
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

函南町都市計画 
マスタープラン 

2019 年３月 函南町  

自然を育み誰からも愛されるにぎわいと魅力ある交流都市・函南 
～ 歴 史 あ る 地 に 新 し い 風 が 吹 く ま ち ・ か ん な み ～ 

函南町の都市計画に関する基本的な方針 

2019 改定版  
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函南町都市計画マスタープランの見直し策定にあたって 

 

函南町は、昭和 46 年に町全域を都市計画区域に編入し、市街化

区域と市街化調整区域の区域区分や用途地域の設定などにより、

秩序ある市街地形成を進めてきました。また下水道や焼却場、都

市公園、都市計画道路などを都市施設として位置付け、国庫補助

金等を活用しながら、計画的な施設整備を進めてきました。 

しかしながら、人口増加を見込んで進めてきたまちづくりは、平成 17 年国勢調査をピ

ークに人口減少に転じ、今後もさらに少子高齢化、人口減少社会が進行していく予測とな

り、これらに対応したまちづくりを進める必要があります。 

まちづくりは、そこに住む人たちや営業活動を行う人たちが、自らまちづくりに参加し、

将来のまちづくりを考えていくことが重要です。 

平成 21 年に策定した函南町都市計画マスタープランも住民参加により 20 年後のまち

づくりを目指し、各小学校区ごとにワークショップを開催しながら策定したものです。 

最初の計画から 10 年が経過し、この間、町の市街地も大きく変貌を遂げました。東駿

河湾環状道路の開通、仏の里美術館や知恵の和館の開館、道の駅や運動公園の供用など、

公共公益施設が充実する一方、少子高齢化や人口減少に対応した市街地形成を目指した

立地適正化計画や空家等対策計画、景観計画などを策定し、これらを視野に入れた将来ま

ちづくりを目指すことが必要となり、都市計画マスタープランの見直し策定を行うこと

としたものです。 

この都市計画マスタープランの策定にご協力いただきました皆さまに深く感謝申し上

げ、将来のまちづくりの基本となる本計画に基づくまちづくりを推進していきます。 

 

                  平成 31 年３月 

               函南町長 仁科 喜世志 
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序-1 

1 都市計画マスタープランとは 

1－1｜都市計画マスタープラン見直し策定の趣旨 

1992 年（平成 4 年）の都市計画法の改正により、市町村においては都市計画マスタープラン

の策定が義務づけられ、本町においては、2009 年（平成 21 年）10 月に、初めての都市計画マ

スタープランを策定しました。 

近年、本町の都市構造に多大な影響を与え得る伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路が開通し、

また、本町の人口動向は減少に転じ、少子高齢化が進行しているなど、本町を取り巻く状況は

大きく変化しています。今後も都市として自立・維持していくためには、将来をしっかりと見

据えた都市政策が必要であり、行政と町民・事業者が、町の中長期的な将来像（ビジョン）を

共有し、協働により都市づくり、まちづくりを進めていく必要があります。 

そこで、中長期的な展望のもと、函南町の都市政策の最も基本となる「都市計画マスタープ

ラン」の見直し策定を行うものとしました。 

 

1－2｜都市計画マスタープランの位置づけと役割 

（1）都市計画マスタープランの法的位置づけ 

都市計画マスタープランは、1992 年（平成 4 年）の都市計画法改正により、第 18 条の 2 と

して新たに規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことであり、市町村が行

う種々の都市計画やまちづくりの基本的な方向性（ビジョン）が示される重要な計画です。 

また、同法第 18 条の 2 第 2 項には、都市計画マスタープランを作成する際には、地域住民

の意見を反映させる必要がある旨が示されています。 

 

根拠法令：都市計画法第 18 条の 2（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

第 18 条の 2 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本

構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画

に関する基本的な方針（以下この条において「基本方針」という。）を定めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の

意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府

県知事に通知しなければならない。 

４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。 
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（2）「函南町都市計画マスタープラン」の位置づけ 

都市計画法第 18 条の２第１項の規定に基づき、都市計画マスタープランは、さまざまな上

位計画に即して定めることが求められます。このため、『函南町都市計画マスタープラン』は、

本町が策定する「第六次函南町総合計画」及び「国土利用計画・函南町計画（第３次計画）」の

ほか、静岡県が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスター

プラン）」に即して定めるものとします。 

これにより、本町の今後の都市計画（土地利用・都市施設・市街地開発事業・地区計画等）

やまちづくりは、都市計画法第 18 条の２第４項の規定に基づき、『函南町都市計画マスタープ

ラン』に示された種々の基本方針を根拠として行われていくことになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 函南町都市計画マスタープランの位置づけ 
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序-3 

（3）「函南町都市計画マスタープラン」の役割 

◆ 実現すべき具体的な将来像を明確にします。 

町域及び地域において、将来の都市のあるべき姿やまちづくりの方針等を検討し、都市

づくりや地域づくりで目指すべき将来像を示します。都市計画は町民の合意の上に進めら

れるべきものであるため、町民に最も近い立場にある町が、地域固有の自然・歴史・生活

文化・産業等の地域特性を踏まえ、町民の意見を反映させながら、都市及び地域レベルで

の将来の都市のあるべき姿やまちづくりの方針等を検討し、『まちの将来像』（将来あるべ

き姿）をより具体的に明示します。 

 

◆ 個別の都市計画の決定・変更の指針となります。 

本町が定める都市計画は、都市計画マスタープランに即したものでなければなりません。 

都市計画マスタープランは、それ自体には拘束力はありませんが、拘束力を有する個別の

都市計画の根拠になるものであり、都市計画マスタープランに示す将来像は、個別都市計

画を決定・変更される場合のあるべき方向を示す誘導方針としての役割を担っています。 

 

◆ 個別の都市計画に関し、地域住民の理解を得る根拠とします。 

都市づくりや地域づくりで目指すべき将来像を示すことにより、町民の都市計画に対す

る理解を深め、各種都市計画事業や規制・誘導を行う場合に、協力や参加を容易にします。 

 

◆ 個別の都市計画相互の調整及び他部門との調整を図ります。 

土地利用、都市施設、都市環境等の個別の都市計画については、都市計画マスタープラ

ンに示す将来像に基づき、長期的・総合的な視点から、相互に整合性のある計画を推進し

ます。また、都市計画と農林漁業など他部門との調整は、都市計画マスタープランを基本

として行われます。 
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1－3｜都市計画マスタープランの構成等 

（1）対象範囲 

本町においては、町域 65.16km2 全域が都市計画区域に指定されていることより、町全域を

本計画の対象区域とし、整備、開発及び保全の方針を示します。 

 

