井市独自の姿勢が見えないと思います。国・県などの行政機関

や企業・団体と相互に連携協力しながら、事業を推進するということにはなっ

ておりますが、先程の幼稚園、保育園の園庭の緑化についての話がありました

が、市の補助だけでしょうか。他市では小学校において取り組まれている事例

もありますが。市の姿勢が見えてこないように感じます。「市としても積極的

に独自の制度を活用しながら、こうしたことを進めます。」といった文面がほ

しいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。行政の役割についての考え

方をお聞きしたいと思います。 

○ 事務局 
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庁内組織や関係機関との連携強化ということで、公園、緑化部門のほか、環

境、農政、道路、教育など、様々な連携が重要であり、現在、各セクションで

各々進めているものについても、基本的に連携を図っていくことが、緑の保全

や創出に向けて必要な部分であるとの考えから表現をさせていただいており

ます。 

■■委員さんからお話がありました、もっと積極的に袋井市の独自性が見え

るような記述をすべきではないかということでございますので、庁内組織や関

係機関との連携強化とともに、そうした姿勢の表現ができるか検討してみたい

と思います。 

○ ■■委員 

何故こうした質問をさせていただいたかというと、県下では屋上緑化とか壁

面緑化をやっている建物があります。例えば、沼津や浜松の総合庁舎なども屋

上緑化をやっています。屋上緑化も単なる芝生だけでは意味がなく、低木、中

木くらいはあります。それらには、補助金を活用してやっているのもあります。

確か、流域上下水道は補助でやっています。市の庁舎の屋上はどうなっていま

すか。 

○ 事務局 

屋上緑化はされておりません。部分的に玄関の屋根の上は緑化をしています。 

○ ■■委員 

市役所の周囲には緑がたくさんありますが、屋上緑化や壁面緑化などについ

て、予算との絡みがありますが、もう少し前向きでもいいのではないかと思い

ます。 

○ 事務局 

その辺につきましては、検討の方をさせていただきたいと思います。 

○ ■■委員 

緑化の推進については期待をしています。よく孫のお守りで公園に行くので

すが、いろんな公園に行って感じることは、緑がとても少ないということです。

公園には、ポツンポツンと木が植えられています。先日、文化協会の講演会で

稲垣先生の話をお聞きしましたが、その土地にあった木を適材適所に植えてい

くことが大切だとお話しされました。昔ながらの鎮守の杜などの緑化というの
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は、非常に大事なことだと思いました。 

