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第 50 回 焼津市緑化審議会 会議録 

 

１ 日 時   平成 27年 6月 25日（木）10時～10時 50分 

 

 ２ 場 所   アトレ庁舎 3階 焼津公民館 第 3会議室 

 

３ 出席者   会 長 小林 敏好 （自治会連合会） 

         委 員 井口 公市 （焼津・東益津地区） 

         委 員 清水 和美 （豊田・大富地区） 

         委 員 富坂 清  （小川・港・和田地区） 

         委 員 村松 はるみ（大井川地区） 

         委 員 鈴木 昭次 （市民公募） 

         委 員 飯塚 光男 （市民公募） 

         事務局 秋山 藤治 （都市基盤部長） 

             篠宮 和行 （都市基盤部都市計画課長） 

             新村 浩三 （都市基盤部都市計画課公園緑化担当主幹） 

             前島 祐記 （都市基盤部都市計画課公園緑化担当主査） 

小杉 奈穂 （都市基盤部都市計画課公園緑化担当主査） 

 

 ４ 内 容 

     （１）市内緑化状況の概要 

新村主幹  市内の緑化状況の概要につきまして説明させていただきます。 

 

【都市公園】 

次第（１）都市公園整備概要について、都市公園一覧表、資料の 2 ページを

ご覧ください。 

焼津市では平成 27 年 3 月 31 日現在で 121 箇所の都市公園があり、総面積は

731,796 ㎡であります。焼津市の人口で割りますと、住民１人当たりの公園

面積は 5.14 ㎡となります。1 年前の平成 26 年 3 月末の時点では、都市公園

数は 118箇所、また住民 1人当たりの公園面積は 5.03㎡であり、公園数は 3

箇所、住民 1人当たりの公園面積は 0.11㎡の増となっております。 

2 ページの都市公園一覧表に記載されております、公園の種類について説明

させていただきます。種類の一番左側に、「基幹公園」がございますが、これ

は一つの地域に居住する住民の利用に供する都市公園であり、地域住民の生

活に定着し、コミュニティ形成の場や災害時の一時避難など多様な機能を有

します。 



H27-004 

2 

 

