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焼津市都市計画マスタープラン 

第２回検討会 議事録 

日時：平成 27年 4月 28日（火）14：30～17：00 

場所：焼津市役所会議室棟 101号室 

◆出欠状況  

委員区分・所属団体等 氏名 出欠 

委 員 

学識経験者 

合同会社デザイン・アープ 会長 川口 良子 ○ 

㈲アムズ環境デザイン研究所  高木 敦子 － 

富士常葉大学社会環境学部 副会長 田中  聡 ○ 

静岡大学防災総合センター  原田 賢治 ○ 

各種団体 

焼津商工会議所  岡本 康夫 ○ 

大井川農業協同組合  小池 大士 ○ 

大井川商工会  斎藤 兼司 ○ 

一般社団法人 焼津青年会議所  原川 博邦 ○ 

市民代表 

公募  桑原 光子 ○ 

公募  鈴木 恵子 ○ 

公募  辻  幸夫 ○ 

公募  寺田 浩司 ○ 

オブザーバー 静岡県島田土木事務所都市計画課長  高塚  博 ○ 

※資料説明者 

第 1回検討会における意見等：事務局（市都市計画課） 

資料 1～資料 3：コンサルタント 

 

●議事進行 

（川口会長） 

・ 皆さま、こんにちは。よろしくお願いいたします。それでは、早速、お手元の次第に沿って議事を

進めたいと思います。全体構想（将来都市構造まで）について、事務局（市都市計画課）とコン

サルタントより説明をお願いいたします。 

 

●資料説明（市都市計画課） 

●資料 1、2、3説明（コンサルタント） 

 

●意見交換 

（川口会長） 

・ どうもありがとうございました。非常に膨大な資料で、たくさんの言葉が行き交い、頭の中が整理しに

くいかと思います。将来都市像とか、まちづくりの目標、将来都市構造のご説明をいただきました。前

回の委員会から時間もたっておりますので、若干おさらい的なところもあって、本日の将来都市構造

とかまちづくりの目標を検討するに当たって踏まえておかなければいけない事実を資料 2 で説明を
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していただきました。これは前提として踏まえておいてください。 

・ 都市計画マスタープランンの全体構想とか、将来都市像、まちづくりの目標、将来都市構造につい

て本日は議論をするということで、ご意見をいただければと思います。 

・ 1 点確認ですが、今日、差し替え資料で説明いただきました。これは庁内でもまだ検討中の資料で

すが、この検討中の資料に対して、皆さんの感覚として、これはどうでしょうかというご意見をいただく

のはよろしいですよね。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ はい。本日、お配りした資料でもって進めていただきたいと思います。 

（川口会長） 

・ はい。長い説明ですし、大量の説明がありましたが、主に資料 1が本日の議論の対象ととらえていた

だければと思います。これまでの説明に対して自由にご発言いただければと思います。ただ、発言

の際には、議事録の関係もあるものですから、マイクをお渡ししますので、マイクを持って発言してい

ただければと思います。その点はよろしくお願いいたします。では、どなたか早速口火を切っていた

だければと思いますが、いかがでしょうか。 

（高塚オブザーバー） 

・ オブザーバーで参加させていただいております、静岡県島田土木事務所都市計画課の高塚と申し

ます。今日、ご紹介のあった差し替え図面の将来都市構造図（案）の絵についてご質問したいと思

います。質問の内容――拠点の位置とネットワークのルートの絵が本当にこれでいいかという質問の

ために、今日、お配りいただいた資料 3と資料 2の関係ページを見ながら質問させていただきたいと

思います。 

・ まず、一番厚い資料 3の市民意向調査結果を見ると、30代、40代の方が、将来の焼津市のことを真

剣に考えているご意見が多かった。この中で、201ページに、大富という焼津市の中央部、昔の焼津

市のはずれに近いところにお住まいの、30代女性の 727番の方が言っている前半は、市民としては

一番気になるところだと思います。ここに書いてあることは、中心市街地は洪水とか地震、津波といっ

た災害の危険度が大変高くて、この地域に財源を投入して活性化してもすべて駄目になってしまっ

たら意味がないのではないか、それなら自然災害の危険度の低い地域に持っていって、そこへ財源

を投入したほうがよいと思う、というご発言をされています。 

・ これを代表する内容としまして、資料2のアンケート集計結果の後ろから2枚目のページ、17ページの

問27の「将来の焼津市のまちづくりで重視すべき点」の中で、やはり、「津波・地震・風水害などの自

然災害から命を守るまちづくり」が大事だという意見が大きくて、これが14ページの問15で、焼津市か

ら早く出て行きたいという理由にも合っていまして、災害に対する危険性が高いというところにつなが

っております。ということは、市民は、やっぱり危険なところを認識していきたいという意味が大きい。 

・ 資料2の4ページの真ん中に「現状⑤」というのがあって、市で26年3月に焼津市津波防災地域づくり

推進計画が策定されておりまして、この中に、水色で塗っているところですが、津波浸水地区という

危険性の高そうな地域をこうやって把握されているということがございます。 

・ ここで、先ほどの全体構想図はこれでいいのという質問をしたいと思います。先ほどの構想図にあり

まして、例えば、資料1の3ページの「③自然災害に強いまちづくり」のところで、「津波浸水の解消・

軽減や、安全かつ迅速に避難できる体制を整えます」、「想定される災害リスクを的確に把握したうえ
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で、地域の特性に応じた防災・減災対策を図る」とうたっています。そうすると、この将来都市構造図

