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第第第第 53535353 回回回回    焼津市緑化審議会焼津市緑化審議会焼津市緑化審議会焼津市緑化審議会    議事録議事録議事録議事録    

 

１ 日 時   平成 29 年 6 月 23 日（金）14 時～14 時 35 分 

 

 ２ 場 所   アトレ庁舎 3 階 焼津公民館 第 5・6 会議室 

 

３ 出席者   会 長 萩原 和夫 （自治会連合会） 

         委 員 藁科ゆき江 （焼津・東益津地区） 

         委 員 増田 順代 （豊田・大富地区） 

         委 員 瀧谷さか江 （小川・港・和田地区） 

         委 員 大石 隆博 （大井川地区） 

         委 員 鈴木 昭次 （市民公募） 

         委 員 田村 栄  （市民公募） 

         事務局 杉本 瑞穂 （都市政策部長） 

             杉山 辰巳 （都市政策部 公園･地籍課長） 

             新村 浩三 （都市政策部 公園･地籍課 公園緑化担当主幹） 

             守屋 綾子 （都市政策部 公園･地籍課 公園緑化担当主査） 

 

 ４ 内 容 

     （１）市内緑化状況の概要について 

新村主幹  市内の緑化状況の概要につきまして報告させていただきます。 

【都市公園】 

（１）の都市公園整備概要について説明いたします。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 29 年 3 月 31 日現在で 123 箇所の都市公園があり、総面積

は 737,594 ㎡であります。そして、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 5.24 ㎡となります。1 年前の平成 28 年 3 月末の時点では

都市公園数は 122 箇所、また住民１人当たりの公園面積は 5.18 ㎡であり、公

園数は１箇所、住民１人当たりの公園面積は 0.06 ㎡の増となっております。

増えた公園につきましては資料５ページに記載がありますが、北道原公園で

ございます。なお、北道原公園の場所については、後ほど説明いたします。 

２ページの都市公園一覧表において記載されています、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

民の生活に密着しており、コミュニティ形成の場や、災害地の一時避難など

多様な機能を有します。 
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「基幹公園」の右側に「住区基幹公園」がありますが、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す。 

次に、公園の種別について説明いたします。 

都市公園一覧表の種別欄に「街区公園」と記載されていますが、これは、住

宅地内にあるような比較的小さく、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 103 箇所あり、２ページの塩津公園から５ページ

の北道原公園までが街区公園で、その面積の合計は 210,637 ㎡です。 

 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あり、面積 2ha を標準として

おり、市内には 10 箇所あり、その面積の合計は 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があります。 

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あり、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から海側に向かったところで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 箇所で、その面積の合計は

94,490 ㎡です。 

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公園

で「焼津市大井川河川敷運動公園」といい、この面積は 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」がありますが、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 6 箇所あり、その面積は

37,556 ㎡であります。 

 

以上、都市公園 123 箇所、総面積 737,594 ㎡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あります。 

 

【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。な

お、昨年度追加された北道原公園は７ページの図面の左側にございますが、

消防防災センターの西側となります。 

石津西公園は、計画面積が 4.2haで、平成 28 年度末までに供用を開始した箇
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所は８ページの下の図面の緑部分及び青の斜線部分で面積は 2.9ha、そして

今年度は赤色の斜線部 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 3.3haとなる見込みです。 

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ており、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あります。

９ページに撮影箇所の図面がありますが、図面上側が北の方向となり、①を

左の方に進むと、消防防災センターがございます。それでは、主な施設につ

いて説明いたします。10ページの撮影箇所③の写真の防災備蓄倉庫の中には、

3 万食の非常食や 200 個のワンタッチトイレ及び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す。表面に白い線が引かれて

いますが、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

が埋設されています。 

13 ページの⑧の写真は平成 27 年度に整備しましたパーゴラと呼ばれる休養

施設です。このパーゴラには霧状の水を放出するミスト設備を設けてあり、

昨年の夏場には多くの来場者に楽しんでいただけました。また⑨の写真は平

成 27～28 年度に整備しました幼児用遊具広場です。 

石津西公園の完成は平成 31 年度を予定しております。 

 

【永久保公園】 

続きまして、永久保公園です。位置につきましては７ページをご覧ください。

焼津駅と市立病院方面を結ぶ焼津駅道原線の西側になります。また資料は 14

ページをご覧ください。焼津市南部土地区画整理区域内に整備する公園で、

面積は 0.2haです。平成 28 年度に設計を行い、今年度に工事を予定しており

ます。設計に際しては、公園周辺にお住まいの、さまざまな立場や年齢の異

なる 17名の方にお集まりいただきワークショップを開催し、要望、ご意見等

をいただき、ワークシップをもとに 14 ページ記載の図面を作成しております。 

 また、７ページの主要公園位置図を再度ご参照ください。先程の石津西公

園の北側に北川原公園と記載してございますが、北川原公園は、焼津市南部

土地区画整理事業区域内に整備する 0.28haの街区公園で、今年度設計業務を

行う予定であり、先程の永久保公園と同様に設計に際してワークショップ形

式により要望、ご意見を伺いながら進めていく予定です。 
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（２）緑化推進事業について 

【街路樹】 

続きまして、（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 15 ページから 17 ページとなります。 

