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第１ 農用地利用計画 
 

１ 土地利用区分の方向 
（１）土地利用の方向 

ア 地域の現状 

裾野市は、静岡県の東端に位置し、面積 138.12km2、市域は東西 23.5km、南北 23km に及

び、東は箱根山系を隔てて神奈川県箱根町に接し、南は三島市及び長泉町、西に富士市、

北は御殿場市にそれぞれ隣接する。 

基幹となる交通機関は、東名高速道路(裾野 IC)、国道 246 号、県道 394 号線、県道 24

号線及び JR 御殿場線(裾野駅、岩波駅)である。また、新東名高速道路は本市を含む御殿

場 JCT 以西が供用を開始している。首都圏までの時間距離はわずか１時間余りに過ぎず、

社会･経済･文化の各面で首都圏の影響を受けやすい位置にある。 

市域のやや東寄りを黄瀬川が南流し、河川沿いの平地に市街地と農地の大部分が展開し

ている。平地の西には富士･愛鷹山麓、東には箱根山麓が迫っている。両山麓からは黄瀬

川の支川が流下し、それぞれ河岸段丘を形成している。この段丘周辺にも、農業集落や農

地が分布している。 

市域の標高は、海抜78.5mから2,169mにまで及んでいる。農地の標高は、箱根山麓では300m

以下、富士･愛鷹山麓では約800m以下が大部分である。田畑別に見れば、水田がおよそ300m

以下、畑が300mから600mの範囲にある。また、農地が分布する地域の地形傾斜は、水田地

帯が3度未満、畑地帯が3度から8度程度である。 

裾野市の農業は、隣接する三島市や県東部の中心的都市である沼津市に近く、生活必需

野菜の供給に至便な位置にあるため、都市近郊型農業の性格が強い。両市の背後経済圏で

ある伊豆、箱根、富士、御殿場、富士五湖周辺を含めた地域を市場範囲の対象として農業

が営まれている。 

 

イ 土地利用の構想 

本市は、東西を富士・愛鷹山と箱根山の山麓斜面に狭まれ、中央に黄瀬川が流れる地形

となっている。黄瀬川流域には南北８㎞、東西２㎞のやや平坦な地形をもつ地域があり、

この地域を中心として都市的な土地利用がなされている。また、本市の農地は東西地区の

丘陵にある集団的農地や須山地区の芝生産地帯を除くと、大半が平坦部の市街化区域周辺

に位置し、田畑が混在した土地利用となっている。 

西側山麓では、恵まれた環境を活かしたレクリエーション利用や、まとまった宅地利用

が行われており、東側山麓では研究開発型企業の立地が進められている。 

市街地においては、市域南部で土地区画整理事業が完了しているほか、現在、JR 裾野駅

を中心に裾野駅西土地区画整理事業が進められている。 

一方、本市の農業振興地域は、市街化区域や国有林等を除いた市域の約 53％にあたる区

域 7,303ha が設定されており、このうち約 856ha が農用地となっている。本市の農用地の

多くは、集落や林地に分断され団地構成上不利な条件にあるが、農業生産基盤として欠く

ことのできない資源であり、市街地に隣接した緑地空間及び治水・遊水機能をもつ土地と

しても、重要な役割を果たすものである。 
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そのため、生産性が高く、かつ、地域の特性を活かした裾野農業の確立と、農地の持つ

多面的機能の維持を図るため、集団的な優良農用地の確保・保全を推進する。 

また、新東名高速道路の整備を契機として新たな工場進出に伴い、住宅需要などの増加

へ対応するため、県が進める「内陸のフロンティア」を拓く取組と連携し、防災受援施設、

広域避難地の整備と住宅団地の整備により防災・減災と職住近接に配慮したまちづくりを

推進する。 

このような、地域の振興に必要な様々な土地需要との調整に留意しながら、都市化の進

展による土地利用の混在化を防止し、秩序ある土地利用を推進する。 

以上の土地利用構想に基づく、土地の用途間の移動計画は、次表に示すとおりとする。 

 

単位:ha､（%） 

 区分 農用地 
農 業 用     

施設 
森林原野 その他 計 

 

現  在 

(平成 29 年) 

実数 856  0  4,376  2,070  7,303  

比率 (11.7) (0.0) (59.9) (28.4) (100) 

目  標 

(平成 39 年) 

実数 846  0  4,376  2,080  7,303  

比率 (11.6) (0.0) (59.9) (28.5) (100) 

増  減 実数 △10   10  

 

ウ 農用地区域の設定方針 

１）現況農用地についての農用地区域の設定方針 
本地域内にある現況農用地 856ha のうち、ａ～ｃに該当する農用地で、368ha について、

農用地区域を設定する方針である。 

（農用地区域としない地域、地区及び施設に係る農用地） 

地域、地区及び 
施設等の名称 
又は計画名 

位置 
（集落名等） 

面積（ha） 

備考 
農用地 

森林 
その他 

計 

市道 4087 号線 今里 0.1  0.1  

 

ａ）集団的に存在する農用地 
10ha 以上の集団的な農用地 

 

ｂ）土地改良事業またはこれに準ずる事業（防災事業を除く）の施行に係る区域内にある土地 
 

ｃ）ａ及びｂ以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るた

め、その土地の農業上の利用を確保することが必要である土地 
・地域の特産物を生産している農地で、産地の形成上確保しておくことが必要な土地 
・農業生産基盤整備事業の実施が予定されている土地 
・農業生産基盤整備事業対象地と一体的な利用がなされている土地 
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・周辺の優良農地の保全や農業水利上の悪影響を防止するために確保する必要がある土

地 
・認定農業者やビジネス経営体等の担い手の経営地に隣接する一定規模の土地等、将来

当該担い手に集積することによって、経営規模の拡大と農業経営の合理化を図ること

が適当な土地 
ただし、ｃの土地であっても、次の土地については農用地区域には含めない。 
①集落地域内に介在する農用地で、道路・水路・宅地等の地形、地物によって集団的農

用地と分断される、団地規模が２ha 以下の農用地 

②自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認められる農用地 
 

２）土地改良施設等の用に供される土地についての農用地区域の設定方針 
本地域内にある土地改良施設等のうち、１）において農用地区域を設定する方針とした

現況農用地に介在、または隣接するものであって、当該農用地と一体的に保全する必要が

あるものについて農用地区域を設定する。 

 

３）農業用施設用地についての農用地区域の設定方針 
本地域内にある農業用施設用地のうち、１）において農用地区域を設定する方針とした

現況農用地に介在、または隣接するものであって、当該農用地と一体的に保全する必要が

あるものについて農用地区域を設定する。 

 

４）現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針 
該当なし 

 

（２）農業上の土地利用の方向 

ア 農用地等利用の方針 

本市の農用地区域は、須山地区の一部に採草放牧地があり、その他は農地である。農地

は、深良地区の水田、須山・富岡地区の芝といった地区別の特徴もあるが、おおむね作目

も混在しているのが現状である。また、丘陵地を中心に、芝需要の減退や農業従事者の高

齢化等により、荒廃農地が増加傾向にある。 

今後は、農家をとりまく変化に対応しながら、新たな経営作目の導入を推進する。また、

人・農地プランや農地中間管理事業等の活用を通じた農地の集積・集約化による規模拡大

を推進し、大型機械の導入や、農作業受委託による効率的な土地利用に努め、地域の特性

に合った農地の利用を推進する。 

さらに、生産基盤や農村環境を改善するため、ほ場整備などの農業基盤整備や生活環境

整備を進め、併せて、農業後継者の育成を図る。一方、直売所や市民農園、体験農園等を

通じて消費者との交流を図るとともに、良好な景観や交通条件を有する地域では、グリー

ンツーリズムなどの観光産業を推進し、農地の保全と有効利用を図っていく。さらに、意

欲ある農家に対して６次産業化を誘導するなど、本市農業を中心とした地域の活性化を図

っていく。 

地区別の農用地等利用の方針は以下のとおりである。 
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そのため、生産性が高く、かつ、地域の特性を活かした裾野農業の確立と、農地の持つ

多面的機能の維持を図るため、集団的な優良農用地の確保・保全を推進する。 

また、新東名高速道路の整備を契機として新たな工場進出に伴い、住宅需要などの増加

へ対応するため、県が進める「内陸のフロンティア」を拓く取組と連携し、防災受援施設、

広域避難地の整備と住宅団地の整備により防災・減災と職住近接に配慮したまちづくりを

推進する。 
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農用地区域を設定する方針である。 

（農用地区域としない地域、地区及び施設に係る農用地） 

地域、地区及び 
施設等の名称 
又は計画名 

位置 
（集落名等） 

面積（ha） 

備考 
農用地 

森林 
その他 

計 

市道 4087 号線 今里 0.1  0.1  

 

ａ）集団的に存在する農用地 
10ha 以上の集団的な農用地 

 

ｂ）土地改良事業またはこれに準ずる事業（防災事業を除く）の施行に係る区域内にある土地 
 

ｃ）ａ及びｂ以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るた

め、その土地の農業上の利用を確保することが必要である土地 
・地域の特産物を生産している農地で、産地の形成上確保しておくことが必要な土地 
・農業生産基盤整備事業の実施が予定されている土地 
・農業生産基盤整備事業対象地と一体的な利用がなされている土地 
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（ア）西地区（Ａ地区） 
本地区は、本市の南西部に位置し、国道246号沿いの平坦地と、愛鷹山麓の丘陵地からなり、

主に露地野菜を中心とした農業生産が行われている。 

市街地周辺に位置し、都市化が顕著な本地区では、今後、優良農地の確保と保全を基本と

して、土地利用の混在化を防止する。また、近年、市民の農業への関心が高まっていること

から、市民農園や体験農園など、市街地周辺にある緑の拠点としての利用を図る。一方、平

坦地では農道整備等が行われているが、丘陵地の集団的農地は未整備であるため、地域の実

情に応じて基盤整備事業を推進する。 

 

（イ）東地区（Ｂ地区） 
本地区は、本市の南東部に位置し、大場川やその支川である泉川、入田川沿いの平坦地と、

箱根西麓の丘陵地からなり、水稲・イチゴ・ヒノキ苗を中心とした農業生産が行われている。 

市街地周辺に位置し、都市化が顕著な本地区では、今後、優良農地の確保と保全を基本と

して、土地利用の混在化を防止しながら、農地の集団化等による効率的利用を図る。また、

近年、市民の農業への関心が高まっていることから、市民農園や体験農園など、市街地周辺

にある緑の拠点としての利用を図る。一方、平坦地では農道整備等が行われているが、丘陵

地の集団的農地は未整備であるため、地域の実情に応じて基盤整備事業を推進する。 

 

