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第 55回 焼津市緑化審議会 議事録 

 

１ 日 時  平成 31年 2月 19日（火）14時～14時 45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 鈴木 昭次  （市民公募） 

        委 員 田村 栄   （市民公募） 

        事務局 細田 和寿  （都市政策部長） 

            杉山 辰巳  （都市政策部 公園･地籍課長） 

            池谷 嘉一  （都市政策部 公園･地籍課 公園緑化担当主幹） 

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

大須賀繭子   (都市政策部 公園･地籍課 公園緑化担当臨時職員) 

            濵村 恒介  （都市政策部 公園･地籍課 公園緑化担当事務員） 

 

 ４ 内 容 

 

     （１）みどりの基本計画の概要について 

村松主査  みどりの基本計画について、ご説明させていただきます。 

     【焼津市みどりの基本計画策定までの流れ】 

資料２の焼津市みどりの基本計画策定までの流れをご覧ください。 

焼津市では平成 10 年度に「焼津市緑の基本計画」を策定、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。 

この計画により、緑の保全及び創出に市民・事業者・行政が協働して取り組んでき

ましたが、その後の社会情勢や自然環境の変化、また平成 20年度の合併による市域

の変更、そして平成 28年度には、焼津市都市計画マスタープランが策定されたため、

「緑の基本計画」においても、これらの諸計画と整合を図りつつ、新たな計画を策

定することとし、平成 29年度に基礎調査と庁内検討会、平成 30年度は 2回目の庁

内検討会と議員説明を行い、本年 1 月４日から２月５日までの一ヶ月間、焼津市市

民意見公募制度による意見募集を実施しました。本日の審議会後に、製本作業に入

り、３月末に計画書を公表する予定です。 
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なお、意見募集においては、市民からの意見はありませんでした。 

 

基本計画は、平成 31年度より各施策を推進していきます。 

計画は概ね５年ごとに事業効果の評価と見直しを実施するとともに、社会情勢の変

化などによる見直しも実施していきます。 

事業の評価や見直しを実施した際は、緑化審議会で報告させていただきます。 

 

 

     【みどりの基本計画の概要】 

続きまして、基本計画の概要を説明させていただきます。 

資料３の概要版の表面、左上の「１ みどりの基本計画とは」と記載された箇所をご

覧ください。 

本計画は都市緑地法に基づき、緑地の適切な保全及び緑化を推進するため、市の独

自性や創意工夫を発揮し緑地の保全から公園緑地の整備、そのほか公共公益施設や

民有地の緑化の推進などの緑全般について、将来のあるべき姿とそれを実現するた

めの施策を整理した総合的な計画であります。 

 

「２ 計画の構成」についてですが、１章の現況調査から、７章の都市公園の整備と

維持管理の方針まで、７つの章で構成されております。 

 

      「３ 目標年次」についてですが、現況調査を行った平成 29年、2017年を基準年と

し、中間目標として 10年後の 2027年、さらに、その 10年後となる 2037年を目標

年次としております。 

 

      「４ 緑地現況量」についてですが、市内全域における現況の緑地面積を調査したも

のであり、表の上段の施設緑地は、都市公園や小中学校等の公共施設緑地及び神社・

寺院等の民間施設緑地であり、下段の地域制緑地は、高草山等の民有林や海岸沿い

の保安林、花沢地区の重要伝統的建造物群保存地区、条例等に基づく事業場敷地の

緑地や保存樹などで、これらを合計した緑地面積は 2,913.96ha、市民一人当たりの

面積は 207.86㎡となっております。 

 

「５ 計画課題の整理」についてですが、緑と水辺が果たす役割を４つの分野に区分

し課題を整理しております。 

      一つ目は「環境保全の課題」として、生物多様性の保全に配慮しつつ、公園や寺社

境内地の緑、高草山などの樹林地や農地、駿河湾、大井川などの河川について、利

用に適した自然環境を良好な状態で維持することとしております。 
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二つ目は「レクリエーションの課題」として、高草山や虚空蔵山は、緑地の保全活