「基幹公園」の右側に「住区基幹公園」がございますが、これは住民の生活

行動圏域によって配置される公園で、居住者の安全や健康的な生活環境、休

養、レクリエーションの場として利用されるものであります。 

次に、公園の種別について説明させていただきます。都市公園一覧表の種別

欄に「街区公園」と記載されておりますが、これは住宅地内にあるような比

較的小さな面積 2,500 ㎡を標準とした日常的に利用できる公園で、市内には

102箇所、2ページの塩津公園から 5ページの三ケ名公園までが街区公園とな

り、その面積の合計は 208,638㎡であります。 

次に 5ページをお開きください。上から 5行目の「近隣公園」について説明

いたします。「近隣公園」は先ほどの「街区公園」よりも大きな公園で、面積

2haを標準とし、市内には 10箇所、面積の合計は 147,873㎡であります。代

表的なものとしましては、焼津文化センターの隣にある清見田公園や、さか

なセンター横の八楠公園であります。 

同じく 5 ページの中ほどに「地区公園」がございます。これは先程の「近隣

公園」よりも大きな公園で、石津の海岸沿いにある石津浜公園、焼津市消防

防災センターの海側にございます、現在整備中の石津西公園、焼津市総合福

祉会館ウエルシップ横の大覚寺公園の 3 箇所となり、その面積の合計は

91,062㎡であります。 

地区公園の下に運動公園ございますが、これは大井川の河川敷にある焼津市

大井川河川敷運動公園で、面積は 247,038 ㎡であり、市内にはこの 1 箇所の

みとなります。 

他に「都市緑地」がございますが、これは都市の自然的環境の保全や都市景

観の向上を図るために設けられる緑地で、市内には 5 箇所あり、その面積は

37,185㎡であります。 

以上、都市公園 121 箇所、総面積 731,796 ㎡であります。また、資料 6 ペー

ジに都市公園の位置図を添付してございます。 

参考までに、県内には 35の自治体があり、その中で一人当たりの公園面積を

順位付けしますと、焼津市の 5.14㎡というのは 21番目になります。21番目

と言いますと後ろの方だとお感じになるかと思いますが、焼津市は人口密度

が高く市域のほとんどが平地であり、他市のように山間部などの地形を利用

した広大な自然公園などの設置が困難であるため、一人当たりの公園面積に

換算しますと順位は後ろの方になってしまいますが、都市公園の数では 35自

治体中 5 番目となります。浜松市、静岡市、富士市、沼津市の次となり、島

田市、藤枝市が焼津市の後に続きます。 
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【石津西公園】 

続きまして、石津西公園の整備状況について説明させていただきます。公園

の位置につきましては 7 ページの主要公園位置図をご覧ください。図面右下

の大きな緑色の部分が石津西公園で、消防防災センターの海側になります。 

資料の 8ページをご覧ください。 

石津西公園は焼津市南部土地区画整理区域内の地区公園であり、現在整備を

進めている公園でございます。計画面積は 4.2haで、平成 26年度末までに供

用を開始した箇所は 8ページ下の図面の緑色、黄色、青色の斜線部分の 2.5ha

であります。今年度は赤色の斜線部分 0.4haの整備を進めてまいりますので、

今年度末の供用開始面積は 2.9haとなる見込みでございます。 

石津西公園は防災公園として位置づけられており、防災備蓄倉庫、飲料用耐

震貯水槽はすでに整備が完了し、今後は応急仮設トイレの設置などを予定し

ております。 

資料の 9 ページ以降には整備が完了した箇所の写真を添付してございます。

10 ページの③の写真の防災備蓄倉庫の中には、3 万食の非常食や 300 個のワ

ンタッチトイレ、200 個のワンタッチテントほか災害用の備蓄品が配備され

ております。 

11ページの④の写真は飲料用の耐震性貯水槽でございます。表面に白い線が

引かれておりますが、この場所の地下に災害時に飲料水の確保ができる非常

用の貯水槽が埋設されております。 

12 ページの⑥の写真は平成 25 年度に施工しました高台で、公園の地盤より

約 4.5ｍの高さとなっております。また⑦の写真は平成 26年度に施工しまし

た、高台の北側にある幅広の滑り台と焼津の八丁櫓をモチーフとした複合遊

具でございます。 

 

  【東小川１号公園】 

続きまして、東小川 1号公園の整備状況について説明いたします。公園の位置に

つきましては 7ページの位置図をご覧ください。小川中学校の東側となります。 

資料は 13ページをご覧ください。 

東小川 1 号公園は東小川土地区画整理区域内の 0.48ha の街区公園で、小川中学

校のすぐ東側に位置しております。平成 25 年度及び昨年度の 2 ヵ年で整備を行

い、図面の黒色の部分は平成 25 年度、赤色の部分は昨年度施工した箇所でござ

います。昨年度施工しました芝生は現在養生中であり、7 月下旬に開放する予定

でございます。 

東小川土地区画整理事業もほぼ完成し、公園整備と併せて、身近に緑がある環境

づくりに寄与できたのではないかと思われます。 
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写真は昨年度整備した施設で、①は北側の遊具及び広場、②は芝生広場の状況で

ございます。 

 

  【小川公園】 

続きまして、小川公園の整備状況について説明いたします。公園の位置につきま

しては 7ページをご覧ください。先ほどの東小川１号公園の南側になります。 

資料は 14ページをご覧ください。 

小川公園は二級河川黒石川の南側に位置し、小川公民館に隣接し、昭和 56 年に

開設済みでございますが、焼津市南部土地区画整理事業に伴う小川公民館の移転

に併せて、昨年度図面赤色部分の駐車場、駐輪場及び園路広場の整備を行いまし

た。 

写真①は駐車場の状況でございます。駐車場は障害者用 4 台を含め 39 台分とな

っております。また駐輪場は 38 台分を確保してございます。写真②は駐車場北

側の園路の状況で、高さ 1.5ｍ程度の築山も整備し、小さな子供達も安全に遊ぶ

ことができます。また芝生は現在養生中であり、東小川１号公園と同様 7月下旬

に開放する予定でございます。 

新しい小川公民館は小川公園よりも一足早い平成 26 年度から供用を開始してお

り、今回の小川公園整備により公民館と公園が一体的に利用でき、今まで以上に

利用しやすい公園となりました。 

 