の中に、やっぱりそういった地域をはっきり、この辺はこうだ、というふうに描いて、それを意識した拠

点づくりとネットワークづくりをしなければいけないのではないかなと思います。 

・ 例えば、港に近いところは危険ですが、今、焼津市は、焼津漁港の中で、地盤をかさ上げしようとい

うことで、国の事業で発生した土砂を入れて地盤高を津波の浸水高まで上げるという、そういう努力

もしています。そういった安全対策が20年後されているところはそういう拠点にすればいいですが、

なかなかされそうもないところは、津波の浸水区域の計画を把握しているのですから、そういったもの

をこの絵に反映して拠点とかネットワーク（づくり）をしないと、大富にお住まいの30代女性、727番さ

んのような方のご質問に答えるのが大変厳しいのではないかなと思います。 

・ そういったことで、将来都市構造図で、何でこの場所にしたかという、そういった色分けは説明ができ

る理由があるようなかたちの構造図案にしたらどうかという意見を申し上げさせていただきます。 

（川口会長） 

・ 今、これは作成中ということですので、この中に防災の将来計画の視点が入って、この拠点が将来

にわたってここで妥当ですよというような妥当性が説明できる資料にするといいのではないでしょうか、

というふうにとらえればよいでしょうか。 

（高塚オブザーバー） 

・ はい。 

（川口会長） 

・ 目標の中にもそのようなことが柱として入っていますので、その辺りを書き込んでいくということです。

ただ、この市民の方のお話の、中心市街地に対する、防災上危ないのではないかという見解とかそ

の辺は、そのまま飲み込むわけにもいかないものですから、そのことをしっかり説明できるような内容

で、安全な場所にちゃんと拠点が形成されているということの説明がされる、ということのご提案だと

思います。どうでしょうか、その他のご意見。 

（田中副会長） 

・ 基本的なところでお伺いしたいのですが、資料 3 の 13 ページ、14 ページの件数は間違っています

よね。40代、50代、30代は全部 27件で、配置も構成も全部一緒です。実は 15ページも 27件とい

うことで、上から、4、1、5、0、0 とずっと続きます。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 最後の件数が 27 ということで出ておりますので、これは確認して修正をさせていただきます。 

（田中副会長） 

・ 2 点目は、今、これから新しいものを考えていこうというものの、やはり前の二つのマスタープランの改

定をするに当たってはレビューが要ると思います。その辺はどういうふうに。前のを見ると、こう言って

は悪いですが、今回のものとそう変わりはない。書いてあることは似たようなことが、やはりちゃんと前

のときにも書かれていて、それの、何がどうできたとか、できないとか、それから行政的にもいろいろと

難ししいことがあったと思いますが、その辺のレビューがあってから次のプランを立てるというのが、

やはり具体性があって、それから実現性もあると思います。そのレビューの部分はどんなふうになっ

ていくのかというのをお伺いしたい。 
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・ 3 点目は、次にいつ改定するのでしょうか。何かもう予定があるのでしたらちょっと教えていただけれ

ば。というのは、先ほどのご質問にもありましたように、今、これで 15 年ぐらいで大体改定をされてい

ますが、次の改定の頃は、やはりここは何か来るような一応今のところ予定になっていますよね。そう

すると、先ほどのご質問のとおり、この浸水エリアはおそらく浸水するのではないかということも大体わ

かっているわけで、時間順序として、いっせいのせでやるのではなくて、そこは放っておいて、ほか

のところからやるとか、いろいろなやり方があると思うのです。その辺の、次の改定はどうするのかとい

うのも含めて考えておられるのかどうかについてちょっと教えていただければと思います。 

（川口会長） 

・ いかがでしょうか。1 番目は、前回二つに分かれていたところの、きちっとした評価のところをベ

ースに次が組み立てられるべきではないのというご指摘だと思います。そこの評価のところの説

明等はどこでされているのでしょうか、ということだと思います。 

・ 2番目につきましては、なかなか厳しいお話がありましたが、何年か先、これは 20年先ということ

を視野に入れると、その途中で何らかの災害等が起こって、危険度の高いところならば逆に先

行してやるべきところも、ある意味出てくるのではないですか、というようなお話かと思います。 

（田中副会長） 

・ 時間軸を考えながら整理をする、目標を立てる、というのもあってもいいかもしれないと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ ありがとうございます。レビューといいますか、検証につきましては、平成 13年に策定された都市マス

でございます。当時は、たしか人口増も、今まで以上の右肩上がりの上昇ではございませんが、緩や

かに上昇をしている状況を踏まえつつ、将来的には人口減少に至るだろう、そういう大前提がござい

ました。産業ベース的に言いますと、これから活性化していく。 

・ 今回のマスタープランの基本的な考えは、そういった右肩上がりの時代から一転した、かつてないよ

うな人口減少と高齢化。それから、右肩上がりでない、初めて作る都市計画マスタープランとしては、

そのレビューの状況は、すみません、ちょっと検討させていただきますが、現状では、それよりも全く

新しい感覚として、先ほども言いましたが、ある将来像を描いたところで、それに基づいて課題の整

理、実現に向かった目標整理をしていく、そういうところも踏まえておりまして、今言われたように、レ

ビュー自体は若干手ぬるいところがあるかなというところにつきましては、今後の検討課題として考え

させていただきたいと思っています。 

・ それから、次の改定の時期でございますが、基本的には、中長期的な策定の中で当然行うべきもの

としては定期的な見直しが必要かなとは思いますが、こういった急激に変化する状況でございます

ので、必要に応じた修正は必要かなと思っております。以上でございます。 

（田中副会長） 

・ 環境が急激に変化する、でも、都市は変化しないわけですから、やはり、基本的には、ゼロから毎回

賽の河原をやっているわけではなくて、前のがあって、その上に組み立てていく。次の改定もおそら

くそれの上に組み立てていくというのが。もちろん状況は変わりますから、ここはうまくなかったとか、

ここはよかったとかやはり出てくると思います。 

・ 問題は、そこをなしで、「次、はい、状況が変わりましたから一から考えましょう」というのは無理だと思
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うんですね。そんなことをやったら毎回同じことをやっていて、それで言葉は大体けっこう耳障りな言