（ウ）深良地区（Ｃ地区） 
本地区は、本市の北東部に位置し、県道 394 号線沿いに広がる平坦地と、箱根山麓の丘陵

地からなり、平坦地では深良用水の水利、ゆるやかな高低差に恵まれ、水田を中心とした農

業生産が行われている。また、現在も、水田としての効率よい利用の拡大を図るため、県営

中山間地域総合整備事業により基盤整備が行われている。今後も基盤整備事業を継続すると

ともに、農地の集積・集約化を推進する。さらに、本市を代表する優良農地として荒廃農地

の発生を防止し、営農が困難な農地に対しては景観作物を作付けするなど、良好な景観の創

出に努める。さらに、商工会と連携した特産品「すそのブランド」の開発等による農業の６

次産業化など、集客性に優れた本地区の特色を活かした活動を推進する。 

 

（エ）富岡地区（Ｄ地区） 
本地区は、本市の西部に位置し、黄瀬川沿いの平坦地と、愛鷹山麓の丘陵地からなり、丘

陵地の芝生産を中心とした農業生産が行われている。 

本地区は東名裾野 IC を有する本市の玄関口であり、住宅団地等都市的土地利用の需要が

高い。土地利用調整により混在化を防止しつつ、農地の集積・集約化を図り、優良農地を保

全する。拡大する荒廃農地は、農地パトロール等により発生を防止し、営農が困難な農地に

対しては景観作物を作付けするなど、良好な景観の創出に努める。さらに、商工会と連携し

た特産品「すそのブランド」の開発等による農業の６次産業化など、集客性に優れた本地区

の特色を活かした活動を推進する。 

丘陵地における芝生産は本市の特色であるが、近年の芝需要の低迷等により、荒廃農地が

増加傾向にあるため、荒廃農地の解消・発生防止に努めるとともに、体験農園やグリーンツ

ーリズムなど観光産業の拠点としての利用を推進し、農地の有効利用を図る。 
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（オ）須山地区（Ｅ地区） 
本地区は、本市の北西部に位置し、大部分が愛鷹山麓の丘陵地からなり、丘陵地の芝生産

を中心とした農業生産が行われている。 

芝生産は本市の特色であるが、近年の芝需要の低迷等により、生産量は減少傾向にあり、

荒廃農地の増加が著しい地区でもある。 

今後は、荒廃農地の解消・発生防止に努め、牧場として利用されている採草放牧地ととも

に、体験農園やグリーンツーリズムなど観光産業の拠点としての利用を推進し、農地の有効

利用を図る。 

計画目標年次における農用地区域内の用途別面積は次表のとおりである。 

 

単位:ha 

 

農  地 採草放牧地 混牧林地 
農業用 

施設用地 
計 

森

林

原

野 

現

況 

将

来 

増

減 

現

況 

将

来 

増

減 

現

況 

将

来 

増

減 

現

況 

将

来 

増

減 

現

況 

将

来 

増

減 

現

況 

Ａ 

西 
19 19 0 － － － － － － － － － 19 19 0 － 

Ｂ 

東 
72 72 0 － － － － － － 0 0 0 72 72 0 － 

Ｃ 

深良 
62 62 0 － － － － － － 0 0 0 62 62 0 － 

Ｄ 

富岡 
128 128 0 － － － － － － 0 0 0 128 128 0 － 

Ｅ 

須山 
77 77 0 10 10 0 － － － 0 0 0 87 87 0 － 

計 358 358 0 10 10 0 － － － 0 0 0 368 368 0 － 

（注）1 現況：平成 29 年度、将来：平成 39 年度 

2 単位未満四捨五入により内訳と合計が一致しない場合がある。 

 

イ 用途区分の構想 

本市の農用地は、平坦地における田畑が混在した利用と、丘陵地における畑としての利用

に大別され、水田は約95ha、畑が約263haで、採草放牧地は須山地区に牧場として10ha存在す

る。 

地区別の用途区分の構想は以下のとおりである。 

 

（ア）西地区（Ａ地区） 
本地区の農用地は、国道246号沿いの平坦地と、愛鷹山麓の丘陵地に分布し、特に丘陵地で

は露地野菜の栽培を中心とした土地利用が行われている。 

今後も、露地野菜を中心とした農業を振興するため、約19haを農地として用途区分し、効

率的な利用を推進する。 
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（ア）西地区（Ａ地区） 
本地区は、本市の南西部に位置し、国道246号沿いの平坦地と、愛鷹山麓の丘陵地からなり、

主に露地野菜を中心とした農業生産が行われている。 

市街地周辺に位置し、都市化が顕著な本地区では、今後、優良農地の確保と保全を基本と

して、土地利用の混在化を防止する。また、近年、市民の農業への関心が高まっていること

から、市民農園や体験農園など、市街地周辺にある緑の拠点としての利用を図る。一方、平

坦地では農道整備等が行われているが、丘陵地の集団的農地は未整備であるため、地域の実

情に応じて基盤整備事業を推進する。 

 

（イ）東地区（Ｂ地区） 
本地区は、本市の南東部に位置し、大場川やその支川である泉川、入田川沿いの平坦地と、

箱根西麓の丘陵地からなり、水稲・イチゴ・ヒノキ苗を中心とした農業生産が行われている。 

市街地周辺に位置し、都市化が顕著な本地区では、今後、優良農地の確保と保全を基本と

して、土地利用の混在化を防止しながら、農地の集団化等による効率的利用を図る。また、

近年、市民の農業への関心が高まっていることから、市民農園や体験農園など、市街地周辺

にある緑の拠点としての利用を図る。一方、平坦地では農道整備等が行われているが、丘陵

地の集団的農地は未整備であるため、地域の実情に応じて基盤整備事業を推進する。 

 

（ウ）深良地区（Ｃ地区） 
本地区は、本市の北東部に位置し、県道 394 号線沿いに広がる平坦地と、箱根山麓の丘陵

地からなり、平坦地では深良用水の水利、ゆるやかな高低差に恵まれ、水田を中心とした農

業生産が行われている。また、現在も、水田としての効率よい利用の拡大を図るため、県営

中山間地域総合整備事業により基盤整備が行われている。今後も基盤整備事業を継続すると

ともに、農地の集積・集約化を推進する。さらに、本市を代表する優良農地として荒廃農地

の発生を防止し、営農が困難な農地に対しては景観作物を作付けするなど、良好な景観の創

出に努める。さらに、商工会と連携した特産品「すそのブランド」の開発等による農業の６

次産業化など、集客性に優れた本地区の特色を活かした活動を推進する。 

 

（エ）富岡地区（Ｄ地区） 
本地区は、本市の西部に位置し、黄瀬川沿いの平坦地と、愛鷹山麓の丘陵地からなり、丘

陵地の芝生産を中心とした農業生産が行われている。 

本地区は東名裾野 IC を有する本市の玄関口であり、住宅団地等都市的土地利用の需要が

高い。土地利用調整により混在化を防止しつつ、農地の集積・集約化を図り、優良農地を保

全する。拡大する荒廃農地は、農地パトロール等により発生を防止し、営農が困難な農地に

対しては景観作物を作付けするなど、良好な景観の創出に努める。さらに、商工会と連携し

た特産品「すそのブランド」の開発等による農業の６次産業化など、集客性に優れた本地区

の特色を活かした活動を推進する。 

丘陵地における芝生産は本市の特色であるが、近年の芝需要の低迷等により、荒廃農地が

増加傾向にあるため、荒廃農地の解消・発生防止に努めるとともに、体験農園やグリーンツ

ーリズムなど観光産業の拠点としての利用を推進し、農地の有効利用を図る。 
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（イ）東地区（Ｂ地区） 
本地区の農用地は、大場川やその支川である泉川、入田川沿いの平坦地と、箱根西麓の丘

陵地に分布する。 

平坦地は、イチゴやヒノキ苗、露地野菜、水稲といった複合的な生産に利用しており、丘

陵地は、ヒノキ苗、露地野菜の栽培に利用されている。 

今後も、平坦地での水田農業やイチゴの生産、丘陵地でのヒノキ苗を中心とした特色ある

生産振興を図るため、約72haを農地として用途区分し、効率的な利用を推進する。 

 

（ウ）深良地区（Ｃ地区） 
本地区の農用地は、県道394号線沿いに広がる平坦地に分布する水田約41haを中心としてお

り、深良用水の水利、ゆるやかな高低差に恵まれた本市の優良田園地帯である。 

今後は、現在ほ場整備を進めている優良農地を中心に、主食用米、酒米、麦等の生産の定

着、拡大を図る。さらに、ブランド化を視野に入れた優良品種の導入、加工販売による６次

産業化など、地域農業の中心地帯として振興するため、約62haを農地として用途区分し、効

率的な利用を推進する。 

 

（エ）富岡地区（Ｄ地区） 
本地区の農用地は、黄瀬川沿いの平坦地と、愛鷹山麓の丘陵地に分布し、丘陵地に広がる

農用地約113haは、主に畑として芝生産を中心に利用されている。丘陵地における芝生産が本

地区の特徴であるが、近年の芝需要の伸び悩みにより荒廃農地が増加傾向にある。 

今後は、客土等の土壌改良により地力増進を図りながら芝以外への作目への転換も検討し

荒廃農地の再生利用を図っていく。また、丘陵地に適したそばや露地野菜等、消費者ニーズ

に対応した作物の栽培や、観光産業を視野に入れた畑としての利用を進めるため、約128ha

を農地として用途区分し、効率的な利用を推進する。 

 

（オ）須山地区（Ｅ地区） 
本地区は、愛鷹山麓に位置しており、東富士演習場沿いの丘陵地に広がる農用地は、主に

畑として芝生産を中心に利用され、北西部では採草放牧地約10haが観光牧場として利用され

ている。丘陵地における芝生産が本地区の特徴であるが、近年の芝需要の伸び悩みにより荒

廃農地が増加傾向にある。 

今後は、客土等の土壌改良により地力増進を図りながら芝以外への作目への転換も検討し

荒廃農地の再生利用を図っていく。また、丘陵地に適したそばや露地野菜等、消費者ニーズ

に対応した作物の振興や、良好な景観を活かしたグリーンツーリズム等を振興するため、約

77haを農地、約10haを採草放牧地として用途区分し、効率的な利用を推進する。 

 

ウ 特別な用途区分の構想  

設定しない。 
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２ 農用地利用計画 
 

別記のとおりとする。（付図１号） 
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（イ）東地区（Ｂ地区） 
本地区の農用地は、大場川やその支川である泉川、入田川沿いの平坦地と、箱根西麓の丘

陵地に分布する。 

平坦地は、イチゴやヒノキ苗、露地野菜、水稲といった複合的な生産に利用しており、丘

陵地は、ヒノキ苗、露地野菜の栽培に利用されている。 

今後も、平坦地での水田農業やイチゴの生産、丘陵地でのヒノキ苗を中心とした特色ある

生産振興を図るため、約72haを農地として用途区分し、効率的な利用を推進する。 

 