【尻川公園】 

続きまして、尻川公園について説明いたします。位置につきましては 7ページを

ご覧ください。消防防災センターの西側になります。 

焼津市南部土地区画整理事業により整備を行う公園で、面積は 0.2haでございま

す。今年度は設計を行い、来年度工事を施工する予定でございます。設計に際し

ては地域のご意見をできるだけ反映させるため、さまざまな立場や年齢の異なる

方々に参加していただくワークショップ形式を予定しております。 

 

【街路樹】 

続きまして、次第 1、（2）、緑化推進事業について、街路樹の概要から説明い

たします。資料は 16ページから 18ページをご覧ください。 

こちらは街路樹の一覧表で、市内 64路線の街路樹を管理しております。代表

的なところを紹介しますと、5 番の「焼津駅道原線」は焼津駅から市立病院

へ向う街路で、こちらにはイチョウやトウカエデが植えられており、秋には

イチョウが紅葉し風情のある街路となります。次に 18ページの「50番 0204

号線」、これは大井川庁舎の前の街路になり、マテバシイなどが植えられてお
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ります。 

街路樹管理の合計としましては、64路線、管理延長 40,113m、高木 4,780本、

中木 1,098本、低木 26,280㎡、地被類 1,115㎡となっております。 

街路樹の管理については年間を通して様々な作業を行っておりますが、高木

の剪定については毎年行うのではなく、目安として 3～5年に 1回程度の剪定

としております。その他、草の抜き取りや肥料の散布、病害虫が発生した際

の薬剤の散布等を行っております。また夏場には散水も行っております。 

散水につきましては、管理業務だけでなく沿線にお住まいの方にもご協力い

ただきたため、「街路樹への散水のお願い」として、広報やいづ 7月号に掲載

する予定でございます。 

 

【桜並木】 

続きまして桜並木の概要について説明いたします。資料の 19ページをご覧く

ださい。 

こちらは桜並木の一覧表となります。市で管理している桜並木は現在 16路線、

2,942 本でございます。このほとんどが川沿いの桜並木で、春先になると桜

の花が満開となり、非常に綺麗で良好な住環境となります。しかし、花が散

ると虫が発生しますので、年 3 回の薬剤散布を行うとともに、枝が伸びて通

行の支障となった場合や、川の水面に枝が接しているなどの場合には、枝の

剪定作業などを行っております。 

 

  【保存樹】 

続きまして保存樹の概要について説明いたします。資料の 20ページをご覧くだ

さい。 

保存樹とは、焼津市みどりを育てる条例第 18条により、市長が樹木等の保全

を図る必要があると認めるときは当該土地の所有者と協議のうえ指定するこ

とができるとされており、20ページの表が保存樹の一覧表でございます。現

在市内で保存樹として指定しているものが単木で 21本、集団で 4箇所ござい

ます。基準としましては、木の幹の周りの長さが１m 以上、木の高さが 10ｍ

以上などで、健全で美観に特に優れている樹木を保存樹として指定すること

ができます。 

保存樹として指定する樹木が発生した際には、緑化審議会でお諮りし、適正

かどうかといった判断を皆様にお願いすることとなります。 

 

  【生け垣づくり補助金交付】 

続きまして生け垣づくり補助金交付について説明いたします。資料の 21ページ
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をご覧ください。 

これは生け垣づくりをされた方に対して市から補助金を交付するというもの

で、この目的は緑のまちづくりを推進することと合わせまして、地震による

2 次災害の防止につなげることを目的としております。ブロック塀でありま

すと、転倒して人が下敷きになる、あるいは通行の妨げになるという問題が

発生しますので、生け垣づくりを推進するものでございます。概要としまし

ては、市内に住んでいる方または市内に住宅用地を有する方を対象とし、設

置の基準については延長 2ｍ以上、樹木の本数が 1ｍ当たり 2本以上、木の高

さが 80㎝以上などとなります。また、補助金の額については生け垣設置費の

1/2以内で上限 50,000円、道路沿いで既存ブロック塀を取り壊して生け垣に

作り替える場合は上限 100,000円として補助するものであります。22ページ

には過去の実績を掲載してございますが、昨年度は 8 件の生け垣づくりの助

成を行いました。 

 

  【事業場緑化】 

続きまして、事業場敷地の緑化について説明いたします。資料の 23ページをご

覧ください。 

事業場敷地の緑化についても「みどりを育てる条例」に基づいて行っている

事業でございます。敷地面積が 500 ㎡以上の工場や店舗、アパートなどの事

業場敷地については、敷地面積の 10％以上を緑化していただくようお願いし

ているものでございます。昨年度は 78件の事業場の開発があり、敷地面積の

10％を緑化していただいたことによって、24,996㎡の緑地を確保することが

できました。 

 

