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第 3 次国土利用計画 裾野市計画（見直し素案）に対する意見（市関係課） 

 

No. 資料 No. ページ 課名 項目 意見 対応 

1 No.1 P3 課税課 
（１）裾野市の概況 
の中段あたり 

「西側山麓では・・・立地が進められており、東側山麓では・・・立

地などが進んでいる。」 
⇒西側は現在進行形で理解できるが、東側はキャノンのほか

想定されるものが見当たらないので、「企業立地などが進んで

いる」→「企業が立地している」 
（想定されるものがあるようでしたら、このままで） 

ご指摘のとおり修正 

2 No.1 P3 商工観光課 (1)裾野市の概況 
「市街地においては、・・・JR 裾野駅を中心とする・・・」 
JR 裾野駅西側を中心とするに修正。 

「現在、JR 裾野駅西側では裾野駅西土地区画整理事業が

進められている。」に修正 

3 No.1 P3 区画整理課 (1)裾野市の概況 

「～～、現在、JR 裾野駅を中心とする土地区画整理事業が～

～～」が、資料 1・17 ﾍﾟｰｼﾞでは、「JR 裾野駅西側でも裾野駅西

土地区画～～～」と記載されている。整合を図るべきではない

のか？ 

「現在、JR 裾野駅西側では裾野駅西土地区画整理事業が

進められている。」に修正 

4 No.1 P4 課税課 （２）土地利用の基本方針の本文冒頭 

「本市では、富士山麓の・・・東名高速道路が南北に縦貫する交

通の要衝・・・」 
⇒東名のみならず新東名も加えた方が良いのでは。企業誘致

したころの東名は、現在と違い IC はなかったが、それでも企業

が立地したことを考えると、現在の新東名も防災バックアップ機

能などとして立地維持に果たす役割は大きい。 

「富士山麓の豊かな自然環境や、東名高速道路及び新東

名高速道路が南北に縦貫する交通の要衝として」に修正 

5 No.1 P4 商工観光課 (2)土地利用の基本方針 

4 行目「しかし今後は、少子・高齢化による人口構成の変化

や・・・」の「や」を削除。 
5 行目「さらには今後発生が予測される東海地震・・・」となって

いるが、「東南海地震」にした方がいいのではないか。（③1 行

目も同様） 
8 行目「地域づくり・・・」は「まちづくり」ではないか。 

県関係課からの意見も踏まえ、以下のように修正。 
「しかしこれからは、少子・高齢化や産業構造、経済情勢な

どの社会的変化への対応、さらには今後発生が予測される

東海地震等の自然災害の発生も見据えた中で、『「内陸のフ

ロンティア」を拓く取組』に代表されるような社会的、広域的

な役割や要請に対応しながら、地域間におけるヒト、モノ、カ

ネ、情報の活発な動きを促進する「対流促進型国土」の形

成に向けた取組が求められる。 
そして、その実現のためには、従来までの「開発・成長型」か

ら、将来にわたり持続可能な「コンパクト＋ネットワーク」によ

る「都市機能集約型」のまちづくりへの転換が必要である。」

6 No.1 P4 商工観光課 
(2)土地利用の基本方針 
②多様なライフスタイル・・・ 

3 行目「住まい方や働き方が可能な・・・」は「可能で・・・」ではな

いか。 
ご指摘のとおり修正 

資料 4 
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7 No.1 P5 商工観光課 
(3)土地利用区分別の基本方針 
①農地 