（ウ）深良地区（Ｃ地区） 
本地区の農用地は、県道394号線沿いに広がる平坦地に分布する水田約41haを中心としてお

り、深良用水の水利、ゆるやかな高低差に恵まれた本市の優良田園地帯である。 

今後は、現在ほ場整備を進めている優良農地を中心に、主食用米、酒米、麦等の生産の定

着、拡大を図る。さらに、ブランド化を視野に入れた優良品種の導入、加工販売による６次

産業化など、地域農業の中心地帯として振興するため、約62haを農地として用途区分し、効

率的な利用を推進する。 

 

（エ）富岡地区（Ｄ地区） 
本地区の農用地は、黄瀬川沿いの平坦地と、愛鷹山麓の丘陵地に分布し、丘陵地に広がる

農用地約113haは、主に畑として芝生産を中心に利用されている。丘陵地における芝生産が本

地区の特徴であるが、近年の芝需要の伸び悩みにより荒廃農地が増加傾向にある。 

今後は、客土等の土壌改良により地力増進を図りながら芝以外への作目への転換も検討し

荒廃農地の再生利用を図っていく。また、丘陵地に適したそばや露地野菜等、消費者ニーズ

に対応した作物の栽培や、観光産業を視野に入れた畑としての利用を進めるため、約128ha

を農地として用途区分し、効率的な利用を推進する。 

 

（オ）須山地区（Ｅ地区） 
本地区は、愛鷹山麓に位置しており、東富士演習場沿いの丘陵地に広がる農用地は、主に

畑として芝生産を中心に利用され、北西部では採草放牧地約10haが観光牧場として利用され

ている。丘陵地における芝生産が本地区の特徴であるが、近年の芝需要の伸び悩みにより荒

廃農地が増加傾向にある。 

今後は、客土等の土壌改良により地力増進を図りながら芝以外への作目への転換も検討し

荒廃農地の再生利用を図っていく。また、丘陵地に適したそばや露地野菜等、消費者ニーズ

に対応した作物の振興や、良好な景観を活かしたグリーンツーリズム等を振興するため、約

77haを農地、約10haを採草放牧地として用途区分し、効率的な利用を推進する。 

 

ウ 特別な用途区分の構想  

設定しない。 
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画  
 

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向 
本市の農業基盤は、須山地区東富士演習場の解放農地や現在ほ場整備が進められている深

良地区の農地を除き、一区画面積が狭小で、不整形である。また、農道の密度も低く、所有

農地も分散されているため、農作業の効率化、生産の安定・増大を困難にしている。特に、

丘陵地に位置する一団的な農地では、基盤整備が遅れているため、農業従事者の高齢化や担

い手不足による荒廃農地化を防止するためにも、事業を検討する必要がある。 

今後は、平坦地における農地の集積・集約化や、丘陵地における作業省力化のため、ほ場

整備や農道整備を推進する。さらに、農道の路面改良により、通作条件の改善や集出荷の効

率化を図る。加えて、認定農業者やビジネス経営体等への農地の集積・集約化により、作業

の効率化と規模拡大を図る。 

また、農業生産基盤の整備にあたっては、農業のもつ自然循環機能の維持増進を図り、豊

かな生態系や景観等の保全に留意した上で進めるものとする。 

 

（ア）西地区（Ａ地区） 
本地区は、都市化が顕著で集落区域内に介在する農地が多く、これまで農道等の整備がほ

とんどなされていない。今後は、かんがい排水や農道整備の遅れている丘陵地の畑を優先し

て、農業生産基盤整備事業を検討する。 

 

（イ）東地区（Ｂ地区） 
本地区は、米のほか、イチゴ、ヒノキ苗の栽培などが盛んである。農道、用排水施設の整

備が遅れているが、都市化が顕著であり、大規模な面整備は困難となっている。今後は、か

んがい排水など地域の実情に即した農業生産基盤整備や農地の集積・集約化等に取り組んで

いく。 

 

（ウ）深良地区（Ｃ地区） 
本地区は、深良用水等により水資源が豊富で水田が主体となっている。上丹地区の一部で

基盤整備が実施されているほか、現在柏木田地区でほ場整備等が行われている。今後も、ほ

場整備事業や農道の路面改良を継続し、生産性の高い農地としての利用を推進する。 

 

（エ）富岡地区（Ｄ地区） 
本地区は、東富士演習場の解放農地を除くと集落や林地の間に散在する農地が多く、農業

生産基盤整備は遅れている。また、工業立地が進んでおり、大規模な面整備は困難となって

いる。今後は地域の実情に即した農業生産基盤整備や農地の集積・集約化等に取り組んでい

く。 

 

（オ）須山地区（Ｅ地区） 
本地区は、東富士演習場の解放農地を除くと多くの農地が集落や林地の間に散在しており、

基盤整備は遅れている。今後は、本地区の主要作目である芝については、新品種の導入によ
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り品質の向上を図るとともに、他の作目への転換を前提とした農業生産基盤整備を検討する。 

 

２ 農業生産基盤整備開発計画 
   

事業の種類 事業の概要 

受益の範囲 
対図 

番号 
備考 

受益地区 
受益面積

（ha） 

県営中山間地域総合 

整備事業（深良地区） 

農業用排水 L=510m 

ほ場整備    A=19.5ha 

農道       L=202m 

（C）深良地区 25 1 
H25～H31 

448,000 千円 

（交）県通作条件整備 

（駿東地区） 
路面改良 L=2,200m （C）深良地区 

203 

(9) 
2 

H28～H38 

535,000 千円 

(118,000 千円) 

（注）1（ ）は裾野市分 

   2 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号） 

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連 
本市の森林は、箱根山系及び富士・愛鷹山麓に分布し、戦後にスギ・ヒノキの造林が盛ん

に行われたため、人工林が多く占められている。しかし、専業の林業家はおらず、農業との

複合で経営されている。さらに、農家が第２種兼業化したこともあって、林業には手がまわ

らない状況にあるため、健全な森林の育成が図られていない。今後は、林道、作業道の整備

を図るとともに、施業の集約化を促進する。 

 

４ 他事業との関連 
本地域の水源となっている東富士演習場内は演習による土地の荒廃が進んでおり、洪水、

土砂流出が生じていることから、東富士演習場周辺障害防止対策事業による洪水、治山治水

対策等を実施しており、引き続き、同事業により、農用地の被害を防止していく。 
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画  
 

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向 
本市の農業基盤は、須山地区東富士演習場の解放農地や現在ほ場整備が進められている深

良地区の農地を除き、一区画面積が狭小で、不整形である。また、農道の密度も低く、所有

農地も分散されているため、農作業の効率化、生産の安定・増大を困難にしている。特に、

丘陵地に位置する一団的な農地では、基盤整備が遅れているため、農業従事者の高齢化や担

い手不足による荒廃農地化を防止するためにも、事業を検討する必要がある。 

今後は、平坦地における農地の集積・集約化や、丘陵地における作業省力化のため、ほ場

整備や農道整備を推進する。さらに、農道の路面改良により、通作条件の改善や集出荷の効

率化を図る。加えて、認定農業者やビジネス経営体等への農地の集積・集約化により、作業

の効率化と規模拡大を図る。 

また、農業生産基盤の整備にあたっては、農業のもつ自然循環機能の維持増進を図り、豊

かな生態系や景観等の保全に留意した上で進めるものとする。 

 

（ア）西地区（Ａ地区） 
本地区は、都市化が顕著で集落区域内に介在する農地が多く、これまで農道等の整備がほ

とんどなされていない。今後は、かんがい排水や農道整備の遅れている丘陵地の畑を優先し

て、農業生産基盤整備事業を検討する。 

 

（イ）東地区（Ｂ地区） 
本地区は、米のほか、イチゴ、ヒノキ苗の栽培などが盛んである。農道、用排水施設の整

備が遅れているが、都市化が顕著であり、大規模な面整備は困難となっている。今後は、か

んがい排水など地域の実情に即した農業生産基盤整備や農地の集積・集約化等に取り組んで

いく。 

 

（ウ）深良地区（Ｃ地区） 
本地区は、深良用水等により水資源が豊富で水田が主体となっている。上丹地区の一部で

基盤整備が実施されているほか、現在柏木田地区でほ場整備等が行われている。今後も、ほ

場整備事業や農道の路面改良を継続し、生産性の高い農地としての利用を推進する。 

 

（エ）富岡地区（Ｄ地区） 
本地区は、東富士演習場の解放農地を除くと集落や林地の間に散在する農地が多く、農業

生産基盤整備は遅れている。また、工業立地が進んでおり、大規模な面整備は困難となって

いる。今後は地域の実情に即した農業生産基盤整備や農地の集積・集約化等に取り組んでい

く。 

 

（オ）須山地区（Ｅ地区） 
本地区は、東富士演習場の解放農地を除くと多くの農地が集落や林地の間に散在しており、

基盤整備は遅れている。今後は、本地区の主要作目である芝については、新品種の導入によ
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第３ 農用地等の保全計画 
 

１ 農用地等の保全の方向 
農用地は各種農産物を安定的に生産・供給する農業生産活動の基盤であると同時に、農業

生産活動を通じて発揮される土地保全、水源かん養、自然環境保全、レクリエーションの場

の提供等の多面的機能を有しており、市民生活において重要な役割を果たしている。 

しかし、近年、傾斜地を中心に荒廃農地が増加傾向にある。農用地は、一度荒廃すると回

復が困難であることから、農用地が常に良好な状態を保つよう管理し、保全する必要がある。 

そのため、今後は担い手への農地の集積・集約化や多方面からの新規参入を促進すること

により、荒廃農地の発生抑制と解消に努め、積極的に農地の保全を図っていく。また、傾斜

地農地が多いなど営農条件が厳しく、今後荒廃農地等の発生する可能性がある中山間農業地

域においては、中山間地域等直接支払制度における集落協定の締結などを検討していく。 

さらに、荒廃農地の解消とあわせ、特産化を進めているそばの作付拡大を推進していく。 

加えて、食や農に対する市民ニーズの高まりや都市化の進展等から、農地を一般市民に貸

し出す市民農園の需要も上がってきているため、市民農園への活用や、富士山麓の良好な景

観を活かした観光農園、パノラマ遊花の里等、景観作物の栽培など農地の多面的な利用を促

進し、荒廃農地の解消を目指していく。 

 

２ 農用地等保全整備計画 

事業の種類 事業の概要 
受益の範囲 対図 

番号 
備考 

地区 面積（ha） 

多面的機能支払交付

金（深良） 

農地保全、生態系保全、水質

改善、水路補修、農道整備等 
（C）深良 56.6 1 

H29～H33 

2,257 千円/年 

 