（2）計画の構成 

都市計画マスタープランは、「全体構想」と「地域別構想」及び「まちづくりの実現に向けて」

の 3 つの章で構成されています。 

「全体構想」は、上位関連計画との整合をとりながら、全町的な視点で都市計画・まちづく

りの方針を示します。「全体構想」は、各「分野別基本方針」により構成されます。 

「地域別構想」は、町民に身近な小学校区を地域と捉え、地域の視点で都市計画・まちづく

りの方針を示します。「地域別構想」は「全体構想」を地域に受けるものでありますが、地域の

実情に即した地域像を「全体構想」へフィードバックする役割も持っています。 

「まちづくりの実現に向けて」においては、今後のまちづくりの実現に向けた基本的な考え

方を示します。 

 

（3）目標年次 

都市計画マスタープランは、概ね 20 年後の都市像や都市づくりの方針を明らかにするもの

であるので、この「函南町都市計画マスタープラン」の目標年次は、2038 年度と設定します。

ただし、今後の経済・社会情勢の変化や上位計画等の変更が生じた場合には、必要に応じて見

直しの検討を行います。 
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1－4｜都市計画マスタープランの見直し策定の背景 

（1）社会的潮流 

①人口減少、高齢化社会の進行 

我が国の人口は、戦後一貫して増加していましたが、2004 年（平成 16 年）をピーク

に減少に転じ、今後も加速度的に人口が減少していくものと予測されています。また、

合計出生率は、人口維持に必要な水準を下回っており、今後、一層の少子高齢化の進行

が予測され、対応が急がれるとともに、生産年齢人口の減少による社会活力の低下が与

える影響に対応が急がれます。 

 

②地球温暖化と資源循環型社会への対応 

今日、世界的な気候変動が顕在化してきており、我が国においても記録的短時間の集

中豪雨の頻発や、各地での記録的な気温の上昇等がみられ、また、大気汚染等の環境汚

染が地球規模で進行しています。これら温暖化や環境汚染に対し、産業活動における対

策とともに、市民活動においても更なる資源消費社会から資源循環型社会への転換が求

められています。 

 

③高度情報ネットワーク社会の到来 

ICT（情報通信技術）の飛躍的な進歩により情報の大量送受信の基盤が整い、これに伴

い市民の生活、価値観、社会のあり方が変化してきています。インターネット等の普及

により、情報収集の選択肢の増加や、ソーシャル・ネットワーク・サービス（SNS）等

を介した新たなコミュニティの場が創出されており、これらを取り込んだ情報発信が必

要となります。また、これらが有するビックデータ活用による革新のシステムの構築が

求められます。 

 

④社会のグローバル化への対応 

地球規模で進行している市場経済の拡大と国際化は、日常生活や経済活動に大きく影

響を与えています。国際競争力を維持するため、国外へ企業が流出する等の懸念がある

一方、外国人訪日観光客数は年々増加しており、これらインバウンド効果を活かした、

地域の経済活動の発展、地域の活性化が求められます。 
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⑤価値観やライフスタイルの多様化 

社会・経済の深化に伴い、市民一人ひとりのニーズも多様化し、物質的な豊かさに加

え、精神的な豊かさが求められており、ボランティアや NPO 等の市民社会貢献活動や生

涯学習等への需要の増大や多様化、個別化が予測されます。また、大都市偏重の価値観

から、地域独自の文化や環境へ価値を見出し、地域の個性や特性を守り育てていこうと

する流れがあり、地域独自のローカルルールづくりや、大都市と地方のより一層の交流

が期待されます。 

 

⑥自治体、地域の自発的取組みの進展 

税制の「三位一体改革」をはじめとする様々な制度改革が行われ、地方の役割と自主

性の拡大が図られ、地方自治体が自らの判断と責任において行政を運営していく地域主

権への取組みや、市民自らが情報を得て考え決定していく、市民参加による地域運営の

試みが進展されてきました。今後も、地方自治体や地域の主体性が発揮され、地域の特

性を活かした自発的な取組み、行政と市民が協働で進める取組み等が求められています。 

 

⑦安全・安心社会の確立 

東日本大震災をはじめとする各地で頻発する地震や局地的な集中豪雨等の自然災害の

被害状況が深刻であり、また、首都直下型地震や南海トラフ巨大地震の切迫した発生予

測も示されており、地域の安全性の確保が急がれます。建築物の耐震化や治水対策等の

促進などの防災性を高める取組みとともに、災害時の地域コミュニティによる共助や日

常生活での防犯活動等、地域コミュニティの重要性が再確認されています。 
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（2）函南町都市計画マスタープラン見直しの必要性 

◆ 函南町を取り巻く環境の変化への対応 

函南町都市計画マスタープラン（2009 年（平成 21 年）10 月）が策定されてから約 10

年が経過し、長年、構想されてきた伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路が本町域まで延伸

して開通し、本町の地理的条件は、飛躍的に向上しました。一方、南海トラフ巨大地震の

発生が高い確率で予想されていることや、予期せぬ自然災害が増加している状況にあり、

このような、都市づくりを取り巻く環境の変化を捉え的確に対応していくため、都市計画

マスタープランの見直しが必要です。 

◆ 人口減少社会到来への対応 

函南町都市計画マスタープラン（2009 年（平成 21 年）10 月）の策定時においては、本

町の人口は、増加割合は減少していたものの、継続して微増傾向にあったため、目標人口

においては、当面の増加を目指し、2016 年（平成 28 年）の目標値は、39,000 人と設定し

ていました。しかし、本町の 2015 年（平成 27 年）国勢調査人口は 37,661 人と、本町に

おいても人口増減の転換点を迎え、このまま何もしなければ、更なる人口減少の加速が危

惧されることから、長期的な人口動態を見据えた、戦略的な都市づくりを推進するため、

都市計画マスタープランの見直しが必要です。 

◆ 新たな総合計画との整合 

本町では、2017 年（平成 29 年）に第六次計画として総合計画が改訂されました。都市

計画マスタープランは、長期的視点から都市の将来像を明らかにし、計画的に都市計画行

政を進める指針であることから、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、新たな総合計

画の土地利用や都市計画と関連のある施策の方針との整合を図る見直しが必要です。 
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2 函南町の現況と都市づくりの課題 

2－1｜函南町の現況 

（1）位置及び地勢 

函南町は、静岡県東部、伊豆半島の玄

関口に位置し、東西 12.7km、南北 11.1km、

面積 65.16km2 を有し、東を熱海市、西を

三島市と沼津市、南を伊豆の国市と接し、

北東界には箱根連山分水嶺を持ち、神奈

川県湯河原町、箱根町と接しています。 

本町は、伊豆箱根鉄道駿豆線及び国道

136 号線、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環

状道路により三島市と連絡しており、ま

た、JR 東海道本線により三島市及び熱海

市と連絡しています。さらには、（主）熱

海函南線（熱函道路）により熱海市中心

市街地と、伊豆箱根鉄道駿豆線により伊

豆市方面と連絡しています。 

広域的には、JR 東海道本線の函南駅は、東京駅から 100km 圏に位置し、隣接する熱海駅、

三島駅の両駅より JR 東海道新幹線で首都圏へアクセスできるほか、近年、本町まで開通した伊

豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路により、東名高速道路及び新東名高速道路を介して、本町か

