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第 56回 焼津市緑化審議会 議事録 

 

１ 日 時   令和元年 6月 25日（火）14時～14時 40分 

 

 ２ 場 所   焼津市役所 会議室棟 101号室 

 

３ 出席者   会 長 萩原 和夫 （自治会連合会） 

         委 員 高橋 和夫 （焼津・東益津地区） 

         委 員 内藤 早苗 （豊田・大富地区） 

         委 員 杉本 喜久雄（小川・港・和田地区） 

         委 員 榊原 和枝 （大井川地区） 

         委 員 池谷 栄子 （市民公募） 

         委 員 八木 すみ江（市民公募） 

         事務局 篠宮 和行 （都市政策部長） 

             村松 一哉 （都市政策部 都市整備課長） 

             池谷 嘉一 （都市政策部 都市整備課 公園緑化担当主幹） 

             濵村 恒介 （都市政策部 都市整備課 公園緑化担当主事） 

 

 ４ 内 容 

     （１）市内緑化状況の概要について 

池谷主幹  市内の緑化状況の概要について説明させていただきます。 

 

     【緑の基本計画】 

はじめに、緑の基本計画について説明いたします。 

資料の１ページをご覧ください。 

緑の基本計画は、都市緑地法に基づき、緑地の適切な保全及び緑化の推進をするた

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・３ページをご覧下さい。 

先程、部長挨拶の中でも話がありましたが、「緑と水辺の魅力をはぐくみ、未来へつ

なげるまち」を目指すべく、「基本方針」を、「緑の活用」、「緑の創出」、「つながる

緑」、「はぐくむ緑」の４つの柱で、11 の基本施策と 32 の個別施策を位置付けてい

ます。 

代表的な内容は、初めに 1-1「自然の緑と水辺の保全及び活用」として、「豊富な大

井川湧水の保全と活用」を重点施策としています。具体的な取組みとしては、大井
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川地域における親水公園整備の検討や地域住民等と連携した保全活動を推進してい

くものです。 

次に、同じく 1-1の取組みとして、「良好な動植物生息空間の維持と形成」を重点施

策としています。具体的な取り組みとして、栃山川自然生態観察公園などの親水施

設の維持管理や環境に配慮した多自然型の川づくりを推進していくものです。 

次に、2-2「シンボルとなる空間の創出」の取り組みとして、「（仮称）大井川防災広

場の整備」を重点施策としています。具体的な取り組みとして、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ていくものです。 

最後に、3-1「地域資源を活かしたネットワークの構築」の取組みとして、「緑と水

辺、緑化拠点の情報発信やイベントの開催」を重点施策としています。具体的な取

り組みとして、資料３ページの左側にある、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り組んでいくものです。 

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ルを

開催し、多くの市民の方に来場していただきました。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。 

この後、照会する各事業は、この基本計画に基づいて実施されていくものです。 

正本版については、緑全般について将来あるべき姿とそれを実現するための総合的

な計画書となりますので、保管していただき、緑化の推進の活動の参考としてくだ

さい。 

 

 

【都市公園】 

次に、都市公園整備概要について、都市公園一覧表、資料の４ページをご覧くださ

い。 

焼津市では、平成 31年３月 31日現在で 131箇所の都市公園があり、総面積は 748,631

㎡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

5.36㎡となります。1年前の平成 30年３月末より増えた公園につきましては資料７

ページの上から 10行目以降に記載があります、北川原公園の一部と宅地開発により

市へ帰属された公園が３公園でございます。 

４ページからの公園一覧表は公園の種別で公園を分類しています。住宅地内にある

ような比較的小さな「街区公園」から「近隣公園」「地区公園」「総合公園」と順番

に面積規模が大きな公園となっています。 

市では、平成 19 年度より都市公園の管理を、指定管理者である、「焼津環境緑化事

業協同組合」へ委託し協同で実施しております。 
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市内にある都市公園の位置図を、資料９ページに添付してあります。 

 

 