３ 農用地等の保全のための活動 
（１）荒廃農地の発生抑制・再生に向けた取組 

ア 農業生産基盤整備事業等による生産条件の改善 

現在進めている深良地区等の農業生産基盤整備や農業水利施設等の補修・更新の計画的

な実施により生産条件の改善を図り、荒廃農地の再生及び発生抑制を図る。 

 

イ 認定農業者等への農地の集積・集約化 

農用地を良好な状態で保全管理するためには、まず、将来にわたって経営を継続する担

い手に利用管理されることが基本である。このために、市や市農業委員会、農地中間管理

機構等が一体となり、認定農業者やビジネス経営体等への農地の集積・集約化を促進する。 

また、農業生産組織内による農作業の受委託を促進し、意欲ある経営体による効率的な

農業経営を推進する。 

 

ウ 共同活動による地域資源の保全 

近年都市住民の農村環境への関心の高まりがみられているため、減農薬などにより消費

者の求める安全な農作物の生産を推進する。また、生物多様性の保全や、保水等の防災機
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能をはじめとした農地の持つ多面的な機能を十分に発揮できるよう、非農家を含む地域住

民による共同活動により農地の保全に努めていく。さらに、保全活動の実施にあたっては、

地域資源である農道や農業用水利施設を地域で支える多面的機能支払制度や耕作放棄地再

生利用緊急対策等の制度を積極的に活用していく。 

 

エ 生産条件の不利を補正するための支援 

中山間地域等直接支払制度等により、条件不利地域である中山間地域等において、平地

の生産コストとの差を補うことで農業経営の継続を支援する。 

 

（２）環境保全型農業の推進 

本市の農業を持続的に発展させていくためには、環境に配慮した農業生産を行っていく必

要がある。そのため、家畜排泄物や作物残さ等を堆肥化した土づくりや、化学農薬の節減な

ど、環境に配慮した農業を推進する。 

 

４ 森林の整備その他林業の振興との関連 
森林は、農地とともに公益的機能を有している。しかし、本市森林においては、近年管理

の滞っている地域が見受けられる。農地所有者に農業経営を推進するのと同様に、山林所有

者に対しても林業経営意識の向上を促し、森林整備への関心を呼び戻す。また、近年の異常

気象による山地災害の防止や水源かん養を目的に、適切な間伐による森林整備の必要性が高

まっていることから、今後も継続して間伐を推進することが重要である。 
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第３ 農用地等の保全計画 
 

１ 農用地等の保全の方向 
農用地は各種農産物を安定的に生産・供給する農業生産活動の基盤であると同時に、農業

生産活動を通じて発揮される土地保全、水源かん養、自然環境保全、レクリエーションの場

の提供等の多面的機能を有しており、市民生活において重要な役割を果たしている。 

しかし、近年、傾斜地を中心に荒廃農地が増加傾向にある。農用地は、一度荒廃すると回

復が困難であることから、農用地が常に良好な状態を保つよう管理し、保全する必要がある。 

そのため、今後は担い手への農地の集積・集約化や多方面からの新規参入を促進すること

により、荒廃農地の発生抑制と解消に努め、積極的に農地の保全を図っていく。また、傾斜

地農地が多いなど営農条件が厳しく、今後荒廃農地等の発生する可能性がある中山間農業地

域においては、中山間地域等直接支払制度における集落協定の締結などを検討していく。 

さらに、荒廃農地の解消とあわせ、特産化を進めているそばの作付拡大を推進していく。 

加えて、食や農に対する市民ニーズの高まりや都市化の進展等から、農地を一般市民に貸

し出す市民農園の需要も上がってきているため、市民農園への活用や、富士山麓の良好な景

観を活かした観光農園、パノラマ遊花の里等、景観作物の栽培など農地の多面的な利用を促

進し、荒廃農地の解消を目指していく。 

 

２ 農用地等保全整備計画 

事業の種類 事業の概要 
受益の範囲 対図 

番号 
備考 

地区 面積（ha） 

多面的機能支払交付

金（深良） 

農地保全、生態系保全、水質

改善、水路補修、農道整備等 
（C）深良 56.6 1 

H29～H33 

2,257 千円/年 

 

３ 農用地等の保全のための活動 
（１）荒廃農地の発生抑制・再生に向けた取組 

ア 農業生産基盤整備事業等による生産条件の改善 

現在進めている深良地区等の農業生産基盤整備や農業水利施設等の補修・更新の計画的

な実施により生産条件の改善を図り、荒廃農地の再生及び発生抑制を図る。 

 

イ 認定農業者等への農地の集積・集約化 

農用地を良好な状態で保全管理するためには、まず、将来にわたって経営を継続する担

い手に利用管理されることが基本である。このために、市や市農業委員会、農地中間管理

機構等が一体となり、認定農業者やビジネス経営体等への農地の集積・集約化を促進する。 

また、農業生産組織内による農作業の受委託を促進し、意欲ある経営体による効率的な

農業経営を推進する。 

 

ウ 共同活動による地域資源の保全 

近年都市住民の農村環境への関心の高まりがみられているため、減農薬などにより消費

者の求める安全な農作物の生産を推進する。また、生物多様性の保全や、保水等の防災機
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第４  農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的

な利用の促進計画 
 

１ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 
（１）効率的かつ安定的な農業経営の目標 

本市の農業は、米作中心から芝、そ菜、山林種苗等との複合経営に移行してきたが、農業

就業者の高齢化や新規就農者の減少等による農業構造の弱体化が進み、生産体制の再編強化

が必要となっている。また、平成27年度の農家戸数は1,007戸であるが、水稲を主とした自給

的農業経営を行う農家が多い。 

そのため、今後は、認定農業者やビジネス経営体等の意欲ある経営体に対して農地の集積・

集約化を促進し、それら経営体が市内農地の相当部分を担う農地利用を目指していく。また、

直売による流通コストの削減や、意欲ある経営者による加工・販売を行う６次産業化を推進

し、利益率の向上による経営規模の拡大を図る。 

具体的な目標は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき、水稲、イチ

ゴ、露地野菜、スギ、ヒノキ苗等を主体とした農業経営により、1経営体当たり年間農業所

得800万円程度、農業従事者一人当たり年間労働時間1,800～2,000時間を達成する認定農業

者やビジネス経営体等を育成するとともに、これらの経営が本市農業の相当部分を担う農業

構造の確立を図るものとする。 

なお、効率的かつ安定的な経営体の指標となる営農類型は、次表のとおりである。 

 

営農類型 
目標規

模(ha) 
作物構成 戸数 

集積目標 

面積(ha) 

個

別

経

営 

水稲＋露地野菜

＋そば 
2.3 

水稲 80a 

露地野菜 120a（ﾔﾏﾄｲﾓ 30a、ﾓﾛﾍｲﾔ 10a、ﾊﾈｷﾞ

20a、その他根菜類 40a、大根 10a） 

そば 50a 

7 16.1 

施設野菜＋露地

野菜＋そば 
1.2 

施設野菜 50a（ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ 10a×2 作、ﾊﾈｷﾞ 10a

×3 作） 

露地野菜 60a（ﾓﾛﾍｲﾔ 10a、ﾔﾏﾄｲﾓ 20a、 

根菜類 30a） 

そば 40a 

6 7.2 

イチゴ 0.3 ｲﾁｺﾞ 30a 3 0.9 

花木 3.0 ｻﾂｷ 3ha 2 6.0 

山林種苗 2.3 
ﾋﾉｷ・ｽｷﾞ 2ha 

ｸﾇｷﾞ・ｺﾅﾗ 30a 
2 4.6 

施設花卉 0.6 
施設花卉 30a 

花壇苗 75a（30a×2.5 作） 
2 1.2 

計 22 36.0 

（注）資料：農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（H26） 

 

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

農業従事者の高齢化と兼業化の進行に伴う労働力の質的低下から、耕地利用率は年々低下

している。また、一方では農業機械の過剰投資が経営を圧迫する要因となっている。 
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したがって、適切な労働力の投下のもとに、生産性の維持・向上を図り、かつ農地の有効
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援する。 
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第４  農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的

な利用の促進計画 
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具体的な目標は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に基づき、水稲、イチ
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営農類型 
目標規

模(ha) 
作物構成 戸数 

集積目標 

面積(ha) 

個

別

経

営 

水稲＋露地野菜

＋そば 
2.3 

水稲 80a 

露地野菜 120a（ﾔﾏﾄｲﾓ 30a、ﾓﾛﾍｲﾔ 10a、ﾊﾈｷﾞ
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7 16.1 
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1.2 

施設野菜 50a（ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ 10a×2 作、ﾊﾈｷﾞ 10a

×3 作） 

露地野菜 60a（ﾓﾛﾍｲﾔ 10a、ﾔﾏﾄｲﾓ 20a、 

根菜類 30a） 

そば 40a 

6 7.2 

イチゴ 0.3 ｲﾁｺﾞ 30a 3 0.9 

花木 3.0 ｻﾂｷ 3ha 2 6.0 

山林種苗 2.3 
ﾋﾉｷ・ｽｷﾞ 2ha 

ｸﾇｷﾞ・ｺﾅﾗ 30a 
2 4.6 

施設花卉 0.6 
施設花卉 30a 

花壇苗 75a（30a×2.5 作） 
2 1.2 

計 22 36.0 

（注）資料：農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（H26） 

 

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

農業従事者の高齢化と兼業化の進行に伴う労働力の質的低下から、耕地利用率は年々低下

している。また、一方では農業機械の過剰投資が経営を圧迫する要因となっている。 
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（６）地力の維持増進対策 
耕種農家と畜産農家の連携による堆肥供給体制の整備を推進するとともに、芝畑への客土

や天地返しなど、地力の維持増進を推進する。また、そば等他の作物への転換に向けての、

土壌に関する調査研究も実施する。 

 

（７）特産物の振興対策 
本市の特産物であるイチゴ、モロヘイヤ、ヒノキ苗などは、後継者の育成と規模拡大、周

辺農家の新規加入を推進する。また、近年は薬用作物とそばを地域戦略作物に位置づけ、試

験栽培や実証ほ場の設置運営を行っている。今後もその成果を検証しながら、荒廃農地の解

消や 6次産業化による産地化、ブランド化を図る。 

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連 
本市の林家のほとんどが農林複合経営で、林産物の生産などにより経営の安定化を図って

いる。しかし、林業は農閑期に限られるのが実情であるため、健全な森林の育成が図られて

いない。 

したがって、今後は農業主体の世帯では、森林組合の協力により撫育管理を委託し、林業

経営の安定を図る。 

また、農業・林業それぞれを、土地利用や生産組織育成、所有者意識の高揚の面で連動さ

せ、相互に振興していく。 
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第５  農業近代化施設の整備計画 
 