ら首都圏及び中部圏等へのアクセスが格段に向上しました。 

（2）歴史・沿革 

本町には、旧石器時代の遺構が海抜 150～300ｍの丘陵地帯に分布しており、それより低い

丘陵地には縄文・弥生文化の遺跡が多数分布しています。幕末には大部分が旗本の給地となり、

一部、水野沼津藩、大久保小田原藩の領分でありました。 

明治時代当初、本町は韮山県の所属でしたが、1871 年（明治 4 年）に韮山県から足柄県に編

入され、1876 年（明治 9 年）に足柄県の廃止により、静岡県に編入されました。1879 年（明

治 12 年）には郡制がしかれ、日守と馬坂を除いて田方郡となり、日守は駿東郡、馬坂は君沢

郡に属し、その後、1884 年（明治 17 年）に田方郡に畑毛村が編入され「仁田村外 14 ヶ村」

になりました。1889 年（明治 22 年）町村制の施行により、日守村及び山中新田の小字馬坂を

合併して一村を形成し、箱根（函領）の南に位置することから函南（かんなん）村と名付けら

れました。1963 年（昭和 38 年）に町制を施行し、この時に「かんなみ」を正式な読み方に定

め、2013 年（平成 25 年）には、町制 50 周年を迎え、現在に至っています。 



序 章 

序-9 

（3）自然的条件 

本町の地形は、北東境である箱根連山分水

嶺から西に向かって、山間地、丘陵地、平坦

地に大別されます。 

町域北東部に拡がる山間地は、第３紀層の

火山灰の地質で、箱根峠の南斜面にある原生

林を中心とした山林で占められています。箱

根連山に沿って富士箱根伊豆国立公園に指定

されており、箱根峠の南斜面に広がる函南原

生林は、江戸期から「禁伐林」として関係者

により自主的に保護されてきました。ここに

生育する動植物の種類は多く、学術的にも貴

重な固有植物等があり、県条例で自然環境保

全地域に指定されています。函南原生林沿い

には、函南原生の森公園があり、紫水の池を

有しています。また、山間地北部には、標高

1,004m の鞍掛山、南部には 799m の玄岳が

あり、この二つの山頂を持つ山々に囲まれて

丹那盆地や田代盆地が位置しています。玄岳

の付近には氷ヶ池があり、この他、山間地北

西部には、町内随一の滝である観音滝や不動

の滝等があります。 

町域中部に位置する丘陵地には、なだらか

な台地が広がり、傾斜の緩やかな箇所は、山

裾からの開墾により畑作が行なわれています。

一方、町域南西部の平坦地は、第 4 紀層の沖

積土の地質で、一級河川狩野川流域の田方平

野の一角を占め、水田として利用されている

ほか、一級河川来光川から台地にかけて伸び

ている河岸段丘林や、カシ・クスを主体とし

た社寺林・屋敷林に恵まれています。 

本町を流れる一級河川には、狩野川、柿沢川、来光川、大場川、函南冷川、函南観音川があ

り、狩野川水系を構成しています。柿沢川は、玄岳・十国峠に源を発し、丹那盆地の水田を潤

し来光川と合流しており、来光川は、鞍掛山に源を発する桑原川と、田代盆地から出る冷川の

二つが合流して来光川となり、函南冷川、柿沢川が合流して、狩野川へと合流しています。大

場川は、本町の南西部の平野部で、函南観音川が合流し、狩野川へと合流しています。 
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（4）社会的条件 

本町の人口は、2005 年（平成 17 年）の 38,803

人をピークに減少傾向に転じ、2015 年（平成 27

年）現在、37,661 人となっています。その減少

率は、2010 年（平成 22 年）に約 0.6％減であっ

たものが、2015 年（平成 27 年）には約 2.4％減

と、減少がやや加速していることがわかります。 

総世帯数は、一貫して増加しており、2015 年

（平成 27 年）現在、14,317 世帯となっていま

すが、その増加率は減少傾向にあり、世帯数増加

の速度は鈍化してきています。 

一方、世帯人員は年々減少傾向を示し、2015

年（平成 27 年）の世帯人員は、約 2.6 人/世帯と

なっており、核家族化が進行していることがうか

がえます。 

 

本町の人口を年齢階層別にみると、15 歳未満

の人口割合、及び 15 歳以上 65 歳未満の人口割

合は、一貫して減少しており、反対に、65 歳以

上の高齢人口割合は増加傾向にあり、その割合

の推移は年々増加していることから、高齢化が

加速していることがうかがえます。2015 年（平

成 27 年）現在、年齢別人口割合は、15 歳未満

が約 12.5％、15 歳以上 65 歳未満が約 57.4％、

65 歳以上が 30.1％となっています。 

本町の就業人口は、2000 年（平成 12 年）を

ピークに減少が継続しており、2015 年（平成 27

年）現在、18,112 人となっています。うち、第

３次産業が 12,344 人で就業人口の約 68.2％を

占め最も多く、次いで、第 2 次産業人口が 5,080

人、就業人口の約 28.0％、第 1 次産業人口が 688

人、就業人口の約 3.8％となっています。 

①人口及び世帯数の推移 

②年齢階層別人口割合の推移 

③産業別就業人口の推移 
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函南町の総人口の推移 

 

函南町の世帯数の推移 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 

函南町の年齢階層別人口割合の推移 
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④農業の状況 

本町の農業の状況は、農家数、経営耕地面積

ともに 1990 年（平成 2 年）以降、一貫して減

少しており、2015 年（平成 27 年）現在、農家

数は 355 戸、経営耕地面積は約 402ha となっ

ています（平成 17 年以降は販売農家のみ）。 

1 戸当たりの平均耕地面積についても、減少

傾向にありましたが、2005年（平成17年以降）

の販売農家の 1 戸当たりの平均耕地面積は、近

年ほぼ横ばいに推移しており、2015 年（平成

27 年）現在、1.13ha/戸となっています。 

⑤工業の状況 

本町の工業規模は、2016 年（平成 28

年）現在、事業所数 54 事業所、従業員数

1,259 人、製造品出荷額等 239 億円であり、

その推移は一時期大きく減少しましたが、

その後やや持ち直し、近年はほぼ横ばい

に推移しています。また、2016 年（平成

28 年）の 1 事業所当たりの製造品出荷額

等は 442 百万円/事業所と、減少以前の水

準に回復しつつあります。 

⑥商業の状況 

本町の商業規模は、2016 年（平成 28 年）

現在、商店数 235 店､従業員数 1,926 人、年間

商品販売額は 46,809 百万円、売場面積 30,798

㎡となっています。 

商店数は、1999 年（平成 11 年）から 2007

年（平成19 年）まで一貫して減少傾向にあり、

従業員数、年間商品販売額については、減少

傾向でしたが、2007 年（平成 19 年）に増加

がみられました。2014 年（平成 26 年）以降

の推移については、商店数はほぼ横ばい、従

業員数および商品販売額は増加傾向にありま

す。売場面積については、1999 年（平成 11

年）以降、商品販売額と比較して小幅な減少

に留まっていましたが、2014 年（平成 26 年）以降、減少幅がやや拡大しています。  

出典：統計書かんなみ 
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⑦観光の状況 

本町の観光レクリエーション客数と宿

泊客数の総数は、2011 年（平成 23 年）を

底に、2012 年（平成 24 年）以降は微増し

ていましたが、2016 年（平成 28 年）は若

干減少し、809 千人となっています。一方、

宿泊客割合は、2015 年（平成 27 年）に増

加がみられるものの、2016 年（平成28 年）

現在、14.4%に留まっており、本町は滞在

型としてよりも周遊型観光拠点として機

能していることがうかがえます。 

来訪地は、十国峠ケーブルカーと湯～ト

ピアかんなみ、酪農王国オラッチェの 3 箇

所が大部分を占めていますが、この他、か

んなみ仏の里美術館やかんなみの桜等、近

年、新たに整備された観光地への来訪者数

も一定数を維持しており、定着しつつある

様子がうかがえます。 

 