葉ですから、具体的に実現をどうするというのは難しい問題があって、それは、前の、それから焼津

市のさまざまな特性とか、焼津市ではこれはうまくいっている、こういうのは絶対うまくいかないという

のが多分あると思うのです。そういうものをきちんと踏まえたうえでやっていかないと、実現性のあるプ

ランはできないのではないかと思うので、ぜひその辺の、前のレビュー。 

・ 見ていると、書いてあることはそうは変わらないですね。「水産業をやりましょう」もありますし、「市民と

ともに」、「福祉が」という話もありますし、「安全で快適」という話もあります。やはり、そうは変わりようが

ないというのも事実だと思う。だからこそ、前回から 14 年たって、いろいろなものが変わっていく中で、

どういうふうにこれをレビューするのかというのはやはり考えたほうが。あるいは、それをベースにしな

いと次は出てこないのではないか。ものは積み上げだと思いますので、やはりその辺は考える必要

があるかなと思うということでございます。 

（川口会長） 

・ ある段階でここの都市構造を評価しましょうというのは、実は結構難しい部分もあります。ただ、旧大

井川町と旧焼津市の両方で持っていた都市計画マスタープランの中における目標像の達成感の一

定の評価、その辺りは確かにないと、昔も言っていたけれども今も言っているね、だけど、今度言っ

ているのと、どこが違うの、といったようなところの説明は欲しくなってくるのかなというふうにお話を聞

きました。その辺りの整理を、もし今後していただけるようなら、検討していただければなと思います。 

・ 昔の目標像があるわけで、そこと今回も同じように目標をやっているのは、これは大事だから、やっ

ぱり今後もやっていきましょう、でも、ここまではある程度できているのではないですか、というようなと

ころが、こういうところの評価の中で裏付けができていれば説明はしやすいのかなとは思います。正

直言うと、なかなか難しい作業ではございますので、検討していただければと思います。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 今回、改定といいますか、作る一つの契機は、合併して、一市一町それぞれに作ってあったマスタ

ープランを一つにしてなかったということ、これを一つにするため改定作業を今回。基本的には、前

回も 20 年とはいいましても中長期の目標だよということでありますが、14 年ぐらい経過の中で新たに

策定を進めているところでございます。ただいまご意見があったように、そういった検証をしながら次

のステップに入っていくべきだと、確かにそのとおりだと思いますが、会長からも今お話がありました

ように、検証が非常に難しいという点もございます。 

・ そうした中で、両方のマスタープランが持っていた将来に向けた目標等、それに、時代がやはりコン

パクトシティを求めている、人口減少社会に対応したまちづくりが求められていますので、それらを反

映した中で、今回新たなマスタープランの将来像、あるいは、まちづくりの目標をご提示させていた

だいたところでございます。 

・ 今ご指摘いただきました意見につきましては、最大限、できる範囲で検討してまいりたいと思います。

以上でございます。 

（原田委員） 

・ 最初の質問にもちょっと関連しますが、今回、都市構造とか、拠点のあり方というものを検討いただい

た中で、例えば先ほどあった地震、津波、または洪水が起こるといった可能性もあって、仮にそうい

ったことが――今年度こういったものを検討して、焼津市のマスタープランを中長期の計画として作
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ったあとに大きな災害がもしあった場合にも、今回のマスタープランはそのまま生きて、復興みたい

なものを考える際に、沿岸のまちが例えば大きな被害を受けたあとにも、またそこに拠点としてつくる

といった位置付けになるような絵なのか、それとも、もしそういった災害が起きたときには、また考え直

すといったプロセスを経るような位置付けにするのか、そういった部分、多分、先ほどの市民の意見

の中にあったような部分も関連してくると思います。今回のマスタープランの位置付けとしてはどの辺

りを想定しているのか、ご意見がありましたらお聞かせください。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 一番最初にご質問をいただいて、まだご答弁してなかったと思いますので、それも踏まえて答弁させ