１ 農業近代化施設の整備の方向 
本市の農業は、経営規模が小さい上に土地基盤整備も遅れており、休日を利用した小規模

な農業形態となっている。したがって、農家各戸の農業機械への過剰投資が多くみられ、大・

中型機械、調整・出荷施設などの系統的な農業近代化施設も整備が遅れている。今後は、ほ

場整備事業等の基盤整備とあわせて、集出荷施設、共同利用機械等の農業近代化施設の導入・

高度化を検討していく。 

また、地産地消推進による露地野菜の振興を図るため、農産物販売施設が運営されている。 

今後は、消費需要増を賄える生産供給量の確保が課題であり、農業者や生産部会等への働

きかけを積極的に図っていく。また、直売施設に併設したみそ工房施設を中心とした加工品

の開発販売など、生産から加工・販売に取り組む農業の6次産業化を支援していく。 

さらに、これら農産物の加工販売にあたっては、商工会と連携した「すそのブランド」認

証制度等を活用し、特産品の普及促進、さらに地域農業の活性化を図っていく。 

 
（１）水稲 

水稲の作付面積は、平成27年現在152haで、経営耕地面積の38％程度を占めており、品種は

「コシヒカリ」と「あいちのかおりSBL」を中心に「きぬむすめ」の作付けも始まっている。

しかし未整備のほ場が多く、農地の流動化や作業受委託もあまり進んでいないため、小規模

な自給的農家が中心となっている。 

このため、今後は土地基盤整備を進めるとともに人・農地プランや農地中間管理事業等の

活用により農地の集積・集約化を推進する。さらに、担い手の育成・確保を図り、作業受委

託や農機具の共同利用体制を整備することで、本市農業の規模拡大を推進する。 

一方、現在、県内酒造会社との契約栽培により、酒米「五百万石」を栽培し純米酒「すそ

の」を製造、地元酒商組合が販売をしている。今後も酒米など食品関連企業等と結びついた

多様な米づくりを推進する。 

 

（２）芝 
芝の栽培は昭和40年代から富士芝の需要が増え、自生芝だけでは不足したため畑等に栽培

されるようになった。現在は、静岡県農業試験場が開発した品種「フジコンパクト」の生産

も行われている。 

主な栽培地域は須山、富岡の両地区で、南駿農業協同組合芝生産部会と富士芝販売同業者

組合が中心となり、作付・管理を行っている。しかし、近年の景気低迷と他産地の隆盛を受

け、出荷は年々低迷している。また、芝の管理放棄地、高齢化による農家数の減少や後継者

不足の問題も生じている。 

今後は、土づくりや優良種苗の確保等に努め、高品質芝の生産を推進するとともに、屋上

緑化や校庭緑化など新たな需要への対応を図り、販路の拡大を推進する。 

また、認定農業者や中心経営体への働きかけを行い、農地中間管理事業等などを活用した

集約化についても検討していく。 
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（３）イチゴ 
イチゴの栽培品種割合は「章姫」が32%、「紅ほっぺ」が33%、「きらぴ香」が35%となってい

る。本市のイチゴは、水はけが良く火山灰土が多い土壌による「甘味」が特徴となっている。

夏季には標高1,300mの高所に運ぶ「高冷地育苗」が行われ、さらに近年は高設栽培の導入も

増えており、高品質・多収生産や労働力の軽減が可能となっている。 

今後は、高設栽培の普及を一層進めるとともに、高冷地育苗から早期山上げ育苗への切り

替えやＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）による減農薬使用やトレーサビリティシステムの

導入により、消費者に安全・安心な生産・流通を推進する。また、ＩＣＴを活用した高度な

環境制御システムの導入により、作業の省力化・軽減化と規模拡大を推進する。さらに、首

都圏に近く、交通利便性がよく、観光地が多いといった立地条件を生かし、直売所などによ

る販売体制の強化を推進する。 

加えて、ヒートポンプ等の導入による二酸化炭素の排出量抑制や省エネルギー化、バイオ

マスエネルギーの有効活用など、地球温暖化対策等の環境に配慮した農業を行う経営体の育

成を図っていく。 

 

（４）露地野菜（モロヘイヤ、大和芋） 
露地野菜は、多品目少量生産であり、市場に対応できる大規模な産地化を狙うことは困難

となっているが、地元消費者や観光客等を対象にした農産物直売所での加工品の販売や学校

給食等による地産地消を推進しながら、県東部の地場市場を中心とした出荷を推進していく。 

また、作業の機械化や共同化、農地の集積・集約化等により、担い手の規模拡大を図ると

ともに、トレーサビリティシステムの導入と適正な運用を推進する。 

 

（５）山林種苗 
ヒノキ苗については、全国でもトップクラスの品質を誇っており、出荷は主に長野・京都

方面に行われている。しかし、木材を取り巻く現状は、安価な輸入材による市場価格の低迷

が山林所有者の施業意識の減退を招き、不十分な路網整備の状態が改善されず、木材の生産

コストの上昇を招くという悪循環の状態にある。 

そのため、山林種苗の需要は減少し、厳しい状況が続いており、引き続きこの傾向は続く

ものと思われる。 

今後は、産地交付金の対象とすることで産地の維持を図るとともに、近年商品化実現に向

け検証実験が進む屋上緑化用苗木など、他方面への販路拡大及び生産量の増加を図っていく。 

 

（６）そば 

そばは、荒廃農地の解消と地産地消の推進を目的に南駿農業協同組合と連携して特産化を

進めている。平成24年度には、そば加工施設を整備し、平成25年4月にはJAふれあい市の隣接

地にそば店舗をオープンしている。 

また、作付地は、富士山を背景に青い空と白いそばの花が見事なコントラストを見せてお

り、景観資源としても役立っている。今後も生産を継続し、裾野市の新ブランドとして特産

化を推進していく。 
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２ 農業近代化施設整備計画 

施設の種類 位置及び規模 
受 益 範 囲 

利用組織 
図面 

番号 
備考 

 

受益地 面積 戸数 

該当なし        

（注）農業近代化施設整備計画図（該当なし） 

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連 
農業近代化施設整備を進めていく中で、運営に関しては林業の安全衛生意識対策等を参考

とする。また、林業に関しては、高性能林業機械等の導入による作業の効率化を検討してい

く。 
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都圏に近く、交通利便性がよく、観光地が多いといった立地条件を生かし、直売所などによ

る販売体制の強化を推進する。 
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（６）そば 
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第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画 
 

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向 
近年、産業構造の変化や都市化の発展に伴い、農業従事者の高齢化や後継者不足が進行

し、農業を取り巻く環境は厳しくなってきている。 

このような中で、新規就農者を確保し、担い手農家を育成していくための施設の整備を

検討する必要がある。しかし、本市における新規就農者数は年間1名程度にとどまっている

ため、農業人材次世代投資資金など就農準備に必要な資金手当て等の支援を行うとともに

農業委員会、南駿農業協同組合、東部農林事務所と連携しながら就農に関する情報提供、

就農相談、就農計画の作成支援などを行い、本市農業の持続的な発展を支える担い手の育

成確保を図っていく。 

また、高齢者や女性も含めた多様な人材を確保し、豊富な経験を活かした安定的生産や

多角的な経営を行う担い手を育成する。さらに、集落営農組織の設立や法人化、一般企業

等の農業参入を推進し、地域農業の活性化を図る。 

加えて、農業に関する関心・理解を深め、将来の農業の担い手を育成するため、学校教

育機関と連携し、農作業体験や学校給食への地元農作物の供給など、小学校から高校まで

農業教育の取組を支援する。 

 

２ 農業就業者育成・確保施設整備計画 

施設の種類 施設の内容 位置及び規模 施設の対象者 
対図 

番号 
備考 

該当なし       

（注）農業就業者育成・確保施設整備計画図（該当なし） 

 

３ 農業を担うべき者のための支援の活動 
効率的かつ安定的な経営を支援するために、生産方式の高度化や経営管理の複雑化に対応

した高い技術を有した人材の育成に取り組む必要がある。そのため、意欲と能力がある者や

一般企業等が幅広くかつ円滑に農業に参入し得るように就農相談機能を一層充実させる。 

さらに、農業従事者の安定的確保を図るため、他産業に比べて遅れている農業従事者の労

働条件や作業環境等の改善に取り組み、家族経営協定の普及による休日制、高齢者・非農家

等の労働力の活用システムを整備する。 

また、新規就農者が円滑に農業経営をできるように情報を提供したり、農業人材次世代投

資資金や農業機械等導入事業補助金等、就農に必要な資金について支援したりするなどのソ

フト事業を推進するとともに、生産基盤となる農地に関しては、農地中間管理事業の活用等

により、農地の確保が円滑に行われるよう、関係機関が一体となって支援していく。 

あわせて、市内の農業生産の重要な担い手である女性農業者や生きがい農業を行う高齢者

については、農業経営改善計画の共同申請の推進や集落営農の組織化･法人化に当たっての

話し合いの場に参加を呼びかける等、積極的な地域農業への参加・協力を促進する。 
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４ 森林の整備その他林業の振興との関連 
本市の森林所有者形態は5ha未満の小規模保有者が76％を占め、大半の森林所有者は個別で

の継続的な森林施業や経営の近代化を図ることが困難な状態である。 

今後は、貴重な水源かん養地の保育と林産物の安定した生産のため、作業内容や就業条件

等に関する情報提供、就業支援講習会の開催と林業事業体による短期的な雇用により、若年

労働力の確保、育成に努める。 
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あわせて、市内の農業生産の重要な担い手である女性農業者や生きがい農業を行う高齢者
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第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 
 

１ 農業従業者の安定的な就業の促進の目標 
本市は兼業農家の割合が高く、平成27年現在、総農家戸数に対する兼業農家戸数の占める

割合は約93％となっており、今後も大半を占める状況が続くことが見込まれる。本市におい

て、安定的な就業機会及び雇用機会を確保することは、兼業農家から認定農業者などへの段

階的な農地の集積・集約化を図る上で重要である。さらに、地域への就業にともなう都市部

への人口流出を防止することは、農業の基盤として重要な役割を担う、農村集落機能の維持・

増進・定住条件の整備に寄与することとなる。 

このため、地場産業の育成、県が推進する「内陸のフロンティア」を拓く取組と連携した

工業等の誘致、農村資源の積極的な活用を推進するとともに、認定農業者を中心とした農地

の有効利用の促進により、農業従事者の就業構造の改善と農村の定住条件の整備を図り、農

村地域における安定的な就労の場の確保に努める。 

 