⑧歴史文化資源の状況 

本町には、柏谷横穴群に代表される石器時代や古墳時代の遺跡をはじめ、縄文・弥生時代の集落

等の遺構、中世・鎌倉時代の山中城址岱崎出丸、近世の旧東海道の街道等の遺構等が残っています。 

一方、本町には、1930 年（昭

和 5 年）の丹那盆地を震源とした

北伊豆地震の痕跡として、断層の

ズレをよく示す丹那断層があり、

国の天然記念物に指定され、火雷

神社の断層は、町の天然記念物に

指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：統計書かんなみ（H29 年度版） 
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出典：静岡県観光交流の動向 

名称 種別 所在地
山中城址（岱崎出丸） 史跡 桑原字城山
柏谷横穴群 史跡 柏谷字池頭向山
丹那断層 天然記念物 畑字乙越
木造阿弥陀如来及両脇侍像 重要文化財 桑原　かんなみ仏の里美術館
箱根旧街道 史跡 箱根旧街道
十国峠（日金山） 登録記念物 桑原
天地神社のクス 天然記念物 平井　天地神社境内
春日神社のクス 天然記念物 大竹　春日神社境内
木造薬師如来坐像 彫刻 桑原　かんなみ仏の里美術館
木造毘沙門天立像 彫刻 桑原　かんなみ仏の里美術館
木造十二神将立像 彫刻 桑原　かんなみ仏の里美術館
木造聖観音立像・木造地蔵菩薩立像 彫刻 桑原　かんなみ仏の里美術館
火雷神社の断層 天然記念物 田代　火雷神社
八重窪横穴群 史跡 大竹　八重窪
中里横穴群 史跡 日守　中里
興聖寺の襖絵 絵画 塚本　興聖寺
興聖寺のマリア観音像 彫刻 塚本　興聖寺
かんなみ仏の里美術館内の仏像群 彫刻 桑原　かんなみ仏の里美術館
磨崖仏 彫刻 畑毛
双体道祖神 民俗 田代　
駒形像 枠 民俗 軽井沢
地獄・極楽絵図 民俗 びんの沢　法伝寺
火雷神社の社叢 天然記念物 田代　火雷神社
大竹千体観音像 彫刻 大竹
三拾三躰 民俗 桑原　長源寺内
寺社版木等 民俗 桑原　かんなみ仏の里美術館

国
指
定
等

県
指
定

町
指
定

函南町の文化財指定状況 
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⑨土地利用現況 

本町全域の土地利用は、2016 年（平成

28 年）現在、自然的土地利用が約 78.2％、

都市的土地利用が約 21.8％の割合となっ

ています。 

自然的土地利用のうち、約 61.2％が山

林であり、次いで、農地が約 13.1％と多

く、その内訳は、田が約 3.6％、畑が約

9.6％と田より畑が多くなっているのが特

徴的です。 

一方、市街化区域内の土地利用は、都

市的土地利用が約 86.5％を占めており、

宅地は市街化区域の約 54.5％を占め、特

に、住宅用地が約 45.7％と多くなっ

ています。次いで、道路用地が約

15.4％、公共・公益施設用地が約

11.5％となっています。 

 

 

 

 

⑩建物用途現況 

市街化区域を中心にみた本町の住居系建物は、町域南西部市街化区域の伊豆箱根鉄道駿豆線

大場駅、伊豆仁田駅の周辺や間宮地区

等に比較的密集した住宅の立地がみら

れるほか、柏谷地区や塚本地区等の、

市街化区域に連坦した集落地等におい

て、建て詰まりが進行しつつあります。 

工業系建物は、国道 136 号沿道に立

地しているほか、市街化調整区域の各

地に点在し、工業団地等のまとまった

集積はみられない状況です。商業系建

物に関しては、（主）熱海函南線（熱函

道路）沿道やその延伸の町道 2-24 号線

（熱函道路）、国道 136 号沿道に多く立

地しており、近年開通した伊豆縦貫自

動車道東駿河湾環状道路沿道にも立地

が進みつつあります。一方、国道 136

号沿道地区には住宅も立地しており、

住宅と商業系・工業系建物の混在がみ

られます。 
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市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

田 畑 山林
水面 自然地 その他自然地
住宅用地 商業用地 工業用地
農業施設用地 公共・公益施設用地 道路用地
交通施設用地 その他の公的施設用地 その他の空地

都市計画区域（函南町全域）
うち、市街化区域 うち、市街化調整区域

面積 割合 面積 割合 面積 割合
農地 855.4 13.1% 24.8 5.8% 830.6 13.6%

田 231.4 3.6% 4.2 1.0% 227.2 3.7%
畑 624.0 9.6% 20.6 4.9% 603.4 9.9%

3,990.1 61.2% 14.5 3.4% 3,975.6 65.3%
48.2 0.7% 5.4 1.3% 42.8 0.7%
66.8 1.0% 4.8 1.1% 62.0 1.0%

134.0 2.1% 7.7 1.8% 126.3 2.1%
5,094.5 78.2% 57.2 13.5% 5,037.3 82.7%

宅地 845.5 13.0% 231.4 54.5% 574.4 9.4%
住宅用地 477.3 7.3% 194.3 45.7% 283.0 4.6%
商業用地 286.1 4.4% 26.9 6.3% 259.2 4.3%
工業用地 44.7 0.7% 8.2 1.9% 36.5 0.6%
農業施設用地 37.4 0.6% 2.0 0.5% 35.4 0.6%

146.6 2.2% 48.9 11.5% 97.7 1.6%
349.1 5.4% 65.5 15.4% 283.6 4.7%
10.5 0.2% 3.2 0.8% 7.3 0.1%
0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

69.8 1.1% 18.5 4.4% 51.3 0.8%
1,421.5 21.8% 367.5 86.5% 1,054.0 17.3%
6,516.0 100.0% 424.70 100.0% 6091.30 100.0%
5,455.7 83.7% 260.7 61.4% 5,195.0 85.3%
1,060.3 16.3% 164.0 38.6% 896.3 14.7%