また、豊沢に新しくできた豊沢の丘公園、とても素晴らしい公園で子ども達

も大勢集まって来るわけですが、冬は西風が強くてとても寒く、西側に１ｍく

らいの木が植えられていれば、西風も防げると思います。夏になると東屋だけ

なので、もっと高い木があれば木陰で休めるのかなということをいろいろ考え

ながら遊ぶわけです。やはり、見た目が格好いい一本の木がありますというの

ではなくて、実際ここに子ども達やお年寄りたちが憩える場所があるとか、そ

ういうような袋井らしい木、公園のあり方ということを考えてほしいと思いま

す。 

○ 事務局 

貴重なご意見ありがとうございます。 

公園を整備していく中で、特に地域に密着した街区公園という自治会単位に

相当する公園では、公園の設計について、地域の皆さんのご意見をいただくワ

ークショップなどを経て、整備の計画をまとめて実施工事を行っているのが現

状でございます。その中では、植栽の考え方などもお示しさせていただきなが

ら、地域の皆さんのご了解をいただいたうえで進めさせていただいております。

ただ今のご意見は、市への提言として受け止め、地域にうるおいを与えていく

緑化の推進、植栽というものを進めてまいりたいと考えます。 

○ ■■委員 

公園の樹木や街路樹が不必要ということではありませんが、緑がたくさんあ

る田舎のまちですから、庁舎の屋上にあえて木を植えたりするというようなこ

とは、やらなくても良いと思います。やはり自然を大切にしていくことかと思

います。新しく植えることより、まずは、今ある袋井の自然、緑を大切にする

ことを第一に考えないといけないと思います。うちの地区では、有志が諸井里

山の会をやっています。あそこの場所は、昔はほとんど人が訪れないところで

したが、ドジョウもウナギもいる自然豊かなところをこのままではいかんとい

うことで、里山という形で整備や維持管理をしています。こういう取組をモデ

ルにして、それぞれの地域で、緑のボランティアみたいな組織が作られ、行政

もここにいったらすぐ連携や相談ができるよう窓口を一元化していただきた

いと思います。 
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新しく植え付けるものを多くしますとコストがかかりますし、これからは、

そうした時代ではありません。今ある自然をいかに保全していくかということ

を大切にしていくのがよろしいのではないかと思いますが、市のお考えはいか

がでしょうか。 

○ 事務局 

■■委員さんからの貴重な意見ありがとうございました。 

緑化を進めていく中では、■■委員さん、■■委員さんの双方からご提言い

ただいたことが必要かと思います。■■委員さんからお話いただいたのは、今

ある自然や緑を保全することが大切だということでございます。■■委員さん

からは、新たに開発された公園という人工的な施設への緑化のあり方のご提言

であったと思います。 

市が発展をしていくためには、どうしても宅地として必要な部分もございま

すし、経済的な基盤として、工業や商業の場として開発しなければいけない部

分もございます。そうしますと、今ある土地を農地から都市的な利用に替えて

いくことがどうしても必要になってきます。そうした際には、そこの地域の中

に公園などの緑を再生していかないといけないということになります。 

緑の基本計画の施策を推進していくためには、やはり保全と創出という両輪

で進んでいくことが必要と考えておりますので、お二人からのご提言は、貴重

なご意見として今後の事業の中で進めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○ 会長 

ありがとうございました。 

時間の関係もございますので、最後にお一人ということでお願いします。 

○ ■■委員 

先ほどからご意見が出ておりますが、連携や協働で事業を進めて行く中では、

ボランティアが必要になってくるわけです。ＮＰＯや企業といったところに、

ご協力いただいたり、動いていただいたりいたしますと、先ほどのご意見にあ

ったように、やはり事務手続きの簡素化ということと、資金や事業費に関する

予算の裏付けというものを、きちんと考えていっていただきたいと思います。 

また、施策の方針の中で、県の森の力再生事業の利用促進ということが記述
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されておりますが、袋井市内でこの事業を活用できる場所、山や森がどの程度

あるのか承知しておりませんが、この制度を活用していくのであれば、なおさ

ら、事業を活用できる場所のご案内や、事務的なお手伝いなどを行政が行い、

ＮＰＯや企業に働き掛けて行くことが重要かと思います。こうしたことを要望

としてお願いします。 

○ 会長 

他にご意見はございませんか。 

ないようですので、「協議事項１ 袋井市緑の基本計画について」については、

本日の意見も踏まえ、策定を進め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事項・協議事項についての審議は、終了とさ

せていただきます。皆さんご協力ありがとうございました。 

審議事項１については、市民の皆さんの利益にならないと、規制する意味も

全くございませんので、その辺十分踏まえて、適切な運用をされることを節に

お願いいたします。 

また、議長さんをはじめ、議員の方々もいらっしゃいますので、委員の皆さ

んからの意見も十分踏まえたうえで進めていただきますよう重ねてお願いをし

て、終わりにしたいと思います。 

後の進行は、事務局へお返しいたします。 

○ 事務局 

   ありがとうございました。その他としまして、事務局からご連絡いたします。

次回の都市計画審議会は、年度を改めまして、７月頃を予定しております。近

くなりましたら、皆様にご連絡をさせていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

  それでは、長時間にわたり熱心にご審議いただき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とさせていただきます。 

 

【午前11時58分：閉会】 

 