こちらは街路樹の一覧表となっております。全部で 64路線、管理延長 40,413m、

高木は 4,801 本、その他中木、低木が植えられております。 

街路樹の管理について、低木刈り込み、高木の剪定、抜き取り除草、肥料の

散布、病害虫が発生した際の薬剤の散布を行っており、夏場には、散水を行

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

になっている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 18 ページをご覧ください。 

こちらは桜並木の一覧表になっておりまして、市で管理している桜並木は現

在 15路線、2,855 本であります。このほとんどが川沿いであり、春先になり

ますと、桜の花が満開になり非常に綺麗で良好な住環境になりますが、花が

散ってしまいますと虫が発生してきます。今年度は年３回の薬剤散布を行い

ながら桜の管理をしてまいります。その他にも、枝が伸びて通行に支障をき

たしたり、川の水面に枝が接しているなどの場合には、随時枝の剪定作業を

行っております。 

 

【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 19 ページをお開きください。 

こちらは生け垣づくり補助金の交付要綱になります。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あり、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。ブロック塀の場合、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、昨年の熊

本地震でも道路側に倒れたブロック塀の下敷きになった熊本市の２０代の男

性が犠牲になったほか、崩れたブロックががれきと化して道路を塞ぎ、住民

の避難や救助活動にも大きな妨げとなりました。 

生け垣補助の概要としましては、市内に住んでいる方、または市内に住宅用

地を有する方、そして対象となる生け垣が、延長 2ｍ以上、樹木の本数が 1
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ｍ当たり 2 本以上、木の高さが 80㎝以上といった決まりがあります。そして

補助金の交付ですが、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 円を

限度として補助するものであります。２５ページには、過去の実績を掲載し

てあります。 

 

【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 21 ページをお開きください。 

事業場敷地の緑化についてですが、これは「みどりを育てる条例」第 16条（資

料 28 ページをご覧ください）に基づいて行っている事業でありまして、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あります。

昨年度は、70件の事業場の申請がありました。 

 

【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 22 ページをお開きください。 

 平成 27 年度から 29 年度に表彰された方を掲載してあります。 

 

【保存樹】 

続きまして保存樹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。 

保存樹とは、焼津市みどりを育てる条例第 18条（資料 28 ページ）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、基準としましては、地面か

ら 1.5 メートルに高さにおける幹の周囲が１メートル以上であること、高さ

が 10メートル以上であること、また美観上特に優れていること等があり、緑

化審議会の審議を経て指定されることとなります。 

資料の表が保存樹の一覧表になっており、現在市内では、単木で 21 本、集団

で４箇所ございます。一番新しいものにつきましては、番号 36 の「くろまつ」

を平成 28 年 11 月 1 日指定いたしました。この樹木につきましては、近所の

方から「立派な『くろまつ』がある」とのお話をいただき、審議会において

審議していただき、保存樹の指定は適当であると認められたものあります。 

なお、番号 15 の「やまもも」でございますが、所有者から土地利用の変更に

伴いこの樹木を伐採しなければならないという話をいただき、今年度伐採予
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定であり、保存樹の単木は 20 本となる見込みです。 

 

（３）緑の基本計画について 

【緑の基本計画】 

 続きまして、（３）緑の基本計画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。 

 緑の基本計画は、都市緑地法第４条に規定されている「緑地の保全及び緑

化の推進に関する基本計画」のことであり、市町が創意工夫を発揮しながら

創る緑の総合的な計画です。 

 実際に作成する内容としましては、「緑地の保全及び緑化の目標」「緑地の

保全及び緑化の推進のための施策に関する事項」「公園の整備の方針」「保全

すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項」等がございます。 

 焼津市では平成 10 年度に「焼津市緑の基本計画」を策定しており、旧大井

川町では昭和 55 年度に「大井川町緑のマスタープラン」を策定しその後、平

成 5 年度に計画の見直しを行っております。 

平成 20 年度の合併による市域の変更や、平成 27 年度には焼津市都市計画

マスタープランが策定されております。これらの計画と整合を図りつつ「緑

の基本計画」を策定する必要があるため、今年度策定をいたします。また先

ほどの挨拶の中にもありましたが、潮風グリーンウォーク等緑化に関わる施

設の指針としても必要となるものです。策定期間につきましては平成 29 年度

から 30 年度としており、計画期間は平成 31 年から 51 年としており、20 年

間の焼津市の緑全般のあるべき姿と、実現するための具体的な施策を「緑の

基本計画」としてまとめるものでございます。来年度の緑化審議会にて審議

をいただきたいと考えております。 

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。 

 

 

萩原会長   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挙手をお願い

します。 

 

        －挙手なし－  
萩原会長   ご意見が無いようですので、質問を打ち切りたいと思います。 

なお、今回の会議録の内容の確認は、大石委員と鈴木委員にお願いします。

続きまして、事務局より次第２のその他について、説明を求めます。 
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新村主幹   今後のスケジュールについて説明させていただきます。今年度中に、審議会

へ諮問する事項が起きた場合には、皆様にご参集いただくこととなりますの

で、その時はよろしくお願い致します。 

また、2 月頃の開催を予定しております「みどりの祭典」への参加を、委員

の皆さまに例年お願いしております。詳細が決まりましたら、案内通知をお

送りいたしますので、ご参加よろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

萩原会長   これをもちまして「第 53回焼津市緑化審議会」を閉会いたします。 


