
第 4 次国土利用計画裾野市計画（見直し素案）に対する意見対応表 

ページ 該当箇所 意見 対応 修正内容 

P5 (3)土地利用区分別の基本方向 
①農地 

耕作放棄地の発生を抑制する為に、農地集約・集積化によ

る規模拡大（＝優良農地化）に努力する必要があるのでない

か。（御殿場市の国土利用計画では記載されている） 

耕作放棄地の発生抑制に向けては、担い手への

農地の集積・集約化も重要な施策となることから、

ご指摘を踏まえ修正致します。 

「耕作放棄地については、その実態を把握しつ

つ、担い手への農地の集積・集約化や農業生産

基盤の整備等による生産性の向上を通じて、発生

抑制・再生利用を図る。」 

P5 ②森林 荒廃を抑制する為の方向性の記載が無い。基本方向に必要

ではないか？ 

荒廃を抑制するために、市民や事業者、行政など

の多様な主体との協力・連携の下での適正な整

備・管理が必要だと考えております。ご指摘を踏ま

え記載内容を修正致します。 

「また、市民や事業者、行政をはじめとする多様な

主体との協力・連携によって、森林の適正な整備

と森林資源の循環利用を図る。」 

P6 ③原野等 未利用地は市街化調整区域？市街化区域？ 未利用地は市街化区域、市街化調整区域、都市

計画区域外に点在しています。周辺環境の状況

に合わせて、必要な土地利用転換を進めるもので

あり、全てを都市的土地利用へ転換するものでは

ありません。 

修正なし 

P6 ④水面・河川・水路 良好な水質確保に向けた取り組みの方向性の記載が無い。

基本方向に必要ではないか？ 

水質の確保については、農地や森林の適正な保

全による水源涵養機能の発揮や排水環境の充実

によって維持・向上を図って参ります。 
修正なし 

P6 ⑤道路 なお、これらの整備及び維持・管理・・・・・→この文言は、農

道及び林道に掛かっているのか？ 現状：「なお、これらの整

備」→提案：「なお、道路整備」 

農道及び林道だけでなく、一般道路にもかかるこ

とから、ご指摘を踏まえ修正致します。 
「なお、道路の整備及び維持・管理にあたって

は、」 

P6,P7 ⑥宅地 ①宅地の事しか見ていない。御殿場市の国土利用計画を参

考に「都市基盤整備の計画的な整備が、良質な居住環境の

形成には必要」な旨を記載すべき。追加案：居住環境の改善

を念頭に、下水道、道路、公園などの都市基盤整備を計画

的に進め、ゆとりと潤いに満ちた計画的な住宅市街地の形

成を図ります。 

②防災対応力の高い「住宅団地」→「住宅市街地」の形成を

目指す。住宅団地を造るのか？ 

③また、農村集落部（→農村という表現ふさわしい？）農村

消す 

④集落部の宅地取り組み方向性ないのか？ 

追加案：集落部では集約都市形成の観点で、旧集落中心部

をした居住空間の確保や、大規模既存集落制度を活用した

移住・定住の取り組みなどにより、周辺の自然環境・・・・ 

① ご指摘を踏まえ修正致します。なお、道路や

公園などの都市基盤については、「道路」や

「その他」の中でも整備の方向性を示しており

ます。 
② ご指摘を踏まえ修正致します。 
③ ご指摘を踏まえ修正致します。 
④ 住宅地については、集落部も含め「地区ごとに

適切な密度構成と整序の優先度を明らかにした

うえで、効率的な整備・誘導手法を用いた秩序

ある住宅地の形成を図る。」としています。 

① 「住宅地については、今後の人口及び世帯数

の動向に留意しながら、都市基盤の充実によ

る居住水準の向上及びライフスタイル・価値観

の多様化に対応した良質な住宅地の形成を

図ることが必要である。」 
② 「防災対応力の高い住宅地の形成を目指

す。」 
③ 「また、集落部においては、」 
④ 修正なし 

P7 ⑥宅地 
3)その他の宅地 

公共公益施設の多くが、民有地を借り上げた土地に立地し

ている。「借地の解消を勧めつつ」を「必要な用地の確保」の

公共公益用地については、個々の状況に応じた

多様な用地確保の手法が考えられるため、本計
修正なし 

資料 5 



前に追記するか、必要な用地として市有地の確保を意図す

る記述を追加してはどうか。 

画では記載しません。 

P7 ⑥宅地 
3)その他の宅地 

岩波駅周辺は立地企業との産業連携プラットフォームなどの

取り組みもしている。 

→追加案：北部工業地域、職住近接の居住地の玄関口とし

て、国道 246 号線などの幹線道路沿いに立地する商業施設

は、地元商店街との共存、道路景観の配慮を図りつつ、計画

的な立地を誘導する。 

ご指摘内容については、「岩波駅周辺、千福が丘