（将来における農業従事者の就業目標）                   単位：人 

区    分 
目標（平成 39 年） 

男 女 計 

恒 常 的 勤 務 337 266 603 

自 営 兼 業 53 41 94 

出  稼  ぎ － － － 

日 雇 ・ 臨 時 雇 9 8 17 

総   計 399 315 714 

（注）2005 年、2010 年、2015 年農林業センサスを参考に推計 

 

２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策 
（１）農業従事者に対する就業相談活動の強化対策 

就業指導相談は、年間を通じて市農林振興課、市商工観光課、市商工会で行っている。今

後も、これらの機関相互の連絡を密にし、農業従事者の就労促進を図る。 

 

（２）企業進出に際しての地域関係者との連絡調整方法 
これまで富士裾野工業団地や新富士裾野工業団地をはじめとして、地域産業の活性化と雇

用創出のため、企業の誘致を行ってきた。今後も、企業誘致が可能な地域の地権者及び地域

関係者等の意向を十分に調査し、進出を希望する企業用地確保について市、地元、企業が連

絡調整を図り、農業従事者の雇用を推進する。 

 

（３）地域農林水産物及びその他の地域資源の利活用による地場産業への就業機会の確保対策 
本市農業を安定的に持続させていくためには、農業に密接に関係した就業先を確保してい

くことが必要である。特に、農商工連携や６次産業化等の取組を促進し、地域資源を活用し

た新たな産業創出が重要となる。 
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今後は、地域の特産品を活かした、そばや、すそのモロヘイヤ水ギョーザなどの「すその

ブランド」を扱う農村レストランや直売所、良好な景観を活かした農林漁業体験型の宿泊施

設など、地域資源を活用した就業機会の拡大を図っていく。 

 

３ 農業従事者就業促進施設 
該当なし 

 

４ 森林の整備その他林業の振興との関連 
本市林業の経営形態はほとんどが農林複合型であることから、農政と連動した就業促進に

よる効果が期待できる。また、２次３次産業との兼業を促進するだけでなく、農林業の複合

が経営として確立されるよう、それぞれの効率化を推進していく。 
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第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画 
 

１ 農業従業者の安定的な就業の促進の目標 
本市は兼業農家の割合が高く、平成27年現在、総農家戸数に対する兼業農家戸数の占める
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このため、地場産業の育成、県が推進する「内陸のフロンティア」を拓く取組と連携した

工業等の誘致、農村資源の積極的な活用を推進するとともに、認定農業者を中心とした農地

の有効利用の促進により、農業従事者の就業構造の改善と農村の定住条件の整備を図り、農

村地域における安定的な就労の場の確保に努める。 

 

（将来における農業従事者の就業目標）                   単位：人 

区    分 
目標（平成 39 年） 

男 女 計 

恒 常 的 勤 務 337 266 603 

自 営 兼 業 53 41 94 

出  稼  ぎ － － － 

日 雇 ・ 臨 時 雇 9 8 17 

総   計 399 315 714 

（注）2005 年、2010 年、2015 年農林業センサスを参考に推計 

 

２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策 
（１）農業従事者に対する就業相談活動の強化対策 

就業指導相談は、年間を通じて市農林振興課、市商工観光課、市商工会で行っている。今

後も、これらの機関相互の連絡を密にし、農業従事者の就労促進を図る。 

 

（２）企業進出に際しての地域関係者との連絡調整方法 
これまで富士裾野工業団地や新富士裾野工業団地をはじめとして、地域産業の活性化と雇

用創出のため、企業の誘致を行ってきた。今後も、企業誘致が可能な地域の地権者及び地域

関係者等の意向を十分に調査し、進出を希望する企業用地確保について市、地元、企業が連

絡調整を図り、農業従事者の雇用を推進する。 

 

（３）地域農林水産物及びその他の地域資源の利活用による地場産業への就業機会の確保対策 
本市農業を安定的に持続させていくためには、農業に密接に関係した就業先を確保してい

くことが必要である。特に、農商工連携や６次産業化等の取組を促進し、地域資源を活用し

た新たな産業創出が重要となる。 
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第８ 生活環境施設の整備計画 
 

１ 生活環境施設の整備の目標 
（１）安全性 

ア 防 災 
本市では、南海トラフ巨大地震等を想定して、防災体制の整備や意識の啓発などにより、

災害から市民の生命や財産を守り、被害を最小限に抑えることを目的に地震防災対策を進

めている。 

現在、防災マップの作成および全戸配布、遠隔市や近隣市町との災害時相互応援協定の

締結、災害時要援護者世帯に対する家具固定の補助事業など、市民の防災対策の整備に関

する諸施策を展開している。 

今後は、これまで以上に市民の防災意識を高めるため、図上訓練を中心とした研修会の

ほか、市HPでの市の地域防災計画の公開など、情報発信の充実を図っていく。 

また、総合防災訓練や地域防災訓練において、実践的防災訓練を行うなど訓練内容の充

実を図るほか、防災士、消防団、災害ボランティア、医療関係者との協働による地域防災

活動の実施や防災意識の高揚等を推進し、自主防災組織の充実や強化を図る。 

ハード面では、市緊急輸送路等の橋梁の耐震補強及び補修を実施し、落橋を防ぎ通行の

確保を図る。また、東名高速道路（第一次緊急輸送路）の跨道橋については、集約・再編

も検討し、補修工事及び撤去を実施する。 

その他、防災倉庫内の防災資機材、避難生活用品、非常食糧等の計画的な整備や定期点

検の実施を行うとともに、防災無線設備の適切な維持・管理や情報収集、伝達体制の充実

を図ることにより、非常時の災害に迅速な初動体制を確保する。 

 

イ 消防・救急 
市民の生活、身体及び財産を火災等の災害から保護するため、消防・救急体制の効果的・

効率的な整備を図るとともに、市民の防火意識を高めることにより、火災・救急事象の未

然防止に努め、被害の軽減を目指している。 

本市の火災件数は平均15件前後、救急の出動件数は、2,000件前後でいずれも横ばいで推

移している。消防体制の充実強化のため、広域消防組合「富士山南東消防本部」が平成28

年度より始動しており、体制の強化が図られているが、市内に救急医療機関が少ないため、

傷病者の病院収容に時間を要しているのが現状である。 

今後、地域の消防・救急力を向上させていくため、減少傾向にある団員の確保と執行体

制の充実を図り、資格取得や教育訓練等による高度な専門的技術の修得、救急救命士の養

成、医療機関等との連携などを進め、人命安全の確保や被害の軽減を図る。併せて、老朽

化した消防施設や消防車両の整備、活動資機材の計画的な増強・整備を推進していく。 

さらに、市民に対しては、防火予防対策として住宅防火診断の実施、住宅用火災警報器

の設置促進及び、民間防火組織の育成指導を推進するとともに、救急体制の強化として啓

発活動や救命講習を実施し、応急手当の普及を図る。 
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ウ 交通安全 
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（２）保健性 
ア ごみ処理 
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今後も、市民から出される可燃ごみ・埋立ごみ・粗大ごみ・資源ごみ（古紙類・ビン類・

金属類）・プラスチック製容器包装・ペットボトル類の分別回収を徹底し、一般廃棄物の適

正な処理や効率化を図る。また、各種団体の自主回収、集団回収等への支援を行うととも

に、これまで以上に３Ｒを推進し、さまざまな機会を通じた情報提供を行い、意識啓発に

努める。 

さらに、美化センターは老朽化が進んでおり、長寿命化のため、施設保守点検を通じた

整備を行うとともに、施設の排ガス測定やダイオキシン類の測定分析を充実させ、環境保

全に配慮した運転管理に努める。 

また、ごみの不法投棄への対処として、監視パトロールや回収撤去作業の充実に加え、

各種団体、不法投棄監視員及びごみ減量推進協議会委員等との連携を強化するとともに、

さまざまな機会を通じて不法投棄の防止を呼びかけていく。 

※1 ３Ｒ：（リデュース：廃棄物を出さない・リユース：再使用する・リサイクル：再資源化する） 

 

イ 排 水 
本市は、公共用水域の水質を保全し、衛生的で快適な生活環境を目的として、市街化区

域では公共下水道の整備、市街化調整区域では合併処理浄化槽の普及を進めている。しか

し、平成28年度末における汚水処理人口普及率は8割弱であり、全国平均（9割）より低い

整備進捗に止まっている。さらに、長期的には人口減少による利用者の減少、維持管理に

要する負担の増加が見込まれており、安定的な事業運営が課題となっている。 

今後は、地域住民との調整を図り、計画的・効率的な管渠整備の推進を図るとともに、

公共下水道への接続率、合併処理浄化槽の普及率を向上させるため、家庭雑排水が環境に

与える負荷の周知や補助を充実し啓発活動を展開する。 

また、市内事業所等の環境管理システム認証取得の支援や公害防止協定の締結及び、排

水処理施設の設置、管理について適正な指導を行うとともに、市内河川の水質検査を定期

的に実施するなど環境監視体制を充実し、河川への負荷の状態を把握し、適切な管理に努

めていく。 

 
ウ 給 水 

本市の上水道は、少子高齢化社会の到来や節水が進んだことで利用水量・利用収入は減

少傾向となっている。また、行政改革の推進などにより、これまでの拡張や増量を目的と

した事業計画からの転換期を迎えている。 

しかし、安全に安定供給を維持するため、水道ビジョンに基づく計画的な配水管の布設、

老朽管の布設替えなど施設の高水準化のための諸施策や施設の耐震化対策などを実施して

おり、さらに、経営の効率化・健全化を推進するための施設整備計画及び財政計画（水道

事業基本計画）の策定も行っている。 

今後も引き続き、運営基盤の強化と計画的な事業の推進に取り組むとともに、安全・快

適な給水の確保、安定した給水の供給と災害・非災害時対策の構築、環境エネルギー対策

の推進、事業経営の視点での水道サービスの向上などに取り組んでいく。 

また、水源かん養林の保全のため愛鷹・箱根山麗の森林地帯を良好に保全しながら森林

整備を推進するほか、雨水浸透マスや透水性舗装等の雨水浸透施設の設置、節水などの適

正利用を推進し、地下水のかん養を図る。 
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エ 保健・医療 
市民一人ひとりが心身ともに健康で、人生を心豊かに生活し、生きがいや幸せを実感す