動と結びつけながら、ハイキングやレクリエーション、学習の場として活用し、海

岸や河川は、レクリエーションの場としての魅力を高めていくこととしております。 

 

      三つ目は「防災の課題」として、高草山周辺は、急傾斜地である区域が多く、荒廃

に伴う自然災害の発生も危惧されることから、放置竹林対策や土砂災害防止策を推

進していくこととしております。 

 

      四つ目は「景観形成の課題」として、現在の河川堤防に植栽されている桜、大部分

はソメイヨシノですが、植樹後 40年以上が経過しているものが多くあるため、適切

な維持管理による保全を行うとともに、今後、そう遠くない時期に順次寿命を迎え

ることから、新たな桜並木の創出をしていくこととしております。 

 

      「６ 計画目標」についてですが、一つ目の目標は「市民の満足度」として、毎年 実

施している市民意識調査のアンケート項目を目標として設定しており、「市内の公園

に満足している市民の割合」は、現況 39.9％に対して、中間目標を 45.0％、最終目

標を 50.0％とし、「身近に花や緑が多いと思う市民の割合」は現況 63.6％、中間目

標を 70.0％、最終目標を 75.0％としました。 

      二つ目の目標は「都市公園の施設として整備すべき緑地の目標水準」として、「市民

一人当たりの都市公園面積」は、現況 5.3㎡に対して、中間目標を 7.1㎡、最終目

標を 8.0㎡としました。 

 

      「７ 都市公園の管理の方針」についてですが、公園を地域経営の重要な資源の一つ

として捉え、「焼津市公共施設等総合管理計画」の方針に沿った維持管理を行うこと

により、公園の価値を向上させるとともに、多様な機能を有効に活用して、本市の

魅力の向上を図ることとしております。 

 

裏面をご覧ください。 

 

      左側に記載した「基本理念」ですが、「緑と水辺の魅力をはぐくみ、未来へつなげる

まち」といたしました。 

本市には、貴重な動植物が生息する高草山を中心とした緑豊かな山々と、大井川の

恵みである豊富な地下水が湧き出る湧水地、良好な景観と多様な生物、自然環境が

保たれた海岸や河川など、多くの緑と水辺が身近に存在します。また、四季折々の

季節を感じながら市民が集い憩いの場となる公園や、良好な沿道景観を形成する街

路樹などの公共施設の緑地整備、市民協働による緑化推進により、安らぎとうるお
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いのある市街地環境が形成されています。 

      これらの特徴ある緑と水辺を守るとともに、それぞれを拠点として位置づけ、新た

に創出する緑と相互に連携し、緑あふれるまちづくりを進め、本市固有の緑と水辺

の魅力を市民の力で育み、発信し、未来へつなげることで、市民が輝かしい生活を

安心してくらせるまち、新たなにぎわいや交流を創造するまち、未来のまちづくり

を担う子供たちが愛着や誇りのもてるふるさとを目指します。 

 

      次に「配置方針」についてですが、市内全域を土地利用状況により色分けし、焼津

ダイヤモンド構想も踏まえながら、「拠点」と「緑と水辺の軸」を位置付けておりま

す。 

 

      主な「拠点」としては、高草山一帯、焼津駅・西焼津駅周辺、大井川湧水群、大井

川焼津藤枝スマートインターチェンジ周辺を、主な「緑と水辺の軸」としては、焼

津駅周辺にぎわい創出ネットワーク、大井川交流促進ネットワークを位置付け、こ

れらを「緑と水辺のベルト」や「川と緑のふれあいネットワーク」で繋げておりま

す。 

 

      次に「基本方針」についてですが、「緑の活用」、「緑の創出」、「つながる緑」、「はぐ

くむ緑」の４つを掲げ、これらに 11の基本施策と 32の個別施策を位置付けました。 

このうち、星印で記載した「豊富な大井川湧水の保全と活用」をはじめとする６つ

の個別施策については、重点施策として取り組むものとしました。 

 

      個別施策の内、重点施策について説明させていただきます。 

資料４の計画書、69ページの下段をご覧ください。 

 