地区の近隣商業地及び幹線道路沿道では、周辺

住民の生活利便機能の確保・集積を図る。」という

記載の中に含みます。 
修正なし 

P7 ⑦その他 御殿場市の国土利用計画では「特に公園・緑地は整備が遅

れていることから、量的拡大や質的向上を図ります。」と明確

に定義されている。裾野市も量的、質的にどうするかの観点

を入れる必要あり。他調査でも裾野市の優位性が著しく低い

事は既にわかっているので、追加案：「特に公園・緑地は整

備が遅れていることから、市民協働手法の積極的活用によ

り、量的拡大や質的向上を検討します。」位明記して行かな

いと、「10 年遅れの都市計画＠江藤副市長」は挽回できな

い。 

公園・緑地については、本計画でも「積極的に整

備を図る。」としています。具体的な整備・検討に

あたっては、本計画を踏まえた個別計画の中で検

討していくことになります。 
修正なし 

P11 (3)土地利用に係る環境の保全及び安全

の確保 
「合併処理浄化槽の普及を図る」のは、「集合処理施設未整

備地区」だけで良いのか？（既存整備地区における課題へ

の対応として含めておく必要はないか） 

排水については、下水道や浄化槽の整備により

環境を保全し、河川・水路の水質浄化と生活の質

の向上に努めるものであり、既存整備地区は環境

保全に対応している地区と考えます。 

修正なし 

P12,P13 (5)土地の有効利用の促進 

①農地～⑥工業用地 
・・・については、が冒頭についているが、見出しとダブりがあ

り見辛い。削除。 

ご指摘を踏まえ削除致します。 ①～⑥まで「～については、」を削除 

P12 (5)土地の有効利用の促進 

①農地 
新規に挿入された文面における「土地利用転換」対象に、

「高規格道路や都市計画道路沿線」も含めてはどうか 
ここでは内陸フロンティア推進区域との一体的な

整備によって効果が見込める場合に、適正規模で

の農地の転用を促進する方向性を位置付けたも

のであり、高規格道路や都市計画道路沿線につい

ても、一律に都市的土地利用への転換促進を目指

すものではありません。意図が明確に伝わるよう、記

載を修正致します。 

「また、内陸フロンティア推進区域については、防災・

減災と職住近接に配慮したまちづくりを進めていく。

その周辺の農地については、推進区域との一体的

な整備によって、定住促進等の更なる効果が見込め

る場合などにおいては、必要に応じて適正な規模で

の土地利用転換を図る。」 

P12 (5)土地の有効利用の促進 

①農地 
追加案：圃場整備などにより農地の集団化を推進し、優良農

地の形成、生産性の維持・向上を図る。 

ご指摘内容については、「農地の流動化を促進

し、経営規模の拡大と生産性の向上を図る。」とい

う記載の中に含みます。 
修正なし 

P13 ④道路 文中に防災面に対応する内容の記載がないが、必要ではな

いか？ 

（「p6⑤道路」の文中には防災に関する記述がある） 

ご指摘を踏まえ追記致します。 「また、災害時における緊急輸送・避難ネットワーク

の形成など、防災・減災まちづくりに資する道路機能

の充実を図る。」 

P13 ④道路 ①道路については、道路整備プログラムに基づき、広域的 ① 本計画は、土地利用の全体的な方向性を示 修正なし 



な・・・→道路整備プログラムの文言を削除。道路整備プログ

ラムは、国土利用計画に即しているのではないか。主従関係

がおかしくなっていないか？ 

②狭隘道路への措置が必要。他調査（例：住生活基本計画

など）でも未整備が際立っているのではないか。 

すものであり、道路の具体的な整備について

は、「裾野市都市計画道路整備プログラム」な

どの個別計画に基づいて進められるもので

す。 
② 狭あい道路については、引き続き、建築物の

更新に伴うセットバックによる道路空間の確保

を促進するものですが、具体的な対応・措置

については個別計画の中で検討していくこと

になります。 

P13 ⑤住宅地 ①住宅団地の形成→住宅市街地の形成 ※住宅団地造る

の？ 

②岩波駅周辺及び深良地域においては、周辺部の・・・・ →

修正案：岩波駅周辺及び深良地域は、職住近接のまちづく

り、集約都市形成の観点から、新たな生活交流拠点の形成

を検討する。 

③ 深良地区？深良地域？ 

① ご指摘を踏まえ修正致します。 
② 当該地域における拠点形成については、周辺

の土地利用動向が大きく作用することから、

現行の記載としています。 
③ ご指摘を踏まえ「深良地区」に統一致します。 

 
 