11 行目「積極的な市街化を図り・・・」は「積極的に市街化を図

り・・・」ではないか。 
県関係課からの意見も踏まえ、農地を積極的に市街化する

旨の文言を削除。 

8 No.1 P6 商工観光課 ⑤道路 
5 行目「富士山の世界遺産登録によって増加が期待される・・・」

となっているが、登録後であるため、「増加がみられる・・・」では

ないか。 
ご指摘のとおり修正 

9 No.1 P7 商工観光課 
⑥宅地 
1)住宅地 

P7 の 8 行目「居住空間の確保についても検討を図る。」を「・・・

検討する。」 
ご指摘のとおり修正 

10 No.1 P7,P8 商工観光課 ⑦その他 

3 行目「積極的な整備を図る。」を「積極的に整備を図る。」 
5 行目「観光客の増加が期待される・・・」は「観光客の増加がみ

られる・・・」 
7 行目「また、かんがい施設遺産・・・」を「また、世界かんがい施

設遺産・・・」 
P8 の 3 行目「演習場については・・・」の前に「東富士」を追加。

P8 の 4 行目「周辺住民と総合的な調整を図る。」となっている

が、裾野・御殿場・小山が関係しているため、住民だけでなく

「地域または市町」の方が適切ではないか。 

ご指摘を踏まえ修正 

11 No.1 P7,P17 まちづくり課 
P7 3)その他の宅地 
P17 ②措置の概要 

P7「裾野駅周辺の中心市街地において、」以降に「現況を活か

しながら道路や河川の整備を推進していくなど、豊かな自然環

境と景観に配慮しつつ」を追加する。 
P17②の 6 行目「…都市基盤整備により、」以降に「現況を活か

しながら道路や河川の整備を推進していくなど、豊かな自然環

境と景観に配慮しつつ」を追加する。 

ご指摘のとおり修正 

12 No.1 P7,P17,P18 区画整理課 
⑶その他の宅地 
措置の概要 
市街地高度利用ｿﾞｰﾝ 

各項目に「高度利用」が記載されているが、裾野駅西土地区画

整理事業の中では、「高度利用推進区」「市街地再開発事業

区」「宅地の立体化（立体換地）」等の設定はなく、高度利用を

見据えた計画となっていない。そのため、「高度利用」について

は「立地適正化」等々、市役所内部での調整が必要である。 

「高度利用」→「高密度化」に修正 

13 No.1 P12 商工観光課 
(3)土地利用に係る環境の保全及び安

全の確保 
P12 の 5 行目「防火をはじめ建築規制等の適切な適用や・・・」

となっているが「適切な運用」ではないか。 
ご指摘のとおり修正 

14 No.1 P12 商工観光課 (4)土地利用の転換の適正化 4 行目「そのため、・・・」となっているが、「一方」としたらどうか。 ご指摘を踏まえ、接続詞を削除 



3 
 

15 No.1 P13 課税課 
⑤住宅地 
後段 

「地域地区のほか・・地区計画や建築協定制度を活用し・・」 
⇒「地域地区のほか・・地区計画や建築協定の制度を活用

し・・」 
 いずれも制度として括る。 

ご指摘を踏まえ「地域住民の合意のもとで地区計画や建築

協定の導入によるエリアマネジメントを促進し、」に修正 

16 No.1 P14 商工観光課 ⑧その他 
3 行目「今後は国内外からの観光客の増加が期待されることか

ら・・・」となっているが、「国内外からの観光客の増加がみられ

ることから・・・」 
ご指摘のとおり修正 

17 No.1 P16 商工観光課 
(1)北部・西部地域 
①概況 

7 行目「東名高速道路周辺や演習場周辺の・・・」となっている

が、「東富士演習場」とする。 
ご指摘のとおり修正 

18 No.1 P16 商工観光課 ②措置の概要 
7 行目「観光客の流入が期待されることから・・・」となっている

が、「観光客の流入がみられることから・・・」とする。 
ご指摘のとおり修正 

19 No.1 P19 課税課 将来土地利用構想図 第二東名自動車道⇒新東名高速道路に呼称統一。 
ご指摘のとおり修正 
「東名自動車道」も「東名高速道路」に修正 

20 No.2 P11 課税課 
②措置の概要 
の後段 

「特に、岩波駅周辺・・一部エリアの都市計画の・・創出を目指

す」 
⇒変更されていますが、赤字になっていません。（その他もあり

ますよ） 
⇒岩波駅周辺の一部エリアの都市計画の見直しとは具体的に

どの辺ですか？ 
「都市計画の見直し」は具体的な手法ですが、流れ的に唐突感

が否めません。結節点としての強みが優先されるのか、内フロ

周辺の位置付けとなるのか、もう少し補足した方が良いと思い

ます。 

県関係課からの指摘も踏まえ、当該箇所の記載を修正 
「特に、内陸フロンティア推進区域では、防災・減災と職住近

接に配慮した住宅地の創出を目指す。」 

21 No.3 P22 区画整理課 ①面整備(宅地開発) 文章の末尾、「施工中」となっているが、「施行中」である。 ご指摘のとおり修正 

22 No.3 P22 課税課 
（2）都市基盤整備 
①面整備（宅地開発） 
の本文 

「さらに平成 21 年に新富士裾野工業団地・・・企業立地が進め

られている。」 
⇒新富士も企業が立地しているので、前段の表記にまとめても

良いのでは。 

ご指摘のとおり修正 



4 
 

23 No.3 P24 課税課 
②道路 
の本文 

●「現在新東名高速道路が整備中であり、・・・」 
⇒既に供用開始されているので、表現を改めたい。 
●「富沢平松線」 
⇒既に供用済みと解釈していますが如何。 
●「土地区画整理事業が施行中」 
⇒ここでの字句は 施行→施工 が適当では。 

・「また、平成 21 年には東駿河湾環状道路が、平成 24 年に

は新東名高速道路が供用開始となったことから、広域交

通条件の更なる向上が図られている。」に修正 
・「富沢平松線」については、ご指摘を踏まえ削除 
・土地区画整理事業については「施行」で統一 

 