      施策２ 豊富な大井川湧水の保全と活用 

      具体的な取組として、大井川地域における親水公園の整備や地域住民等と連携した

保全活動を推進していきます。 

 

次に、70ページをご覧ください。 

      施策３ 良好な動植物生息空間の維持と形成 

具体的な取組として、生物多様性地域戦略の検討や、環境に配慮した多自然川づく

りを推進します。 

 

次に、76ページをご覧ください。 

      施策 14 駿河湾と伊豆半島を眺望できる｢潮風ｸﾞﾘｰﾝｳｫｰｸ｣の整備 
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      栃山川から大井川港の海岸堤防の整備に合わせて、イメージ図のような、散策路と

緑地を整備します。 

 

次に、77ページをご覧ください。 

      施策 15緑の広場と災害時の復旧拠点となる大井川防災広場の整備 

水と緑を身近に感じられる広場として、南海トラフ巨大地震や大規模な洪水に備え、

緊急的な避難、復旧、復興の拠点となる大井川防災広場の整備を推進します。 

      大井川防災広場は、現在、広場中央部の整備を進めており、完成した箇所から随時、

一般開放していく予定です。 

 

次に、81ページをご覧ください。 

      施策 23 ｢緑と水辺｣、｢緑化拠点｣の情報発信やイベント開催 

先ほど説明させていただいた、資料３の概要版の裏面左側に記載されている、配置

方針図で拠点と記された箇所について、情報発信や、魅力的なイベントの開催など

に取組んでいきます。 

      昨年 11月には、拠点の一つである石津西公園でプレオープンフェスティバスを開催

し、多くの方にご来場いただきました。そのようなイベントを民間事業者と連携し

開催していきたいと考えています。 

 

      次に、同じページの下段をご覧ください。 

      施策 24 ｢緑と水辺のネットワーク｣による市民及び観光客の回遊促進 

      先ほどの施策 23は、各拠点についての施策でしたが、施策 24は、各拠点同士をネ

ットワーク化し、市民や観光客の回遊促進を図るものです。 

 

      以上６施策が、重点施策となります。 

その他の施策を含め、みどりあふれる、そして未来へつなげる焼津になるよう、個

別事業を実施してまいります。 

 

 

     【計画の推進体制】 

次に、計画の推進体制についてです。 

計画書の 86ページをご覧ください。 

基本理念の実現に向けて、市民、事業者、行政のそれぞれの役割を定めています。 

      市民の役割は、緑について学び理解を深め、身近な緑や水辺を大切にするとともに、

緑化活動への参加について定めています。 

      事業者の役割は、みどりを育てる条例に基づき敷地内への緑地の確保や、適切な維
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持管理、地域貢献などを定めています。 

      行政の役割は、基本計画の策定し施策を推進するとともに、施策の進捗状況を管理

し、評価改善を図ることとしています。 

 

 

【都市公園の整備方針】  

最後に、基本計画で定めた、都市公園の整備方針について説明いたします。 

計画書の 88ページをご覧ください。 

現在、焼津市内には、127箇所の公園があります。 

身近な公園は、災害時におけるオープンスペースの避難地として、また、子どもや

子育て世帯、高齢者が暮らしやすいまちづくりのために重要性が再認識されていま

す。 

しかし、都市で土地を確保することは困難を伴います。今後はまちづくりの方向性

や人口形態を考慮して、メリハリのある整備を進める必要があると考えています。 

 

下段の棒グラフをご覧ください。 

一人当たり公園面積を地区別に示したものです。 

赤い点線が、焼津市の平均面積 3.0 ㎡で、豊田地区や東益津地区などは平均より少

ない状況です。 

次に、90ページをご覧ください。 

 

こちらのグラフは、地区別の人口推移を示したものです。 

近年、豊田地区、小川地区の人口が増加していることがわかります。 

 