① 「職住が近接した防災対応力の高い住宅地の形

成による」 
② 修正なし 
③ 「深良地区」に統一 

P13 ⑥工業用地 「住工混在地区」とは、「職住近接」しているように思えるが、

違いを明確にしておく必要があるのではないか？ 

「職住近接」は工業用地と住宅地が明確に分かれ

たものを指しますが、「住工混在」はそれらが混在

し、お互いの環境を阻害している状態にあるもの

を指します。ご指摘を踏まえ修正致します。 

「住宅地と工業用が混在し、互いの環境を阻害して

いるような住工混在地区」 

P14 ⑧その他 追加案：レクリエーション用地・公園・緑地は、潤いある居住

地・市街地の形成や、災害時の都市防災機能など、市民の

生活上重要な機能を果たす事から、必要な用地確保を図り、

計画的に配置する。 → 「10 年遅れの都市計画＠江藤副

市長」を挽回するため。 

ご指摘を踏まえ修正致します。 「レクリエーション用地や公園等については、多様

化する市民ニーズを踏まえつつ、周辺環境との調

和や広域的な役割分担等にも配慮し、うるおいあ

る居住地・市街地の形成や災害時における都市

防災機能の発揮に資する計画的な整備を進め

る。」 

P15 4 地域別の概要と措置 深良地区＝中部に区分すべき。理由①：北部地域の玄関

口、結節点（岩波駅）、理由②：新市街地（新駅）、理由③：コ

ンパクトシティ（集約都市形成）の観点で、北部と南部を繋ぐ

重要な結節点になるはず。集約都市形成は、国土利用計画

に即すのでは。上位計画に必要な観点を入れるべき。 

今回は、第 3 次国土利用計画裾野市計画の中間

見直しであり、目標年は平成 32 年となります。そ

のため、地域区分については現行計画を踏襲す

ることとしています。地域区分の見直しについて

は、第 4 次計画の策定時に、事業の進捗状況等

を勘案した上で検討することとします。 

修正なし 

P17 (2)南部・東部地域 

①概況 

岩波駅の記載が無い。 → 提案：中部地域を新設し、岩波

駅周辺の概況を追加。 

 ※北部まちづくりが動き出しているのだから、このタイミング

で入れるべき。 

岩波駅周辺の記載については、ご指摘を踏まえ

追記致します。 
地域区分の追加については、第 4 次計画の策定

時に、各種事業の進捗状況等を勘案した上で検

討することとします。 

「また、JR 岩波駅周辺には、周辺住民の生活拠

点となる市街地が形成されている。」 



P17 ②措置の概要 ①岩波駅周辺や深良地区については・・・・ → 提案：中部

地域を新設し、措置の概要に記載。 

②追加：都市計画の見直しも検討しながら、北部地域の玄関

口として、結節点（ハブ）機能を強化し、防災・減災と・・・・ 

③変更：深良地区の主要な農地は、「区画整理や」→「圃場

整備や」水利施設の改良整備を・・・・ 

① 地域区分の追加については、第 4 次計画の策

定時に、各種事業の進捗状況等を勘案した上

で検討することとします。 
② 岩波駅周辺における都市計画の見直しにつ

いては、目標年である平成 32 年までの実施

が見込めないため、記載を削除します。 
③ ご指摘を踏まえ修正致します。 

① 修正なし 
② 「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。」 
③ 「圃場整備や」 

P18 ■生活・交流ゾーン 生活と交流を交流をナカグロ「・」で区切っていることが重要。

①提案：生活ゾーン）職住近接に配慮された、潤いある居住

地・市街地 

②提案：交流ゾーン）北部の玄関口、南部との連結起点とな

る拠点 

③「生活交流拠点」とまとめてしまうと、意味合いが変わって

しまう。 

今回は、第 3 次国土利用計画裾野市計画の中間

見直しであり、目標年は平成 32 年となります。そ

のため、ゾーン区分については現行計画を踏襲す

ることとしています。ゾーン区分の追加について

は、第 4 次計画の策定時に、各種事業の進捗状

況等を勘案した上で検討することとします。 

修正なし 

 