  【緑化推進表彰】 

続きまして、緑化推進における功労者表彰について説明いたします。資料の

24ページをご覧ください。 

平成 25 年度から 27 年度の間に表彰された方を掲載してございますが、今年

度につきましては、大井川花の会及びやきつべ桜の里を作る会が表彰されて

おります。 

以上で、市内緑化状況の概要についての説明を終わります。 

 

小林会長  それではこれまでの報告について、質問、意見等のある委員の発言を許します。 

 

富坂委員  市内の川沿いの桜は市で全て管理しているのか。 
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新村主幹  川沿いの桜につきましては、市で管理しているところもございますし、地元な

どで管理していただいているところもございます。 

 

富坂委員  倒れかけている木や枯れている木を見かけるが、確認しなければ管理者がわか

ないということか。 

 

新村主幹  一般の方には管理者がわからないと思いますので、そういった危険な箇所があ

りましたら、都市計画課にご連絡していただければ管理者を確認します。管理

者が市であれば早急に対応し、そうでなければ市から管理者に連絡し対応を依

頼させていただきます。 

 

富坂委員  市への連絡は自治会を通して行うのか。 

       

新村主幹  自治会を通す必要はなく、発見された方からの連絡で構いません。 

 

小林会長  19ページの 16路線以外は市の管理ではないということか。 

 

新村主幹  16路線以外は市以外の管理ということになります。 

16路線につきましては随時パトロールを行い、消毒以外に水際や道路に伸びた

枝の剪定なども行っております。 

       

富坂委員  虫に食われて腐ってしまった桜もあると思うが、それは他の木にうつるのか。 

 

新村主幹  桜並木は密集しているところもあり、隣の木の影響を全く受けないということ

はないと思われますので、虫の発生後には早急に消毒を行い、適正な管理に努

めております。   

   

富坂委員  市南部の栃山川や木屋川沿いは古い木が多い。 

 

新村主幹  市内には樹齢 40 年から 50 年の老朽化した桜が多く、台風などにより倒木の心

配もございますので、老朽化の著しい樹木につきましては伐採するなどの対策

を取っております。 

 

飯塚委員  保存樹に対して、市から維持費などは支給されているのか。 

 

新村主幹  現在は保存樹に対して市からの補助金などはなく、所有者のご負担で管理を行
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っていただいております。 

 

飯塚委員  中根新田のちびっこ広場の東側に大きな立派な黒松がある。三年に一度手入れ

をしているとのことで、市から補助が無いということでは難しいかもしれない

が、すばらしい木であるため保存樹に指定してはどうか。 

 

新村主幹  指定には一定の基準もございますので、後日樹木を確認し検討させていただき

ます。指定ということになりましたら、また皆様にご審議していただくことと

なりますので、その際はよろしくお願い致します。 

 

小林会長  保存樹にはどのような表示がされているのか。 

 

新村主幹  看板が設置されております。 

 

清水委員  看板のことで少し話をさせてもらいたいが、先日ボランティアで大島中央公園

の花壇の手入れを行っている際に、車をぶつけて設置してあった看板を壊して

しまったことがあった。修理代はぶつけた本人の負担となり、看板の基礎をコ

ンクリートにするように指示され、その費用が 3 万 5 千円であった。元々その

ような形状の看板であったため仕方がないとも思うが、看板をフェンスに付け

るようにすれば費用もそれほどかからないと感じた。看板も大事だと思うが、

公園の看板にお金をかけるよりも、公園の花を増やすことにお金をかけた方が

いいと思うがどうか。 

 

飯塚委員  風で倒れたり、飛ばないようにということだと思うが。 

 

新村主幹  日頃、花壇の管理をしていただき大変感謝しております。看板につきましては

一時的なものであれば簡単に設置することもございますが、公園の名称等を記

載した看板であり、風などで倒れてしまわないようにしっかりと固定する必要

がございますので、今回そのような対応をお願いさせていただきました。 

 

清水委員  了承。 

 

小林会長  他に意見がないようですので質問を打ち切ります。 

これをもちまして「第 50回焼津市緑化審議会」を閉会いたします。 

 

 