ていただきます。まず、市民の皆さんが一番気になっているのは、やはり津波の関係だと思います。

洪水とか土砂災害につきましては、焼津市は山間部が非常に少ないということもございまして、比較

的安全度は高いと言ってしまうとあれですが、若干の浸水はありますが、人命に（危険を）及ぼすほ

どの大水害が起こるかというと、そう多くはない地域だと認識しております。津波の浸水想定につきま

しては、やはり中心市街地といいますか、駅周辺、あるいは、旧大井川町のほうにかけまして、かなり

の範囲にわたって浸水する。 

・ そうした中で、まず、市民の皆さまが――私は昨年まで危機管理部におりましたので、市民の皆さま

が正確に浸水想定を把握してないという点が一つあるのかなというのは非常に感じました。特に東日

本の津波の被害の様子がテレビで流されますと――焼津漁港に泊まっているような大きな漁船が内

陸のほうまで思いっきり流されてしまう絵とか、松林の上を津波が越えてくる映像が出されておりまし

て、焼津の地形に非常に似たような情景がありますので、それを見て、遠くまで来たもんだなというイ

メージを多くの市民の皆さまがお持ちだったのではないかと思います。 

・ そうした中で、静岡県第 4次地震被害想定の中で浸水想定が出されまして、そんなにすごい想定で

はないな、といいますか、映像のような津波が来る想定はされてない、というところもございまして、私

たちも市政座談会とか、いろいろな場面におきまして、そうではないですよというお話をいろいろさせ

ていただいているところではございます。そして、静岡県第 4 次地震被害想定が出されまして、減災

対策として「静岡県地震・津波アクションプログラム 2013」が公表されました。こちらのほうは、津波の

想定はL1、L2と二つのものがありますが、L1対策では、焼津市におきましては非常に大きな減災効

果が発揮されるということが示されております。 

・ そうしたことを踏まえた中で、（焼津）漁港から焼津駅にかけた中心部のまちづくりにおきましても、そ

の減災対策とともに避難対策を講じることによって、市の中心市街地としてのまちづくりが可能である

という判断の下に、このようなかたちをとっております。 

・ なお、津波想定とか、そういった災害リスクにつきましては、この後、分野別構想、そうしたものをこれ

から策定していきますので、その中ではちょっとお示ししてまいりますが、都市構造という段階では、

災害リスク等は位置付けない方向で今考えております。以上でございます。 

（斎藤委員） 

・ まず、一番最初に、「第 1回検討会における委員意見等」に、前回、委員の皆さんから出た意見の回

答が載っていまして、先ほど説明がありました。7番の「市街化調整区域での積極的な土地利用はで

きないのか」という意見の回答で、配られている都市計画図の黄色の所が市街化調整区域の青地で

すよということで、農村地域ですね。原則的に、土地利用、開発ができない現状であるとご説明いた



H27-013 

7 

 

だきましたが、ちょっとここは回答的には違うのかなという個人的な意見です。今回載っているのは調

整区域の青地ということですね。その他、白地と。青地は当然かなり縛りがあって、大井川用水の恩

恵を受けていたりするので、ここは当然触れないエリアではないのかな、と。 

・ 黄色く塗られている所以外に、まだ、市街化調整区域でその他のエリアが半数ぐらいある。市街化調

整区域で土地利用できないのかということに対しては、おそらく、青地ではなくて白地、その他の雑

種地等、そういったところが利用できないのかな、という質問ではないかなと思いました。 

・ それに合わせて個人的な意見としましては、今回、私も青地が重ねてある都市計画図を初めて見ま

した。この都市計画図は、そもそも昭和 51年 10月ですか、焼津市は線引きされたかと思います。そ

のときに、調整区域と市街化区域に線引きされたかと思います。おそらく、今回のマスタープランの

縛りというか、都市計画の基準になっているのがこの都市計画図になるのかなと個人的には思って

います。 

・ 個人的には、この都市計画図は、そもそも 35 年以上前に線引きされて、5 年に 1 度とか見直しはし

ますよということですが、焼津市で言うと、区画整理等があって、若干市街化区域は変わっているとこ

ろもあるのかなと思いますが、35 年以上前に都市計画図が。現実的に今震災があった以降からする

と、どうなのかなというのは個人的には思っております。 

・ 「資料2」の 14ページのアンケート結果で、70%以上の方が焼津市に住み続けたいと思っている、そう

いう数字が出ていますが、実際、この都市計画図で。要するに、子育て世代の現状で言うと、昭和51

年ぐらいは、おじいちゃん、おばあちゃんと子どもたちという形態が多い。今はどうしても、おじいちゃ

ん、おばあちゃんというか親世代とは別棟、もしくは二世帯という形態が多い中で、この調整区域、先

ほどの大富地区の女性の意見にもあったかと思いますが、市街地というところ、市街化区域。 

・ 私は旧大井川の上小杉という、静浜基地の上の辺り。大富は本当に横の辺りで、すべてが調整区域

になります。そういった中で、人口の流出等の数字が先ほど出ていましたが、住みたいよという人が

70%いるのに、実際には、結婚して、世帯を持って、子どもを持つタイミングで住み続けられないとい

うか。実際に、おじいちゃん、おばあちゃん、親と住めばいいのかもしれませんが、先ほどの雑種地と

かの、白地とかの縛りがありまして、調整区域であると、既存宅を受けているとか、それなりの、宅地と

しての――そういった土地でしか住宅等は建てられない、というところで、私の地元でもそうですが、

多くは地元で住宅を建てられない。そういった理由で、藤枝のほうとかに移転、家を建てたり、分譲

マンションを買ったりという同世代が多いのかなという気がしました。ですから、14ページのアンケート

のは、どちらかというと、なぜ移転したいのかというより、なぜ移転したのか、そこが知りたいかな。 

・ 実際、70%が住み続けたいよという気持ちがあっても、現状、調整区域という縛りの中では（家を建て

られない）。都市計画図の黄色く塗ってあるところは別です。ここは、農業をやりましょうよ、やりなさい

よ。そのために大井川から用水を引っ張っている地域で、それなりに、農家をやりましょうよという地

域。その中でも生活していく人たちはある。そういった中で、その辺の縛りといいますか。前回、ほか

の委員が、市街化調整区域の積極的な土地利用（を提案されました）。住居だけではないと思いま

す。 

・ 今回の都市計画マスタープランは、昭和 51年に線引きされた都市計画図にかなり縛られていると個

人的に感じます。多分、調整区域で、ここに住宅が建てられるのかと尋ねて来られる住民の方とか多

いかと思います。そういった縛りが多くて、地元で住宅を建てられなくて外へ出ている方が多いのか

なと思うので、こういったタイミングで、何か特例ではないですが、市街化調整区域の、今回、青地、
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白地、雑種地等の何か特例とか（作れば）人口流出等が抑えられるのかなという気がします。 