るために、健康維持は基本的な条件である。しかし、ライフスタイルの変化や医学の進歩、

少子化・高齢化等の社会問題、生活習慣病等の増加に充分な対応をするためには、健康管

理及び疾病予防という観点から、保健と医療、さらには福祉とが連携する必要があるとと

もに、市民が主体的に取り組む健康づくり運動を総合的に推進していくことが更に求めら

れている。 

本市では、定着してきている健康診査やがん検診等の予防対策の他に、禁煙個別健康教

育や体操教室の拡充、筋力向上トレーニング教室の開催などを通じ、世代を超えた市民の

健康づくりを支援するとともに、健康づくり食生活推進員の拡充や歯科保健関係推進員の

養成など、人材の育成にも力をいれている。 

今後も、健康づくりをより充実させるため、イベントや地区講座等の機会を通して幅広

い健康情報や各種保健事業の情報を市民に提供することで、健康づくりに関する意識を高

めるとともに、ライフスタイルや健康ニーズに合わせ、一人ひとりの健康づくりに向けた

行動変容につながる健康づくりプログラムの提供や訪問・相談体制の充実に努めていく。 

さらに、市民だれもが住み慣れた地域で安心して医療サービスを受けられることが求め

られているため、身近な“かかりつけ医”を中心に適切な医療が受けられるよう、人材の

確保や在宅医療の推進を含めた体制の整備に努める。また、災害時の医療救護体制の整備

や適切な健康支援活動が実施できるよう関係機関との連絡調整を図る。 

 

（３）利便性 
ア 道路交通 

本市の広域幹線道路は、東名高速道路、東駿河湾環状線、国道246号、県道沼津小山線、

県道三島裾野線、県道富士裾野線があり、さらに新東名高速道路の工事も進められている。 

南北方向の幹線道路整備は進んでいるものの、企業進出による通勤車両の増加や郊外か

らの通過車両等の流入によって、特に朝晩は渋滞等の混雑が発生している。 

また、道路施設の老朽化が進んでおり、点検費用及び点検による補修工事の必要性から

予算の増額が予想されている。 

今後も、新東名高速道路、国道469号（富士南麓道路）、（仮）神山深良線など、市内広域

幹線の整備を近隣市町と連携しながら促進するとともに主要幹線道路の整備を進めていく。 

また、点検補修については、道路橋の老朽化対策事業（長寿命化修繕）とあわせて耐震

補強工事を実施するなどの工事の効率化に留意する。 

さらに、市道等を対象に、市民が安全で安心して利用できるよう、歩行者や自転車利用

者に配慮した道路整備を推進するとともに、円滑な交通を確保するため、幅員狭小箇所の

解消や、社会的弱者や交通弱者の保護、防災等に配慮した安全な道路、橋梁等の維持管理、

整備を進める。さらに、植樹等の緑化や沿道の自然や街並みと調和した道づくりなど、環

境に配慮した道づくりを目指す。 

 

イ 公共交通機関 
本市の主な公共交通機関は鉄道とバスであり、鉄道は裾野駅と岩波駅を拠点として、JR
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的に実施するなど環境監視体制を充実し、河川への負荷の状態を把握し、適切な管理に努

めていく。 

 
ウ 給 水 

本市の上水道は、少子高齢化社会の到来や節水が進んだことで利用水量・利用収入は減

少傾向となっている。また、行政改革の推進などにより、これまでの拡張や増量を目的と

した事業計画からの転換期を迎えている。 

しかし、安全に安定供給を維持するため、水道ビジョンに基づく計画的な配水管の布設、

老朽管の布設替えなど施設の高水準化のための諸施策や施設の耐震化対策などを実施して

おり、さらに、経営の効率化・健全化を推進するための施設整備計画及び財政計画（水道

事業基本計画）の策定も行っている。 

今後も引き続き、運営基盤の強化と計画的な事業の推進に取り組むとともに、安全・快

適な給水の確保、安定した給水の供給と災害・非災害時対策の構築、環境エネルギー対策

の推進、事業経営の視点での水道サービスの向上などに取り組んでいく。 

また、水源かん養林の保全のため愛鷹・箱根山麗の森林地帯を良好に保全しながら森林

整備を推進するほか、雨水浸透マスや透水性舗装等の雨水浸透施設の設置、節水などの適

正利用を推進し、地下水のかん養を図る。 
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御殿場線が運行している。バスは、富士急シティバスが三島、御殿場、沼津、須山、千福

が丘、河口湖等へ運行し、JR高速バスが東京駅へ２路線運行している。 

しかし、本市はマイカー普及率が高く、JR御殿場線利用者は少しずつ増加しているもの

の、運行本数の増加までは結びついていない。また、バス利用者も少なく、路線の維持が

難しい状況である。 

一方、高齢化社会の到来から、公共交通以外の移動手段を持たない人の増加が見込まれ

る中、渋滞対策や環境への配慮から公共交通の活用が注目されており、市では、JRへの陳

情や自主運行バスの路線拡大の推進など公共交通の確保に努めている。 

今後は、鉄道は沿線住民の生活路線として、通勤・通学時間帯の運行本数の充実や東海

道線との接続等利便性の向上を目指すとともに、沿線市町と協力しながら地域情報発信等

を行うことにより、利用促進策を推進する。さらに、裾野駅・岩波駅間は、走行距離が長

く、近隣工場への通勤者も多いため、深良新駅（仮称）を検討し、交通ネットワークの利

便性を高める。バス交通については、地域住民の交通の利便を確保するため、運行路線と

運行便数の維持を図り、必要に応じ路線運行補助を行うほか、市内循環バスの利用増進を

図る。 

 

ウ 広報・公聴 
本市では、多様化、高度化する市民ニーズに応えるため、広報紙、広報無線、CATV の番

組、市ウェブサイト、SNS、スマートフォン向けアプリなど幅広いメディアを活用し、市政

情報を発信している。また、「市政への要望」や「声のポスト」など、多様な公聴の機会を

設定している。 

今後は、インターネットの更なる普及が見込まれることから、内容の濃い体系的な行政

情報の提供、各種電子申請手続きなども含めた、よりわかりやすい情報発信や、市民と事

業者、行政との正確な情報共有など、多様な手段による情報提供を可能にしていく。 

また、市公式フェイスブックなどの SNSを活用し、市政情報や市民情報、市の魅力など

を、効果的に発信する。 

 

（４）快適性 
ア 公園 

緑の存在効果は、災害防止、環境浄化をはじめ、憩い・ふれあいのある生活環境の形成、

情緒豊かな人間性の回復など多方面に及ぶことから、市民が身近に安らぎを感じ快適に暮

らす上で重要となってきている。 

核家族化やコミュニティ意識の希薄化が進む社会情勢を背景に、身近にふれあえる公園

づくりが求められており、市民が安全で安心して利用できるよう、段差等のないバリアフ

リーに対応したやさしい公園づくりが必要である。 

今後、ゆとりとうるおいのある緑豊かな生活環境を形成していくため、「緑の基本計画」

に基づいた、公園・緑地の積極的な整備と緑のネットワーク化を推進する。特に、身近な公

園・緑地の整備のため、関連機関と連携しながら、従来の滑り台・ブランコ等の遊具だけの

画一的な公園でなく、地域住民のニーズを反映した特色のある公園整備を検討するとともに、

維持管理についても、地域住民や利用者などとの協働による体制の構築を支援する。 
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イ 児童福祉 
核家族化の進行、共働き家庭の増加などにより、家庭や地域の養育機能が変化する中、

子育てに伴う負担が増加し、子育てと就労をはじめとする社会参加との両立が困難になっ

ている。 

特に本市は、比較的子育て世帯が多く、子育て支援への期待が高いという特徴があり、

女性の社会参加や子育て家庭を支援していくうえで、保育所の果たす役割はますます重要

であり、また、就労形態や個人の価値観も年々多様化している。また、公立の幼児施設の

多くが老朽化しており、限られた財源の中で、適切に管理運営する必要がある。 

今後は、子どもたちの健全育成と子育て家庭を抱える様々な保育ニーズに対応する各種

保育サービスの充実（民間活力の導入、幼保一体化推進）、放課後児童室の対象学年の拡大

や開設日の拡充などの環境・施設整備を検討していく。さらに、ひとり親家庭への支援体

制の充実や制度の周知、育児不安、虐待発生予防に対する相談、支援体制の充実及びネッ

トワーク化も支援する。また、施設改修や備品を整備し、園児の安全確保や保育環境の維

持向上を図る。 

 

ウ 高齢者福祉 
２１世紀の半ばには、超高齢化社会の到来が予測され、寝たきりや認知症などによって

介護を必要とする高齢者の急速な増加に加え、団塊の世代も高齢者となることから、ライ

フスタイルや様々な考え方などに対応する施策や地域で高齢者を支える体制づくりなどの、

見守りネットワークの構築が必要となっている。 

本市の高齢化率は、県・全国水準に比較して低いものの、毎年着実に増加しており、要

介護認定者も年々増加しており、第７次高齢者福祉保健計画、第６期介護保険事業計画を

通じて介護保険サービスの提供や老人クラブ活動の支援、在宅福祉サービス、就業・雇用

の促進などの諸施策を展開している。 

今後は、高齢者が出来る限り要介護状態に陥ることなく、健康でいきいきとした生活を

送れるよう、健康推進室や包括支援センターと連携し、予防事業を効果的に実践していく。

また、在宅福祉サービスの充実や、元気な高齢者が趣味を生かした活動ができる場である

「いきがい対応型デイサービス施設」の内容も充実するとともに、ボランティア活動など

地域全体で支えあう住みやすいまちづくりの実現のほか、住民相互の助け合いによる福祉

活動を推進する。さらに、魅力ある老人クラブの活性化を図るとともに、高齢者がもつ知

識・技術・経験を生かすことのできる場と機会を確保する。 

なお、介護保険制度の健全運営と施策の充実、在宅介護支援と介護を地域で支える体制

づくり、介護保険施設の整備などを引続き検討する。 

 

エ 障がい者福祉 
平成25年4月1日に障害者総合支援法が施行されて４年が経過し、地域社会における共生

の実現に向けて、障がい福祉サービスの充実等、障がい者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援する取組が始まっている。 

今後は、障害者総合支援法に基づき、身体、知的、精神に加え、発達障害、高次脳機能

障害、難病、内部障害など、障がいの特性やライフステージに応じた、きめ細やかで一貫
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御殿場線が運行している。バスは、富士急シティバスが三島、御殿場、沼津、須山、千福

が丘、河口湖等へ運行し、JR高速バスが東京駅へ２路線運行している。 

しかし、本市はマイカー普及率が高く、JR御殿場線利用者は少しずつ増加しているもの

の、運行本数の増加までは結びついていない。また、バス利用者も少なく、路線の維持が

難しい状況である。 

一方、高齢化社会の到来から、公共交通以外の移動手段を持たない人の増加が見込まれ

る中、渋滞対策や環境への配慮から公共交通の活用が注目されており、市では、JRへの陳

情や自主運行バスの路線拡大の推進など公共交通の確保に努めている。 

今後は、鉄道は沿線住民の生活路線として、通勤・通学時間帯の運行本数の充実や東海

道線との接続等利便性の向上を目指すとともに、沿線市町と協力しながら地域情報発信等

を行うことにより、利用促進策を推進する。さらに、裾野駅・岩波駅間は、走行距離が長

く、近隣工場への通勤者も多いため、深良新駅（仮称）を検討し、交通ネットワークの利

便性を高める。バス交通については、地域住民の交通の利便を確保するため、運行路線と

運行便数の維持を図り、必要に応じ路線運行補助を行うほか、市内循環バスの利用増進を

図る。 

 