【石津西公園】 

続きまして、現在整備中の公園について、ご紹介させていただきます。 

初めに、石津西公園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

１０ページの焼津市南部土地区画整理事業区域内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。 

資料の１１～１３ページをご覧ください。 

石津西公園は、計画面積が 4.2haで、平成 30年度末までに供用を開始した箇所は９

ページの下の図面の緑部分及び青の斜線部分で面積は 3.5ha、そして今年度は赤色

の斜線部分 0.7haの整備を進め完成する予定です。 

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、昨年度「非常用マンホールトイレ」や「かまど

ベンチ」などの災害時にも利用可能な防災施設の整備も実施しました。 

幼児や児童が安心して遊べる遊具広場やスポーツやリクリエーション、イベントな

ど市民の憩いの広場となる多目的広場、災害時における一次避難地として、豊かな

緑のある公園として、整備を進めております。 

昨年は、プレオープンフェスティバルの中で、みどりの祭典を合同で開催し、シン

ボルツリーの記念植樹や公園の愛称「みなく～る」の発表など、市内外から 7,000

人の来場者がありました。 

 

 

【焼津市南部土地区画整理事業区域内の公園】 

その他に、焼津市南部土地区画整理事業区域内で３つの公園整備を進めています。

位置につきましては、10ページをご覧ください。 

１つ目は、北川原公園で、石津西公園の北側に位置します。 

２つ目は、下雨垂公園で、北川原公園の北側に位置します。 

３つ目は、助三島公園で、下雨垂公園の西側に位置します。 

 

資料の 14～16ページをご覧下さい。 

これら３公園は、市民の一番身近となる面積 0.2～0.28ha の街区公園として位置づ

けております。 

それぞれの公園設計に際しては、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、

整備計画図面を作成しております。 
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資料 14ページの下段に「鳴子の松」の写真を掲載してあります。昔、津波から逃れ

るために、人々が松にぶら下がり難を逃れたとの伝えから、「公園のシンボルとして

残して」との意見も整備の中で計画されています。 

施設整備工事につては、３公園とも今年末に完成を予定しております。 

 

 

【（仮称）大井川防災広場】 

続きまして、（仮称）大井川防災広場について説明させていただきます。 

資料の 17・18ページをご覧下さい。 

場所は、市役所大井川庁舎や大井川中学校の南側に位置する、計画面積 14.3haの広

場です。 

平成 23年３月に発災した東日本大震災の被害状況を踏まえ、今後予想される南海ト

ラフ大地震に備えるべく、（仮称）大井川防災広場を整備していくことが急務である

と考えています。そのため、災害時には発災時から復旧・復興時までの重要な拠点

となる広場として、また、平常時はスポーツやリクリエーション等、多目的に利用

できる広場として整備を進めています。 

資料の、19ページをご覧ください。 

平成 30年度は、広場中央部ゾーン②の多目的エリアの整備を実施し、広場内に芝生

の種子を吹きつけをし、現在は、養生しているため、秋頃を目途に一般開放を予定

しております。また、今年度は、ゾーン②の多目的エリア北側の駐車場整備及び、

ゾーン①のスポーツができるエリアの調整池整備を予定しております。 

なお、審議会終了後、現場視察として（仮称）大井川防災広場をご案内致します。 

 

 

【栃山川自然生態観察公園】 

既存の公園についての取組を一つ紹介させていただきます。 

位置については、９ページをご覧下さい。 

場所は、栃山川の上流、藤枝市との境にある栃山川自然生態観察公園です。 

この公園は、二級河川「栃山川」の河川改修に伴う廃川敷を利用し、平成 4 年度に

開設された公園です。 

資料は 20ページをご覧下さい。 

市民団体である「だんごの会」が、せせらぎ水路を中心にホタルの育成や八ツ橋池

の葦の刈込みなどの公園の美化活動に取組んでいます。今月１日、２日には「だん

ごの会」主催のホタルの鑑賞会を実施し、大勢の市民の皆さんが鑑賞に訪れていま

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 21～23ページをご覧下さい。 

市が管理している街路樹は、65 路線に高木、中木、低木合計で約 18 万本が植えら

れております。 

街路樹の管理について、低木の刈り込み、高木の剪定、除草、病害虫が発生した際

の薬剤の散布や毎月のパトロールを実施し、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

力いただきたいため、「街路樹への散水のお願い」として、広報やいづでも掲載し、

市民の皆さんにも緑化維持の協力を願いをしております。 

 