・ 実際に今、旧大井川エリア、焼津でもそうですが、住居地域になっているところは浸水エリアですね。

こういったところは空き家が目立ちます。実際にほかのほうに、150 号の上の辺りとかはほぼ市街化

調整区域。先ほどの大富の方の話ではないですが、住居エリア、この線引きを変えることは難しい

…。 

（川口会長） 

・ ちょっといいですか、大体意図はわかったものですから。ご意図は、基本的には、浸水区域が都市

計画区域で市街化を促進すべき地域になっていて、現実に市街化調整区域に集落が現前とあって、

そこに住みたいのに建てられないから逆にほかのほうへ行ってしまっている。 

・ 実際の市街化区域については、実は浸水区域で住むのに危険を感じているような場所があるのに、

そこの縛りが、そこにうまく焼津に人が住むという仕組みにならないので、そこは特に焼津市におい

ては問題、課題としてとらえられているのかな、と、お話を聞いて思いました。 

（斎藤委員） 

・ 特例として、どこかに盛り込めればなと。 

（川口会長） 

・ ご意見として、今のはちょっと整理して、またお答えをしたりあると思いますが、すごく現実的な話を

すると、市街化調整区域の原則不自由化というのは、つい10年ぐらい前に起こったことです。それは、

背景に人口減少社会があって、全国一律でそれが行われたという事実もあるものですから、その辺、

問い掛けられるとすごく厳しいのですが、焼津市の実態都市の課題認識として、今、お話をしていた

だいた内容は、人が流れていく根本のところになっておりますので、ちょっとそこのところはしっかり指

摘をしていくことはできるか、それを特例としてこのマスタープランの中でできるかどうかは、また検討

していただきますが、ご意見として、それは言っていただいたということでよろしいですか。 

（斎藤委員） 

・ はい。 

（辻委員） 

・ このあいだの会議で調整区域は何とかならないかと言ったのは私です。難しいということは、市のほう

からも、ほとんど不可能に近いという話は聞いています。ただ、今、地方創生の動きが出てきていて、

地域を活性化するために、いいアイデアが出てきて、そのために今ある現状を変えなければ実現し

ないということであるなら、それは前向きに検討してもいいよというようなことも国は言っているわけで

す。だから、一つは、今動こうとしている地方創生法の柔軟な対応というのはどの程度期待できるの

かというのが一つ。それはまだ答えられないかもしれません。 

・ もう一つは、資料 1の四つの対応の仕方については、何て言いますか、非常に優等生的で特に言う

ところはないですが、ただ、この四つを並列で話をするということよりも、行政当局として、もうちょっと、

どれに力点を置いてやりたいというような意思が欲しいなと思いました。例えば、「まちづくりの実現に

向けた目標」、「産業を生かした個性あるまちづくりを進めます」、「観光交流拠点の差別化」、「交流

促進等」、「創出」という言葉がよく出てきますが、本当にできるのかな。われわれは過去ビジネスをや

ってきて、一番難しいのは実現することなんですね。実現可能なものを想定して、織り込んで、組織
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を挙げてこれはなんとしてもやるんだという行政側の意思みたいのがないと、何年やってもまた同じこ

とを繰り返すのではないかなという感じが、率直の感想として、します。ちょっと厳しい意見かもしれま

せんが。 

・ ただ、コンサルタントに依頼するのはいいのですが、それを受けて行政当局が、こういうアンケートと

か現状を認識したうえで、あるいは実現性を考えたうえで、組織を挙げて何をまず実現して、焼津に

人口の増加を取り戻す、そういう道筋が描けるのか。できるかどうかわかりませんが、そういう意思が

欲しいなと感じます。 

（川口会長） 

・ 市としての大方針が、表現的にもう少ししっかり出されたほうがいいというご意見ですか。いかがでし

ょうか。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ マスタープランの取り組み、あるいは目標の中で、そういった施策のプランンの実現に向けて、という