可住地
非可住地

合計

自
然
的
土
地
利
用

その他自然地
小計

都
市
的
土
地
利
用

その他の空地

山林
水面
自然地

小計

公共・公益施設用地
道路用地
交通施設用地
その他の公的施設用地

函南町の土地利用現況 

出典：平成 28 年度都市計画基礎調査 

函南町の建物用途現況 

出典：平成 27 年度都市計画基礎調査 
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（5）都市計画の概況 

①市街化区域と用途地域の指定状況 

本町においては、町域 6,516.0ha 全域に都市計画区域が指定されており､区域区分の設定に

より、町域の約 6.5％にあたる 424.7ha が市街化区域となっています。 

市街化区域に指定されている用途地域の内訳は、住居系の用途が 369.7ha、約 87.0％と、市

街化区域の大部分を占めています。うち、最も多く指定されているのは、第 1 種中高層住居専

用地域の 109.2ha であり、市街化区域の約 25.7％を占めています。 

一方、工業系用途地域は、市街化区域の約 7.2％に当たる 30.5ha に指定されており、商業

系用途地域は、2013 年（平成 25 年）の用途地域の見直しにより 10.5ha の拡大指定が行われ、

2017 年（平成 29 年）現在、市街化区域の約 5.8％に当たる 24.5ha に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②都市計画道路の整備状況 

本町の都市計画道路は、8 路線、計画延長 15,540ｍが配置されており、うち 2 路線が自動車

専用道路となっています。 

近年、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の整備が完了し、2017 年（平成 29 年）現在の都

市計画道路整備率は約 35.3％となっています。うち、幹線道路のみの整備率約は 30.7％であ

り、静岡県の幹線道路整備率の約 68.5％と比較し著しく低く、また、伊豆縦貫自動車道が事

業未着手（整備率 0.0％）

の状況で、今後のこれら

の都市計画道路のより一

層の整備推進等が望まれ

ます。  

計画幅員 車線数 計画延長 改良済延長 整備率 管轄 備考
（ｍ） （車線） （ｍ） （ｍ）

1・6・1 東駿河湾環状道 10 2 1,790 1,790 100.0% 国 自動車専用道路
1・4・2 伊豆縦貫自動車道 21 - 1,680 0 0.0% 国 自動車専用道路
3・2・4 東駿河湾環状道 39 4 1,790 1,790 100.0% 国 幹線道路
3・3・6 三島函南線 25 4 1,250 0 0.0% 国 幹線道路
3・4・7 肥田仁田線 16 2 1,930 90 4.7% 町 幹線道路
3・4・8 八ツ溝仁田線 16 2 1,230 783 63.7% 町 幹線道路
3・4・9 間宮平井線 16 2 3,330 640 19.2% 県 幹線道路
3・4・10 平井仁田線 16 2 2,540 398 15.7% 町 幹線道路

- - 15,540 5,491 35.3% - -合計

函南町の都市計画道路の整備状況 

出典：統計書かんなみ（H29 年度版） 

凡 例
行政区域界

市街化区域界

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域

準住居地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

準工業地域

近隣商業地域

第二種住居地域

出典：統計書かんなみ（H29 年度版） 

面積（ha) 割合

第1種低層住居専用地域 79.2 18.6%

第2種低層住居専用地域 0.0 0.0%

第1種中高層住居専用地域 109.2 25.7%

第2種中高層住居専用地域 79.1 18.6%

第1種住居地域 83.5 19.7%

第2種住居地域 2.6 0.6%

準住居地域 16.1 3.8%

小計 369.7 87.0%

近隣商業地域 24.5 5.8%

商業地域 0.0 0.0%

小計 24.5 5.8%

準工業地域 0.0 0.0%

工業地域 30.5 7.2%

工業専用地域 0.0 0.0%

小計 30.5 7.2%

424.7 100.0%

用途種別

住
居
系

商
業
系

工
業
計

合計

函南町の用途地域指定状況 
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③都市計画公園等の整備状況 

本町には、運動公園 1 か所、地区公園 1 か所、街区公園 7 カ所、風致公園 1 か所の計 10 か

所の都市公園が整備されており、計 17.19ha が供用開始されています。このうち、都市計画

決定されているのは、運動公園、

地区公園、街区公園 2 カ所の計 4

公園であり、運動公園の一部供

用を含め全てが供用開始されて

います。2017 年（平成 29 年）現

在、町民 1 人あたりの整備面積

は、4.7 ㎡となっており、これは

全国の 1 人当たり整備面積 10.3

㎡を大きく下回っています。 

 

④下水道等の整備状況 

本町は主に狩野川流域下水道に属し、本町と伊豆市、伊豆の国市の 2 市 1 町（旧 5 町）で

構成される東部処理区の狩野川東部浄化センターが本町域に位置しています。 

函南町公共下水道事業は、東部処理区と間宮処理区があり、2017 年（平成 29 年）現在、東

部処理区の供用開始区域面積は 445.95ha、全体計画区域内整備率は約 57.0％、事業認可区域

内整備率は 80.2％となっています。また、三島市と共同で土地区画整理事業を行った間宮処

理区においては事業認可区域 4ha 全域で供用開始されています。 

公共下水道区域外の

生活排水処理について

は、農業集落排水事業

により田代地区 8.1ha

で供用開始されていま

すが、これを除く地区

では合併処理浄化槽設

置の促進が求められて

います。 

 

⑤市街地開発事業の状況 

本町の市街地開発事業は 1 地区、市街化区域の約 0.9％にあたる 4.0ha での土地区画整理事

業の整備実績があります。 

 

 

 

 

出典：静岡県の都市計画（H29.3）/都市計画決定公園 
統計書かんなみ（H29 年度版）/都市計画決定公園以外 

 

種別 公園名 計画面積 供用開始 整備率
（ha） 面積（ha）

街区公園 2・2・4 間宮児童公園 0.30 0.30 100.0%
2・5・5 間宮川向公園 0.25 0.25 100.0%
（都決なし） 仁田さくら公園 - 0.59 -
（都決なし） 丹那断層公園 - 0.24 -
（都決なし） ﾋｭｰﾏﾝﾋﾙｽﾞふれあい中央公園 - 0.24 -
（都決なし） やすらぎ西公園 - 0.18 -
（都決なし） ふれあい東公園 - 0.18 -

地区公園 4・4・1 柏谷公園 6.20 6.20 100.0%
運動公園 6・5・1 函南運動公園 22.80 8.00 35.1%
風致公園 （都決なし） 日守山公園 - 1.01 -
計 17.19 -