 

【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 24ページをご覧ください。 

市が管理している桜並木は、16路線、2,843本であります。 

このほとんどが河川の堤防などに植えられており、初春を感じることができる憩い

の場にもなっていますが、花が散っていきますと虫が発生する時期には、毎週パト

ロールを実施し、薬剤散布や支障となっている枝の剪定作業を行っております。 

 また、現河川法では河川区域内への樹木の植栽は制限され、現在の桜の木も老木

化していることもあり、市内の桜並木の存続及び新規展開が危惧されています。 

資料の 25ページをご覧ください。 

焼津市観光協会が発行している「さくらマップ」でも、河川沿いにある並木が非常

に多くあります。 

桜並木は河川沿いに限ったものではないため、10年後の未来のため、回遊しながら

散歩ができるようなルートの検討をしております。 

 

 

【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 26ページをご覧下さい。 

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
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通行の妨げになるという問題が発生し、地震により道路側に倒れたブロック塀の下

敷きになったりするほか、崩れたブロックにより道路を塞ぎ、住民の避難や救助活

動にも大きな妨げに危惧しております。 

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 1ｍ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。

過去の実績を掲載してありますが、昨年度は 8 件の交付申請と減少傾向であること

から、公民館祭り等のイベント会場等でのＰＲ活動を計画しています。 

委員の皆さんの周りに、生け垣を考えている方がいらっしゃれば、補助制度がある

ことをご紹介いただければ非常にありがたいです。 

 

 

【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 27ページをご覧下さい。 

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

31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、67件の事業場

の申請があり、敷地面積の 10％以上を緑化していただいたことによって、13,372㎡

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 28ページをご覧下さい。 

平成 28年度から令和元年度（6月まで）に表彰された方を掲載してあります。 

今年度に入りまして、5月 14日に焼津市花の会と焼津市大井川花の会の会員４名の

方が県花の会連合会より表彰していただきました。 

 

 

【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 29ページをご覧ください。 
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保存樹とは、焼津市みどりを育てる条例第 18条（資料 31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 メートルの高

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指定状況になっており、現在市内で保存樹として指定している

ものが、単木で 20本、集団で４箇所ございます。 

 

 

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。 

 

高橋委員  議長 

 

萩原会長  高橋委員、どうぞ。 

 

高橋議員  Ｐ２４の桜並木の概要というページについて。番号の 1～１６の桜並木は市で 

管理しているということですが、その他の桜並木はどのような管理になっている 

のか。 

 

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  公園緑化担当主幹 

 

池谷主幹  桜並木については市で管理しているところと、自治会など地元で管理している 

ところに分かれている。市が管理しているところが 16路線になり、それ以外の

路線は地元で管理している。 

 

高橋委員  かんぽの宿があるところに坂道がありそこに桜の木が植えられている。昔はと 
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ても綺麗であったが、今は桜がぼろぼろになってしまっている。つまり、地元 

で管理がなされていないためそのような状態になっているのか。 

 

池谷主幹  かんぽの宿の箇所については、市で管理している路線に入っており、Ｐ２４の 

表では番号 1の古跡ヶ丘線沿いの路線になる。市の方でパトロールや剪定、害 

虫駆除を実施している。桜マップに掲載しているものは市で管理している桜並木 

以外の箇所も含まれており、一致していない。 

地元で管理しているところについても病害虫の発生があるため、地元で害虫駆除 

を行う場合、市で資材の支給をしている。 

 

高橋委員  了解した。 

 

萩原会長  他に何かございますか。 

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、榊原委員と池谷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。 

 

池谷主幹  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、10月 16日（水）「みどりの祭典」を予定しております。委員の皆さまに 

は、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。 

また、引続き、「焼津市緑化推進協議会」を開催後、現場視察として、大井川 

防災広場をご案内しますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

 

萩原会長  これをもちまして、第 56回焼津市緑化審議会を閉会いたします。 