ところで、この全体構想のあと分野別に入りますが、分野別構想も含めて、素案として出来上がった

ところからは、その実現に向けての作業に入ります。 

・ その実現に向けての中で、ステージを分けて、短期的な目標とか中長期的な目標、そういったところ

の優先的なものを踏まえて、できるだけ実現可能な。今委員の話にありましたように、実現に向けた

施策に向けて頑張っていきたいなと思っています。 

（岡本委員） 

・ 焼津商工会議所を代表しまして参加させてもらっています岡本といいます。よろしくお願いします。

今日、遅れて申し訳なかったです。 

・ 何点かちょっと教えてもらえればなというのが一つあります。今、辻さんのお話がありましたが、一つ、

このプランを見まして、焼津として、やはり同じような話をさせてもらいたいですが、焼津の人が住み

やすい、また、よそから人が来て、楽しめる、また、産業が創出できるようなまちづくりとして、多分、全

国どこでも市町村は同じものを掲げているのかなと思います。そういう中で、焼津ならではのものをど

こかで出していくことが、まちづくりを、「まちづくり」というか、まちの人なり、地域産業が発展するとい

うんですか、活発になっていく一つの要素ではないのかなと思います。 

・ ただ、旧焼津市なり旧大井川町の今までのマスタープランと大体同じようなものになっているのかな

と思います。というのは、資料 1の 2ページに、「（本市における）『コンパクト+ネットワーク』のまちづく

りのイメージ」とありますが、これは、従前の基盤、ハード面での位置付けとほぼ同じような位置付け

になっているのかなという感じがします。それが一つ。 

・ もう一つ、「コンパクト+ネットワーク」、ハードを、こういう位置付けをする中で、2 番の「将来のまちづく

りの基本的な考え方」がどういうように結び付くのか。逆に、こういうハードを使ってこういうまちづくりを

していきたい、という意思なのか、具体的には、今までと同じような感じでうたわれている内容がリニュ

ーアル的に書かれている内容であるということで、今までずっと実現に向けて実施をしてきた内容を、

引き続きいろいろなネーミングを変えながら進めていくのかなと思います。 

・ そういうふうになると、焼津市が今までと同じようなものを踏襲しながらこれからもやっていくんだよとい

う意思の中で、今までと同じことをやっていくことが焼津のこれからのまちにとって。もうちょっと別な角

度からとか、いろいろな発想の中で、まちづくりを考えていってもらえればありがたいなというのはあり
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ます。 

・ それから、3 点目で、将来のまちづくりの基本的な考え方の中で、例えば、「誰もが安心して生き生き

と暮らせるまちづくり」の中に、「『コンパクト+ネットワーク』（の考え方の下では……）生活を支える都

市機能を一定の地域に集約し」とか、いろいろ言葉としてはありますが、これを実現するというのは、

これから基本計画なり実施計画を作っていく中で、非常に難しい。具体的にどうしたらいいのかという

のは、私としてはイメージ的に浮かばないので、知恵のある人たちで考えていただければなと思いま

す。これをイメージ図の中にどういうふうに落とし込んでいくのかなというのは非常に興味があるところ

でございます。それがこれから焼津をつくっていく。本当に特徴あるものをこの中につくっていっても

らえればありがたいなと思います。以上です。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ ありがとうございます。焼津ならでは、焼津の特色があまり、というご意見がありましたが、焼津の特徴

といいますと、第 1 回目の検討委員会で高木委員から、港、海は、震災が叫ばれている中では切っ

ても切れないねという話がございました。 

・ 極端な強調はしておりませんが、海の玄関、焼津港と大井川港。それから、陸の玄関としては、東名

高速道路にインターチェンジが二つあるという、焼津市の地域性を生かした、これは大きな特色かな

と私どもは思っています。 

・ それから、震災以降大きく変わった点として、都市マスにつきましては、やはり津波対策が言葉として

大きく取り上げられているところ。あとは、市街化調整区域のお話がございましたが、そういったところ

の規制緩和、土地利用。これは長期的な話になりますが、「焼津市津波防災地域づくり推進計画」の

中にも位置付けてございますが、規制緩和の中で、建ぺい率、容積率、そういったものの見直しをし

ていく。そういったところも、海を持つまちの都市計画の考え方の一つかなと思っています。 

・ それから、昨年、景観行政団体になったというところで、取組の中にもございましたが、景観行政に

ついてはもう少し取組を強化するといいますか、景観計画を踏まえた中で、市の景観について行政

側からいろいろなかたちで支援、あるいは指導をしていきたいと思っています。 

・ それから、コンパクトシティにつきましては、平成 13 年の都市マスの中には「コンパクト」というワード

が何箇所か見られる程度。今回、「コンパクト」、「ネットワーク」という考え方を強調しておりますのは、

国の考えもございますように、長期的な自治体のあり方、持続可能な自治体のあり方というところでは、

人口密度を上げて行政コストを下げる、そういった大きな目標の中で「コンパクト」をイメージする。た

だし、強制的なこういうのではなくて、なだらかに誘導していくというところで、公共施設のマネジメント

（FM：Facility Management）を、今、市のほうでやっていますが、そういったものに関連して、公共施

設の再配置、そういったものを踏まえて、都市機能を集約して、市街、多くの人がにぎわうまちづくり、

そういったところを考えていきたいと思っています。今までと違う、コンパクト+ネットワーク、集約連携

型。一つの地区にすべてを集中するというものではもちろんありませんが、拠点の中にそういった必

要な機能を集約して、住みやすいまちづくりというところにつきましては前回の都市マス以上に考え

ているところでございます。 

（川口会長） 

・ 議事の進行が少し延びてしまって、実は終了時間が来てしまっていますが、まだ発言していただか

ない委員も見えますので、お時間を少し延長させていただいてもよろしいでしょうか。 
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・ では、まだご意見をいただいてない方でご発言があれば、よろしくお願いしたいと思います。 