函南町の都市公園等の整備状況

出典：庁内資料 

種別 施設名 延長 H29年3月31日現在 整備率
公共下水道 東部処理区 管渠総延長 面積 計画区域面積 782.00 57.0%

104,885.10ｍ （ha） 事業認可区域面積 556.00 80.2%
供用開始面積 445.95 -

戸数 供用開始区域内戸数 10,744 -
(戸） 下水道接続戸数 9,620 89.5%

間宮処理区 管渠総延長 面積 計画区域面積 4.00 100.0%
932.21ｍ （ha） 事業認可区域面積 4.00 100.0%

供用開始面積 4.00 -
戸数 供用開始区域内戸数 111 -
(戸） 下水道接続戸数 99 89.2%

流域下水道 狩野川流域下水道 都市計画決定 供用開始　S60年10月
（東部処理区） 延長　約980ｍ

函南町の下水道の整備状況

出典：統計書かんなみ（H29 年度版） 

H27 年都市計画基礎調査  

函南町の市街地開発事業の実績状況

名称 面積 実施年度 事業及び調査の特徴等

三島市安久函南町間宮
土地区画整理事業

8.2ha
（内 4.0ha）

S62～H3
本町の間宮地区と三島市安久地区とにまたがる組合施行の
土地区画整理事業である。良好な住環境が形成され、区域
内には都市計画公園の間宮川向公園が整備されている。



函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版   

序-16 

⑥地区計画の状況 

2013 年（平成 25 年）、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の整備に伴い、この道路とこれ

に並走する町道 2-24 号線（熱函道路）を中心とした地区へ地区計画が指定され、区画道路や

公園の整備、適正な建物の誘導、良好な沿道景観の誘導等を図り、商業施設等が集積する、賑

わいと活力のある街をつくることを目指しています。 

函南町の地区計画の決定概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦その他の都市施設の整備状況 

本町のその他の都市施設としては、汚物処理場とごみ焼却場が整備されています。 

函南町のその他の都市施設の整備状況 

 

 

 

 

都市計画決定 供用状況 都市計画決定 供用状況
函南町し尿処理施設 0.5ha 0.5ha 20ｋｌ/24ｈ 20ｋｌ/24ｈ
函南町ごみ焼却施設 3.97ha 3.68ha 70ｔ/16ｈ 105t/24h

函南町一般廃棄物最終処分場 埋立処分地 63,602㎥
汚水処理施設 55㎥/日

面積 処理能力

出典：統計書かんなみ（H29 年度版） 

 

出典：函南町パンフレット 

面積 用途地域
都市計画決定年月日
告示年月日

函南町地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例

近隣商業地域 H25年12月9日

第一種住居地域 函南町告示第115号

目標

制限

地区施設 区画道路 6路線、地区公園 2箇所

用途制限、敷地面積最低限度、壁面位置制限、高さ最高限度、形態・意匠制限、

垣又は柵構造制限

地区名

東駿河湾環状線沿道地区
地区計画

31.8ha H25年12月10日議決

内容

東駿河湾環状線の供用開始や商業施設の建替等を受け、広域圏の中で恵まれた交通条件を
活かし、函南町の中心市街地として、賑わいや活力のある街をつくることを目標
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2－2｜都市づくりの課題 

都市計画マスタープランの策定においては、本町らしさを継承し誇りと愛着を持てる町であ

るために、町の特性を活かし育てる都市づくりとともに、町の発展や暮らしやすさを確保する

都市づくりが求められています。本町の現況条件や上位関連計画における本町の役割より、以

下の都市づくりの課題が挙げられます。 

（1）持続可能な都市づくり 

函南町において、人口は 2005 年（平成 17 年）をピークに減少に転じている一方、世帯数

は増加していることから核家族化が進行し、世帯人員は年々減少しています。 

また、年齢階層別人口ついては、15 歳以上 65 歳未満の生産年齢人口と 15 歳未満の若年人

口が減少する一方、65 歳以上の高齢人口が増加しています。本町の 2015 年（平成 27 年）

高齢人口割合は約 30.1％であり、全国平均の 26.6％と比較して高く、反対に生産年齢人口割

合が全国平均を下回っている状況です。 

これらの傾向を踏まえると、今後、さらなる少子高齢化が進行し、単身世帯、高齢世帯の

増加が予想されます。したがって、人口減少社会、少子高齢社会へ対応した都市づくりを推

進する必要があり、既成市街地や別荘地、集落地等の住環境の充実による定住・移住の促進

や空家等の既存ストックの活用が課題となってきます。加えて、本町のベッドタウンとして

の立地の良さを強みとして、新たな人口の受け皿を、計画的に整備していくことが求められ

ます。 

 

（2）暮らしやすい住環境づくり 

本町の市街地は、町域南西部に広がる市街地と、JR 函南駅周辺の市街地の 2 箇所に分かれ

て立地しており、市街化区域は町域の約 6.5％を占めています。 

このうち、町域南西部の市街地においては、幹線道路沿道に商業系・工業系の土地利用が

みられ、その後背地が住居系土地利用となっており、この部分では、基盤が未整備なままに

土地利用が進行してきている状況です。人口の維持、まちの活力の維持のために、既成市街

地の住環境の質を高めていくことは必須であり、工場と住宅の混在の解消や遅れている都市

計画道路整備の推進、不足している住区基幹公園等の公園や緑地の確保等が課題です。また、

JR 函南駅周辺の市街地においては、丘陵地に位置することから、幹線道路沿道周辺に住宅地

が形成されるにとどまっており、交通結節点として鉄道等の利便性を活かすためにも、将来

的な市街化区域の拡大を含め、都市機能の充実と良好な住宅地が形成されることが望まれま

す。 

一方、町域の大部分は市街化調整区域となっており、広範囲に多くの集落地や別荘地が散

在している状況があります。これらの集落地、別荘地においては、周辺の自然環境と調和し

た良好な住環境を今後も維持していくことが課題となります。  
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（3）活動を支える都市交通網づくり 

本町の公共公益施設や鉄道駅等の交通結節点、及び商業地は、比較的分散して立地しており、

また、町域の約 9 割を占める市街化調整区域においては、多くの集落地や別荘地が、地域に分

散して立地している状況にあります。これらの分散立地する都市機能を連携し、市街地内はも

とより、市街化調整区域の集落地や別荘地から円滑にアクセスできる幹線道路網の整備・充実

が課題となっています。 

また、都市機能施設への移動を担う、路線バス等の公共交通網は、自動車社会の現在、路線・

本数が限られ、利用者も限られていることから、運営の維持が困難な状況にあります。将来の

高齢化社会の進行も見据え、すべての町民の移動手段確保の観点から、今後も、路線バス等の

公共交通網の維持・充実が求められています。 

 

（4）まちの活力を育てる基盤づくり 

現況でみてきたように、本町の商業、工業は、活力がやや低下してきており、町内に雇用の

場を確保する観点からも、このまま減退することを避けるため、何らかの活性化策をとること

が求められています。 

商業に関しては、本町の商店は、町の主要な既存道路沿道に線状に立地してきましたが、近

年は、商店の大型化が進行しており、整備された幹線道路沿道等への立地がみられます。今後、

町のにぎわいを創出していくためにも、商業施設の立地を、市街地中心の商業地や駅周辺等へ

適切に誘導し、にぎわいの核の創出及び充実と生活利便性の向上を目指していくことが課題と

なっています。 

工業に関しては、現在、一部の工業系市街地では工場と住宅が混在している等、既存の工業

地のみでは、時代に適した施設更新や新たな産業の受け入れ等は難しい状況があります。 

一方、本町には伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路が整備され、町内には IC も開設されたこ