次に、91ページをご覧ください。 

都市公園の整備について４つの方針を定めています。 

整備方針 1 都市計画公園や整備計画が進行している都市公園の整備を進めます。 

整備を進める公園は、７公園あり、焼津市南部土地区画整理事業区域に４公園、会

下ノ島石津土地区画整理事業区域に３公園となっています。 

 

次に、92ページをご覧ください。 

整備方針２ 地区人口が増加傾向であり、公園が不足する地区などにおいては、新た

な公園づくりに取り組みます。 

先ほどグラフで示した豊田地区のような人口が増加傾向で公園が不足する地区は、

無償借地公園の整備や、公園に類似する施設を活用した整備手法を検討していきま

す。 
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次に、93ページをご覧ください。 

整備方針３ 既存公園の施設の再整備を検討します。 

新たな桜並木の創出のため公園内に桜の植樹を検討します。また、公園施設のバリ

アフリー化などを進めます。 

 

整備方針４ 市民参画による公園づくりを基本とします。 

新たに整備する公園の構想や計画づくりの際は、地域住民が愛着をもって利用して

いただける公園となるよう、住民ワークショップを開催し、地域の利用者などに参

画していただきます。 

 

以上４つの整備方針により今後の公園整備を進めていきます。 

 

以上で、みどりの基本計画の説明を終わります。 

 

 

 

萩原会長  事務局の説明は、終わりました。 

      ただいまの、焼津市みどりの基本計画（案）についてご意見、ご質問がござい

ましたら、お願いいたします。 

 

田村委員  議長 

 

萩原会長  田村委員、どうぞ。 

 

田村委員  まず、石津西公園プレオープンフェスティバルについて、多くの人が集まり 

賑わいのある良いイベントとなったことについて、感謝している。 

 

①資料 3 の 1.みどりの基本計画について、公園緑地の整備、その他の公共公益

施設への緑化とあるが、市内の幼稚園、保育園への芝生化にも力を入れてほしい。

園庭への芝生化は、気温上昇の抑制や砂塵対策、子供への自然教育の観点から、

今後取り組んでいくべきである。 

 

②資料 3 の 5.計画課題の整理の景観形成の課題について、伊豆で大規模太陽光

発電所が問題になっているが、大井川地区でも太陽光発電所が目に付くようにな

ってきた。緑化等周辺環境との調和を図っていくような基準に沿っているか気に

なっている。 
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③資料 3の 6.計画目標と 7.都市公園の管理の方針について、財政的に厳しい状

態にある中で、現在公園の管理について指定管理の方式を取っているが、今後は

浜松市で導入されたコンセッション方式のようなものも考えていかなければな

らないのではないか。 

 

④個人的な意見として、緑化というと樹木の植栽を一般的には想像するかもしれ

ないが、個人的には樹木より花による緑化を進めてほしい。静岡県は全国屈指の

花の生産地であり、ふじのくに花の都しずおかというスローガンも掲げている。

市内の公園のうち街区公園を中心に花による緑化を進め、市内を彩り豊かにして

ほしい。 

 

萩原会長  ただいまの質問に対しまして、事務局の回答を求めます。 

 

池谷主幹  議長 

 

萩原会長  事務局どうぞ 

 

池谷主幹  ①市独自の事業としてはないが、静岡県グリーンバンクの芝生化に対する補助 

事業で園庭等芝生化モデル事業があるが、毎年市内幼稚園、保育園数箇所から申

請がある。グリーンバンクから市へ事業の照会がくるため、それを関係各所へお

知らせしている。 

 

細田部長  ②都市政策部都市デザイン課でまちづくりや景観計画を担当している。昨年の

7月に焼津市の景観計画、焼津市景観まちづくり条例が公布され、1月に施行さ

れた。内容としては、景観計画について今後の方針や手続き等について定めて

おり、具体的には新規の 15ｍを越えるような建築物に対しての色彩等の基準を

定めたり、また、敷地面積が 1,000 ㎡以上の太陽光発電所について、モジュー

ルの色を黒やグレーといった派手ではない色にする、施設の周りに囲いを設け

る等の規制について定めているものである。 

藤枝市、島田市を始め県内の複数の市で大規模太陽光発電所の設置を抑制する条

例を作成している。焼津市においても来年度に大規模太陽光発電所や風力発電所

を抑制するための条例を制定する予定であり、現在準備をしている。 

池谷主幹  ③現在は指定管理で市内 126 箇所の公園を管理している。5 年おきに更新の時

期が来るため、それに合わせて様々な方式について検討していきたい。 

 