（桑原委員） 

・ せっかく参加させていただいているので。私も、将来構造図を見せていただきましたが、今現在と、

10年後、15年後の違いがあまりはっきりわからなかったです。拠点となる部分は今現存している部分

を中心に考えられていますし、先ほどの中心市街地の場所もそうですし、交通機関に対しても、今あ

るものを想定されている、それが形になっているのかなというイメージでした。 

・ 高校生のアンケートを見ますと、将来住みたいかという質問に対して、どちらかといえば住みたくない

という数が 37、将来、どちらかといえば住みたい（住み続けたい）が 29 ということで、多分、この将来

図の出来上がる頃に子どもを生み育てる世代（となる高校生）のアンケートの答えなのかなと思うと、

何か変化を求めているのかなという感じがします。 

・ それと、先ほども市街化調整区域等のお話をされていましたが、スマートインターチェンジができると

いうことですごく期待はされていますが、その辺りは多分、自然を保全するというような目的の土地か

なとも思うので、そういったものが、これから、そういった将来につながる、発展する地域に結び付い

ていくのかなというのを、ちょっと疑問にも思いました。 

・ あと、市民として、こういったものにどうかかわっていったらいいのかなというのが私にはよく見えない。

どこかのアンケートに、このマスタープランを知っているかというような質問があったように思いますが、

ほとんどの方がご存じなかったです。それで、多分、市としては、施設をつくるときは、こういった計画

の下にされていくかと思いますが、住もうとする側が転居してきた場合とか、お店を出そうという人が

どこにつくったらいいかというときに、そういった目的を持って生活をされたときに上手にそこに配置さ

れていくのかなというのも、どんなふうなことでそうなっていくのかが、ちょっと想像できなかったもので

すから、何かわかりやすい説明をしていただけると、このマスタープランが市民レベルできちんとして

いく何かになるのかなと感じます。お願いいたします。 

（川口会長） 

・ 都市計画の持っているすごいジレンマを今指摘していただいたような。非常にわかりにくい。言葉も

わかりにくい。実際に行政が都市計画の構造を全部作っていけるものではないものですから、手段

は、規制と、誘導と、事業という。行政がやれる事業の範囲と、あと民間のほうの、さっき言った、厳し

い規制があるからこんなことが起こるよと言われるように、規制と誘導で、この都市構造に持っていくと

いうかたちになって、行政の方がやるのは、その規制と誘導のほうをやられる。 

・ それと、行政がやられる事業をやるというのが、それが、要は、都市計画で言うと、手段はそれしかな

い。極端な言い方をすると。そういう状況がある中で、でも、自然のままに放っておいて、こういうこと

をやっていくといけないよね、こういう都市づくりをしていくといけないよね、といって、さっき、昭和 50

年に決めたのをいまだにやっているという厳しいご指摘もありましたが、それでこちらのほうの図がで

きていたりします。 

・ こういう都市計画のマスタープランを検討する際は、こういうものに対して市民がどう思っているのか

を表すいい機会で、今の本当に率直なご疑問は、これから焼津市が、市民に都市計画というものを

しっかり理解していただくために、そして協力してやっていただくために、何をしていったらいいのか

というのを、ぜひ考えてもらいたい。非常に同調しますが、都市計画をやっている人間としては、ずう

っと持っているジレンマをご指摘いただいたようなところもあるかと思います。ということで、事務局側
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からも何かお話しすることがあればどうぞ。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 市民の皆さんが都市マスのことをあまりわからない、知っていないということはわかりますが、やってい

る都市計画マスタープランは、庁内で出てきた意見について、ここにいらっしゃる有識者と市民の皆

さまの意見を聞いて、また皆さんの意見をくみ上げていこうというものです。 

・ また、地域別協議会というものがあります。これは地域が 11地域ありますが、今回 140名ほどの方が

市民委員として参加されております。そういった方々にも、都市マスはこういうものであるということを

ちょっと理解していただきながら、市民の方々にも、こういった都市マスというものをちょっと知ってい

ただきたいなというところではあります。 

（寺田委員） 

・ 2 点ばかり教えてください。資料 2の 6ページに、人口密度を基にして推計している 25年後の姿が

描いてございますが、ちょっと実感と違うなと思ったのは、10年後というのは現在ですね。この真ん中

辺の人口密度を見ると、150 号のバイパスができて、そちらのほうに密度が増えてきたといいますか、

人が増えてきたというのが明らかに見えているわけですね。それが、25 年後になると、またバイパス

から、これは全体が落ちるということでしょうけれども、落ちて残るのは、まさに旧市街のところだけし

か人口密度は元の状態ではないような格好になっていますが、本当かな、もっとどんどん 150号のほ

うへずれていくのではないか。150 号のバイパスが、この 25 年後までのあいだに大井川町を通って

出来上がりますよね。その出来上がったときに、大井川町のほうは何もないのですか。そのままいく

のですか。バイパスに張り付いていろいろなものができてこないですか。 

・ それからもう一つは、環境問題の中で、これは地域を見ていても思いますが、これから家を建てる若

い人たちは、庭をつくらないで、といいますか。コンクリートを張った小さな家といいますか、そういう

家しか建てない。これは都市計画そのものの問題かどうかちょっとあれですが、家の建て方も随分変

わってきています。どこへ行っても昔のような大きな平屋の家はほとんどなくて、みんな家だけ、駐車

場だけというような家の建て方をしています。こういうところも、なんか文化といいますか、環境にも関

係して何かこういう提案があってもいいのではないかなという気はします。この 2点だけ、ちょっと。 

（コンサルタント） 

・ 人口密度のご指摘、ご質問がありましたので、私のほうから回答させていただきます。基本的に、例

えば資料 2の 6ページを見たときに絵が三つ並んでいるわけですが、平成 12年と平成 22年の、こ

の四角の中に塗られている色は、注意事項にも書いてあると思いますが、「メッシュ」という表現をしま

す。500m×500m のマスのことをメッシュといいます。このメッシュごとの人口は国勢調査のデータで

公表されているものをベースに色付けをしておりますので、基本的に間違いはありません。 

・ 将来の予測のほうですが、平成 47年ということで、平成 22年から考えれば 25年後ということで予測

をさせていただきましたが、結論的には、これはまだ簡易予測になります。具体的にどういう簡易予

測をしたかというと、12年から 22年のそのメッシュの人口の変化率といったものを今回は簡易的に推

計に用いまして、その変化率が今後 25 年後も仮に続いた場合に、どこまでの人口の減少、もしくは

人口密度の低下が起こるかということを、まずご認識いただくために作成したものです。ですので、

150 号バイパスの、今建設中でございますが、そういった個別の開発に伴う開発人口の上乗せ、そも

そもどのぐらい人口が上乗せされるかというのはなかなか予測は難しいところでありますが、それは一



H27-013 

13 

 