とから、首都圏及び中部圏へのアクセスが著しく向上しています。これらの恵まれた立地条件

を活かし、既存工業地の再編とともに、将来の本町を担う新たな産業を誘致できる、計画的な

工業地の創出が今後の課題となります。 

 

  



序 章 

序-19 

（5）町外からの交流人口の取り込み 

本町は、国道 136 号バイパス及び伊豆中央道と連絡する伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路

の開通、函南塚本 IC の開設や大場・函南 IC 付近より東へ延伸する伊豆縦貫自動車道の計画に

より、伊豆半島における広域交通の結節点であるとともに、伊豆半島の玄関口としての機能を

担っています。また、2017 年（平成 29 年）5 月の道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」のオープ

ンにより、伊豆半島はもとより町外からの交流人口を町内へ誘導を図るため、道路情報や観光

情報等の積極的な発信に努めています。さらに、町内における観光資源の有効活用を図るため

に許容する施設等の基準（函南町における都市計画法第 34 条第２号取扱基準）を定めました。

今後は新産業の立地や観光産業の充実等、町の発展に繋げる都市づくりを進めていくことが課

題となります。 

本町の観光資源としては、富士山の眺望、ユネスコ世界ジオパーク認定となった「伊豆半島

ジオパーク」のジオポイント、豊かな自然環境や農業環境、歴史ある温泉や寺社、文化財等が

あり、町の観光振興のためには、これらの活用を図るとともに、ソーシャル・ネットワーク・

サービス（SNS）等での情報発信を行うほか、観光情報発信拠点の核となる道の駅・川の駅等

との連携強化が求められます。また、伊豆半島の玄関口として各地域を連携し、伊豆半島全体

の観光振興を担う役割が求められています。 

 

（6）自然環境の保全・活用と防災 

本町の恵まれた自然環境は、町民に潤いと安らぎを与えるとともに、観光資源としての活用

にあたり、函南原生林等の山林の保全や農業の活性化等による農地の保全等、自然環境の維持

が課題です。しかし、本町の農業を取り巻く環境は、農家数、耕地面積ともに年々減少してお

り農用地の維持は厳しく、今後とも、観光農業の推進等、維持できる農業や自然環境保全のし

くみ等の構築が求められます。 

一方、豊かな自然環境は、自然災害の危険性も有しており、本町においても、山間地や急傾

斜地等での土砂災害や、河川沿いや平坦地での内水や洪水による浸水が予測されており、国が

設置した河川防災ステーションの活用や道の駅・川の駅整備に合わせた防災機能の効率的な活

用を図るとともに、既存排水機場の機能更新や機能充実を図りながら、減災対策を講じていく

ことが重要となっています。 
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図 都市づくりの課題図 

  

（４）まちの活力を育てる基盤づくり 

（３）活動を支える都市交通網づくり 

都市づくりの課題 

（１）持続可能な都市づくり 

（２）暮らしやすい住環境づくり 

（５）町外からの交流人口の取り込み 

（6）自然環境の保全・活用と防災 
⑦山間地が多い地形・多数の河川 

⑥公共交通網の維持 

⑤道路整備の遅れと公園の不足 

④  

③限られた市街地・分散立地する都市機能 

②産業活力の低下 

①人口減少、少子高齢化社会の進行 

函南町の現況 

都市計画法の改正 
〇エコ・コンパクトシティの実現 
〇安全で安心に暮らせるまちづくり 
〇美しく魅力ある都市の実現 

都市再生特別措置法の一部改正 
〇立地適正化計画の策定 
〇コンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進
（コンパクトなまちづくり＋地域交通の再編） 