萩原会長  他に何かございますか。 
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鈴木委員  議長 

 

萩原会長  鈴木委員、どうぞ。 

 

鈴木委員  大井川防災広場について 

      ①今年度で全体の何％が完成するのか、全て完成するまでどのくらい期間がか

かるか。 

 

      ②大規模な災害時に何人避難できるか。 

 

      ③津波に耐えられる構造になっているか。 

 

      ④重点施策の一つに豊富な大井川湧水の保全と活用とあるが、具体的な計画は

あるのか。 

 

村松主査  ①大井川防災広場につきまして、平成 24年度から造成や用地買収、広場の外周 

工事を進めており、平成 29年度から広場の中の工事に着手している。全体の

面積が 14.3haあり、平成 30年度は広場中央部の芝生の整備や園路、トイレ、

かまどベンチ、マンホールトイレなど災害施設の整備をしている。完成まで

は概ね 10年ほどかかり、完成した部分から随時開放していく。また、現在全

体の 14.3haのうち 2haほどが完成している。 

 

杉山課長  ②大規模災害時の避難人数について、約 10,000人が非難できるようになってい

る。最終的には大井川の応急仮設住宅建設予定地となっており、約 700 戸が

建設可能となっている。 

 

村松主査  ③防災広場は津波の浸水区域から外れているため津波の想定はしていないが、 

一級河川大井川の氾濫区域になっているため、氾濫時に想定される水位より高 

くなるよう広場の高さを設計している。 

村松主査  ④大井川地区の親水公園について、現在整備箇所候補の選定を進めている状況

であり、具体的な計画については決まっていない。計画の構想としては、豊富

な湧水を活用した、市民や観光客の賑わいの拠点となる場にしたいと考えてい

る。 

 

鈴木委員  大井川地区には湧水が湧き出る箇所が多くあり、潤いのある良い場所であるた

め、ぜひ実行してほしい。 
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萩原会長  他に何かございますか。 

 

藁科委員  議長 

 

萩原会長  藁科委員、どうぞ。 

 

藁科委員  焼津第 3 自治会として小石川公園の花壇を管理しているが、横に生えている樹

木が生長し花壇の日当たりが悪くなっている。他にも樹木が生え広がっている

箇所があり伐採、剪定等はできないか。 

 

池谷主幹  現地を確認し、できる範囲で剪定等検討したい。 

 

藁科委員  先ほど話があった花による緑化について、休耕田で花を育て、育てた花を市民

に配布したらよいと思う。 

 

池谷主幹  東益津や大井川地区の西島では、国から補助が出る「美農里」という事業に参

加しているところがある。この事業は田んぼを保全することが目的で行われて

おり、休耕田を利用しコスモスや菜の花を一面に植え、景観形成を図っている。 

 

田村委員  花は何でも植えれば良いのではなく、植える季節や場所、植栽のデザインが重

要であると思う。広幡線沿い花壇はデザインが良くきれいである。誰が植えて

いるか知らないか。 

 

池谷主幹  広幡線沿い花壇は焼津市花の会が管理しており、種植えの時期から JA育苗セン

ターと調整しながら植栽デザインを決め花壇を管理している。 

 

萩原会長  他にご意見、ご質問が無いようですので、以上をもちまして、議事を終了した

します。 

      なお、今回の会議録についての内容の確認は、鈴木委員と、増田委員にお願い

いたします。 

      これで、議事進行の職を解かせていただきます。ご協力ありがとうございまし

た。 

 

杉山課長  ありがとうございました。以上をもちまして、第５５回焼津市緑化審議会を終

了させていただきます。 

      皆様、本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。 