切反映をしておりません。 

・ 具体的に言えば、現在、大覚寺八楠土地区画整理事業、いわゆる焼津インター周辺は、最近、家

が非常に多く建ってきて人口が増えている感がありますが、平成 22年の国勢調査時点では、まだそ

んなに人口が張り付いておりませんので、実際には、こういった区画整理事業などの整備をやられて

いるところは、人口密度は高まっていくのではないかなという予測はある程度できます。ただ、あまり

個別の一つ一つの開発を見てしまうと、全体的にボリュームのコントロールができませんので、今お

示ししたものは、平成 12 年から 22 年の変化率を、今後も続いた場合にどうなるかという前提で作成

したものであります。以上です。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ もう 1点は、非常に狭い敷地で建物を建てている。要するに最低限の敷地で住宅を建てて、そういっ

たところに住まわれる方が最近若い人は多いよというご意見がございました。焼津におきましては、そ

ういったことのないように最低敷地制限をかけている地区もございます。 

・ 地域別構想ということで、住民参加というかたちの中で今いろいろご意見をいただいておりますが、

そういった方向性が出てくれば、またそういったものを、このマスタープランの中で位置付けすること

もできないことはない。制度的に地区計画制度という制度等を使えば、敷地制限とか、そういったこと

も可能ではございます。 

（小池委員） 

・ 大井川農業協同組合の小池と申します。質問です。今回、会議がありました。これは都市構造の会

議だと思われます。これは当初 2月の予定でしたよね。これが今 4月下旬、もう 5月に入ります。とい

うことは、かなりずれているのではないでしょうか。ずれ込んでいるのではないでしょうか。それに伴っ

て、このマスタープランの全体構想の原案ができるときもずれ込むのでしょうか。そうしますと、すべて

がずれていくのではないかと思っているのですが、そこら辺はどうなるのでしょうか。 

（事務局（市都市計画課）） 

・ 今ご指摘のとおり、同じクールの段階では2カ月ほど今予定が超過しています。基本的には、26年、

27 年をもって、この都市計画マスタープランを策定する予定でおりますので、今回は作業的に並行

作業になって、修正をしながらのご提案で非常に申し訳なく思っています。できるだけそういったこと

がないように、日程の調整をしながらも、今年度末をもって原案の確定までは持っていきたいと思っ

ております。 

（小池委員） 

・ ありがとうございました。 

（川口会長） 

・ 最後に私のほうから一つだけ、この都市構造を検討する際に、ちょっと留意をお願いしたいなと思う

点があります。 

・ 最初にいただいた資料は、かなり細かく現実の都市のかたちの中で拠点が張り付いているような絵

になっていたのが、（今回の資料は）本当に都市構造というかたちの表現になってきたと思いますが、

例えば、将来のまちづくりの基本的な考え方の中で、①「誰もが安心して生き生きと暮らせるまちづく

り」の最後のところで、都市構造に特に大きな方向で出しているコンパクト+ネットワークの中に、「生
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活を支える都市機能を一定の地域に集約し」。ということは、これが一つの集約となると、生活を支え

る一つの拠点がイメージされます。そのイメージされたものによって何が生まれるのかというと、「健康

に歩いて暮らすことのできる」というところのかたちになってくるはず。具体的な生活のイメージになっ

てくるはず。 

・ ということですが、都市構造の中で拠点を見たら、かなり厳しいご指摘もあったように、今ある大きな

主要な拠点しか落ちてない状況がある中で、私たちの暮らしが、人口が減っていくときに、新しい都

市のつくり方をしていきますよという表明をしている。その表明をしていますが、将来都市構造になる

と、「健康に歩いて暮らす」、あるいは、生活機能が「都市機能を一定の地域に集約し」というところの

イメージ、「この拠点で私たちは健康に歩いて暮らさなければいけないの」というイメージになってしま

いますので、ちょっとこの辺りを、目標とされている文言と都市構造とのちゃんとした一致を留意して

作成をしていただければ。そうすれば、こういう時代だからこそ、今までの大きな拠点だけではない、

違う暮らしの仕方の中の都市構造を考えているんだなというところが、この言葉と一致してくると思い

ます。それは地域別の構想の中で表現されるのかもしれません。大きな都市構造の中でそこまで入

れ込むことは難しいのかもしれませんが、そういったところを、きちっと言葉と図が一致している、内容

は納得感のあるような表現をされることをぜひお願いしたいなと思います。これを一つの大きな都市

構造におけるお願いとしておきたいと思います。 

・ 時間もだいぶ超過しましたので、これにて私のほうの議事は終了したいと思います。長時間にわたり

ましてありがとうございます。次回の予定としましては、全体構想の分野別方針まで議論していただく

ようなかたちになると伺っております。 

以上 