ウ 広報・公聴 
本市では、多様化、高度化する市民ニーズに応えるため、広報紙、広報無線、CATV の番

組、市ウェブサイト、SNS、スマートフォン向けアプリなど幅広いメディアを活用し、市政

情報を発信している。また、「市政への要望」や「声のポスト」など、多様な公聴の機会を

設定している。 

今後は、インターネットの更なる普及が見込まれることから、内容の濃い体系的な行政

情報の提供、各種電子申請手続きなども含めた、よりわかりやすい情報発信や、市民と事

業者、行政との正確な情報共有など、多様な手段による情報提供を可能にしていく。 

また、市公式フェイスブックなどの SNSを活用し、市政情報や市民情報、市の魅力など

を、効果的に発信する。 

 

（４）快適性 
ア 公園 

緑の存在効果は、災害防止、環境浄化をはじめ、憩い・ふれあいのある生活環境の形成、

情緒豊かな人間性の回復など多方面に及ぶことから、市民が身近に安らぎを感じ快適に暮

らす上で重要となってきている。 

核家族化やコミュニティ意識の希薄化が進む社会情勢を背景に、身近にふれあえる公園

づくりが求められており、市民が安全で安心して利用できるよう、段差等のないバリアフ

リーに対応したやさしい公園づくりが必要である。 

今後、ゆとりとうるおいのある緑豊かな生活環境を形成していくため、「緑の基本計画」

に基づいた、公園・緑地の積極的な整備と緑のネットワーク化を推進する。特に、身近な公

園・緑地の整備のため、関連機関と連携しながら、従来の滑り台・ブランコ等の遊具だけの

画一的な公園でなく、地域住民のニーズを反映した特色のある公園整備を検討するとともに、

維持管理についても、地域住民や利用者などとの協働による体制の構築を支援する。 
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した福祉サービスの一層の充実を図るとともに、障がいの早期発見、早期療育体制の充実

を図り、脳卒中再発予防教室等の実施も検討する。 

また、高齢化問題を家族や地域とともに支援していく必要があり、障がい者の社会参加

のため、生涯学習に対する意識向上に努め、参加可能な活動の情報提供を充実するととも

に、就労関係では、ハローワーク、職業センターとの連携や、企業や福祉施設などを含め

たネットワークの構築、相談支援事業との連携の強化に努める。 

 

（５）スポーツ、文化 

ア スポーツ振興 
近年の社会環境は、自由時間の増大や地域社会のつながりの希薄化、学校や企業を主体

としたスポーツ活動の停滞、少子高齢化などに伴う心身両面での問題が顕在化してきてお

り、市民の生活感も物質的なものから、心の豊かさや安らぎを求めるなど変化してきてい

る。 

このような中、スポーツには喜びや楽しさからくる充実感や爽快感、達成感及び他者と

の連帯感等の精神的充足をもたらし、さらには、体力の向上、生活習慣病の予防といった、

心身両面の健康保持、体力増強に資することが期待されている。 

そのため、地域における生涯スポーツの振興を一層推進していく必要があり、市では、

「スポーツ推進計画」をもとに、平成28年から5年計画でスポーツ活動を通じた市民の健康

づくり支援策に取り組んでいる。 

今後も、市民が年齢・性別を問わず参加できるスポーツ教室を開催するなど、市民のス

ポーツ参加意欲の高揚を図るとともに、市民の自発的なスポーツ活動を育成するほか、体

育協会、総合型地域スポーツクラブなどの活動支援組織、関係諸団体への支援を行う。 

また、当市のアピール及び交流拡大、観光・経済の振興等のため、ラグビーワールドカ

ップ公式キャンプ及び東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプの誘致や、全国

レベルの大会・スポーツイベントの誘致や開催に努めていく。 

 

イ 教養・娯楽 
近年、芸術・文化を鑑賞し、また自ら取り組むことを通じて、自己実現や生きがいを得

て、豊かなライフスタイルを実現しようとする市民のニーズが高まっている一方で、地域

の人間関係の希薄化が懸念されている。 

また、市民文化センターや東西公民館等、施設の耐用年数経過や設備の消耗により維持

費が増加していくことが予想される。 

今後は、市民文化センターを核に市民が文化に触れ合う機会を創出するとともに、文化

活動を行う環境を整備するほか、自主文化事業の開催や文化普及振興、文化施設の充実を

行う。 

また、生涯学習センターの適切な保守点検と計画的な維持・改修に努め、施設利用者の

快適性・安全性を確保する。 
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ウ 地域文化・芸能保存 
市内の貴重な文化財や伝統文化を保護・継承し、真に豊かな生活が実感できる社会の実

現のため、市民が芸術・文化に親しむ機会の充実を図り、郷土の誇りである世界文化遺産

富士山やかんがい施設遺産深良用水について基本的知識を学習する場の提供を行う必要が

ある。 

本市の文化活動は、文化協会傘下の各種団体を通じて行われており、近年では、精神的

なうるおいを求めて、市民芸術祭の開催や「文芸すその」の発行等自主的な活動が活発に

展開されている。 

今後も、重要な文化財や伝統文化の適正な保護管理を行い、市内外への情報発信や利活

用を図る。また、文化団体の育成支援とともに、文化施設の利活用促進や、文化活動の推

進を図るとともに、市民芸術祭などの学習成果発表会の機会を通じて、郷土伝統文化の保

存や活動技術の向上と後継者の育成を図る。 

さらに、富士山資料館を拠点に、富士山に関する特別展・企画展、講座等の開催を通じ、

その特徴をさまざまな方法で発信していく。 

 

２  生活環境施設整備計画 

施 設 の 種 類 位置及び規模 対図番号 備 考 

該当なし    

（注）生活環境施設整備計画図（該当なし） 

 

３  森林の整備その他林業の振興との関連 
森林は、木材生産、治山など多面的機能を有している。生活環境整備の観点からも、憩い

の場や体験学習の場としての森林公園や、健康増進のための遊歩道整備などを推進していく。

また、気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している森林については、択伐等によりその健全

性を維持し、保全していく。 

 

４  その他の施設の整備に係る事業との関連 
 該当なし 
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した福祉サービスの一層の充実を図るとともに、障がいの早期発見、早期療育体制の充実

を図り、脳卒中再発予防教室等の実施も検討する。 

また、高齢化問題を家族や地域とともに支援していく必要があり、障がい者の社会参加

のため、生涯学習に対する意識向上に努め、参加可能な活動の情報提供を充実するととも

に、就労関係では、ハローワーク、職業センターとの連携や、企業や福祉施設などを含め

たネットワークの構築、相談支援事業との連携の強化に努める。 

 

（５）スポーツ、文化 

ア スポーツ振興 
近年の社会環境は、自由時間の増大や地域社会のつながりの希薄化、学校や企業を主体

としたスポーツ活動の停滞、少子高齢化などに伴う心身両面での問題が顕在化してきてお

り、市民の生活感も物質的なものから、心の豊かさや安らぎを求めるなど変化してきてい

る。 

このような中、スポーツには喜びや楽しさからくる充実感や爽快感、達成感及び他者と

の連帯感等の精神的充足をもたらし、さらには、体力の向上、生活習慣病の予防といった、

心身両面の健康保持、体力増強に資することが期待されている。 

そのため、地域における生涯スポーツの振興を一層推進していく必要があり、市では、

「スポーツ推進計画」をもとに、平成28年から5年計画でスポーツ活動を通じた市民の健康

づくり支援策に取り組んでいる。 

今後も、市民が年齢・性別を問わず参加できるスポーツ教室を開催するなど、市民のス

ポーツ参加意欲の高揚を図るとともに、市民の自発的なスポーツ活動を育成するほか、体

育協会、総合型地域スポーツクラブなどの活動支援組織、関係諸団体への支援を行う。 

また、当市のアピール及び交流拡大、観光・経済の振興等のため、ラグビーワールドカ

ップ公式キャンプ及び東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプの誘致や、全国

レベルの大会・スポーツイベントの誘致や開催に努めていく。 

 

イ 教養・娯楽 
近年、芸術・文化を鑑賞し、また自ら取り組むことを通じて、自己実現や生きがいを得

て、豊かなライフスタイルを実現しようとする市民のニーズが高まっている一方で、地域

の人間関係の希薄化が懸念されている。 

また、市民文化センターや東西公民館等、施設の耐用年数経過や設備の消耗により維持

費が増加していくことが予想される。 

今後は、市民文化センターを核に市民が文化に触れ合う機会を創出するとともに、文化

活動を行う環境を整備するほか、自主文化事業の開催や文化普及振興、文化施設の充実を

行う。 

また、生涯学習センターの適切な保守点検と計画的な維持・改修に努め、施設利用者の

快適性・安全性を確保する。 
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第９ 付図 
 

別 添 

１ 土地利用計画図（付図１号） 

２ 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号） 

３ 農用地等保全整備計画図（付図３号） 

４ 農業近代化施設整備計画図（付図４号）（該当なし） 

５ 農業就業者育成・確保施設整備計画図（付図５号）（該当なし） 

６ 生活環境施設整備計画図（付図６号）（該当なし） 
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別記 農用地利用計画 
 

（１）農用地区域 

ア 現況農用地等に係る農用地区域 

別冊農用地区域一覧表に掲げている地番に当たる土地を農用地区域とする。 

 

イ 現況森林、原野等に係る農用地区域 

該当なし 

 

（２）用途区分 

下表の地区名に係る農用地区域内の農業上の用途は、「用途区分」欄に掲げるとおりとす

る。 

 

地区・区域番号 用  途  区  分 

西地区 

(Ａ地区) 

農 地：別冊農用地区域一覧表のうち、下記農業用施設用地とした地番 

以外の土地 

 

農業用施設用地：久根4298-3（Ｂ地区）、深良262-9（Ｃ地区） 

        今里 229-1（Ｄ地区）、葛山 512-1（Ｄ地区）、須山 755-2（Ｅ地区） 

東地区 

(Ｂ地区) 

深良地区 

(Ｃ地区) 

富岡地区 

(Ｄ地区) 

須山地区 

(Ｅ地区) 
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３ 農用地等保全整備計画図（付図３号） 

４ 農業近代化施設整備計画図（付図４号）（該当なし） 

５ 農業就業者育成・確保施設整備計画図（付図５号）（該当なし） 

６ 生活環境施設整備計画図（付図６号）（該当なし） 

 