●田方広域都市計画都市計画

区域の整備、開発及び保全

の方針（H29.3） 

【都市づくりの目標】 

・広域幹線道路を活かした産

業振興 

・コンパクトな都市づくり 

・観光・レクリエーション機

能の強化 

・安全安心で快適な生活環境 

・自然環境と調和した快適な

都市づくり 

・地域・住民主体による都市

づくりの推進 

上位関連計画 

●第六次函南町総合計画 

基本構想（H29.3） 

【基本理念】 
『 環境・健康・交流都市 函南 』 

住んでよし 訪れてよし 函南町 

【都市構造の現況と課題】 
・限られた可住地を都市的土地利用と
して有効活用・高度化していく必要 

・山林や農地の荒廃を防ぎ、自然環境
を保全 

・高齢化が進んでいるため、公共交通

を確保するがことが必要 

●函南町まち・ひと・しごと

創生総合戦略（H29.2） 

【基本目標】 

・主要幹線道路を活かした地

域産業の活性化による安定

雇用の創出 

・安心・安全で公共交通の利

便性を活かした定住・移住

の促進 

・若者が住みやすく、子育て

しやすい環境の充実 

・世界に誇れる地域資源を地

域が共有し、広域連携によ

り効果的に活用 

●第六次函南町総合計画 

前期基本計画（H29.3） 

社会的潮流 

〇人口減少、高齢化社会の進行 

〇地球温暖化と資源循環型社会への対応 

〇高度情報ネットワーク社会の到来 

〇社会のグローバル化への対応 

〇価値観やライフスタイルの多様化 

〇自治体、地域の自発的取組みの
進展 

〇安全・安心社会の確立 
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図 都市づくりの課題 1  

・周辺都市圏と連携したコンパクトな都市づ

くり（区域マス） 

・快適に安心して暮らせる環境づくりや、コ

ンパクトで効率的な都市(町基本構想） 

・コンパクトプラスネットワークの都市構造

の実現（町前期基本計画） 

・通勤、通学を含めた生活しやすい環境を活

かして人口増加を目指す（町総合戦略） 

上位関連計画 

①人口減少、少子高齢化社会の進行 

・平成 12 年、年少人口と高齢人口が逆転 

・人口は平成 17 年をピークに減少、減少速

度はやや加速 

・平成 19 年より自然増減は死亡数超過、社

会増減も近年は転出超過 

・平成 27 年現在、高齢人口は人口の約 3 割、

高齢化が進行 

③限られた市街地・分散立地する都市機能 

・町域南西部と JR 函南駅周辺の 2 箇所に分

散立地する市街地 

・市街化区域の面積は、町域の僅か約 6.5％

にとどまる 

・市街化区域内人口は増加が沈静化、人口密

度は 59.8 人/ha と既に高い 

・商業機能は、市街化区域の主な幹線道路沿

道、大場駅近隣等に分散立地 

・行政機能は商業機能から離れた南西部市街

地の東部に立地 

函南町の現況 

（１）持続可能な都市づくり 

函南町の現況 

①人口減少、少子高齢化社会の進行 

・三島市や沼津市等のベッドタウンとしての

性格 

・60 歳台において転入が超過 

・就学及び子育て世代は、直近 5 年間では転

入超過（主に中部地方から） 

③限られた市街地・分散立地する都市機能 

・DID人口が市街化区域に比較的高密度にま

とまって分布 

・商業機能は、市街化区域の主な幹線道路沿

道、大場駅近隣等に分散立地 

・行政機能は商業機能から離れた南西部市街

地の東部に立地 

⑤道路整備の遅れと公園の不足 

・幹線道路の整備率は 35.3％と著しく低い 

・既成市街地の一部で狭あい道路がみられ生活

道路の機能が不足している 

・河川に沿って放射状に延伸する道路網、道

路間の連絡は容易でない 

・町民1人当たり公園面積が低く、市街化区域に

おいて公園や緑地等が不足 

⑥公共交通網の維持 

・伊豆箱根鉄道駿豆線と JR 東海道本線、鉄道

交通網に恵まれている 

・路線バス等は本数が少なく路線も限られて

いる 

・安全安心で快適な生活環境の形成、道路等

整備に併せた居住環境改善、住工混在の解

消（区域マス） 

・快適に安心して暮らせる環境づくりや、コ

ンパクトで効率的な都市（町基本構想） 

・住環境の整備、コンパクトプラスネットワ

ークの都市構造の実現（町前期基本計画） 

・空家の活用や幹線道路のネットワークの充

実による生活環境の向上、安全安心な居住

環境の構築、公共交通体系の確立（町総合

戦略） 

上位関連計画 

（２）暮らしやすい住環境づくり 
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図 都市づくりの課題 2  

・都市計画道路の整備推進（区域マス） 

・コンパクトで効率的な都市づくり（町基本

構想） 

・広域幹線道路アクセス道路の整備促進等に

よる交通網の整備、主要町道の整備、地域

公共交通網の強化と利用促進（町前期基本

計画） 

・狭あい道路拡幅等と幹線道路ネットワーク

充実、公共交通体系の確立（町総合戦略） 

上位関連計画 

（３）

函南町の現況 

③限られた市街地・分散立地する都市機能 

・町域南西部と JR 函南駅周辺の 2 箇所に分

散立地する市街地 

・商業機能は、市街化区域の主な幹線道路沿

道、大場駅近隣等に分散立地 

・行政機能は商業機能から離れた南西部市街

地の東部に立地 

⑤道路整備の遅れと公園の不足 

・市街地を中心に配置される都市計画道路（幹

線道路） 

・幹線道路整備率は 35.3％と著しく低い 

・既成市街地の一部で、狭あい道路がみられ生

活道路の機能が不足している 

・河川に沿って放射状に延伸する道路網、道

路間の連絡は容易でない 

・低い町民1人当たり公園面積、市街化区域にお

いて公園や緑地等が不足 

⑥公共交通網の維持 

・伊豆箱根鉄道駿豆線と JR 東海道本線、鉄道

交通網に恵まれている 

・伊豆仁田駅利用者数はほぼ横ばい、大場駅

と JR 函南駅利用者は減少 

・路線バス等は本数が少なく路線も限られて

いる 

・鉄道駅、路線バスどちらも利用者数が少な

く、運営が厳しく維持が課題 

・間宮、大土肥地区の幹線道路沿線に都市拠

点、大場駅周辺地区へ暮らしを支える商業

地、肥田地区周辺は調和・共存する工業地

域（区域マス） 

・活力とゆとりを生み出す産業づくり、都市

的土地利用を図る地域へ都市機能集積、新

産業誘導（町基本構想） 

・企業誘致や農業の 6 次産業化推進等、主要

幹線道路を活かした地域産業の活性化（町

総合戦略） 

上位関連計画 

函南町の現況 

②産業活力の低下 

・第 3 次産業が就業人口の 7割弱、サービス

産業中心の産業構造 

・平成 26 年の商店数、従業者数、販売額は

19 年より約 2 割から約 3 割減少、近年は、

市街化区域に相次ぎ大規模な店舗が立地 

・就業人口の約 3割弱を占める第 2次産業は、

食料品、電気機械器具が中心で突出した製

造業は不在 

・平成 26 年事業所数、従業員数、出荷額は

19 年より各約 3 割減少 

③限られた市街地・分散立地する都市機能 

・商業機能は、市街化区域の主な幹線道路沿

道、大場駅近隣等に分散立地 

・工業地域で工場と住宅、商業・業務施設が

混在 

④伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の開通 

・近年、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路

が開通、函南塚本 IC が町域内に、大場・函

南 IC が町域に隣接して開設 

・東名高速道路、新東名高速道路まで短時間

で接続可能に、首都圏や中部圏等への交通

の利便性が向上 

・大場・函南 IC より町域中央を東へ延伸が計

画される伊豆縦貫自動車道 

（４）  
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図 都市づくりの課題 3 

・恵まれた自然資源や地域の歴史と文化を活

かした観光・レクリエーション機能の強化

（区域マス） 

・活力とゆとりを生み出す産業づくり（町基

本構想） 

・地域資源、道の駅・川の駅を活かした観光

振興（町前期基本計画） 

・道の駅・川の駅を活用した観光振興、地域

資源の広域連携による効果的活用（町総合

戦略） 

上位関連計画 

（５）

函南町の現況 

②産業活力の低下 

・農家数、経営耕地面積は減少傾向 

・農業生産形態は稲作のほか、露地野菜や施

設野菜、酪農と多様 

④東伊豆縦貫自動車道駿河湾環状道路の開通 

・近年、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路

が開通、函南塚本 IC が町域内に、大場・函

南 IC が町域に隣接して開設 

・東名高速道路、新東名高速道路まで短時間

で接続可能に、首都圏や中部圏等への交通

の利便性が向上 

・大場・函南 IC より町域中央を東へ延伸が計

画される伊豆縦貫自動車道 

⑦山間地が多い地形・多数の河川 

・町域面積の約 6 割を占める町域北部の、函

南原生林をはじめとする豊かな山林、多く

の自然景勝地 

・潤いをもたらす狩野川や柿沢川、来光川等

の多数の河川、山間地から平坦地へ町内で

合流 

・農地は平坦地や盆地では稲作、丘陵地で野

菜・果樹類、町域東部の山間地で酪農 

函南町の現況 

③限られた市街地・分散立地する都市機能 

・町域南西部と JR 函南駅周辺の 2 箇所に分

散立地する市街地 

・町域南西部市街地の西側部分は多数の河川

が流れ込む平坦地 

⑦山間地が多い地形・多数の河川 
・町域北部の函南原生林をはじめとする豊か
な山林が、町域面積の約 6 割を占めている 

・潤いをもたらす狩野川や柿沢川、来光川等
の多数の河川が山間地から平坦地へ流れ込
み町内で合流 

・河川に沿って道路が延伸し、河川沿いの谷
地に農地や集落地が立地、山間地を大規模
開発した別荘地等 

・度重なる平坦地や盆地での水害被害、多数
の急傾斜地等 

・自然環境形成の観点から必要な自然環境保

全、浸水想定区域や土砂災害特別警戒区域

等での災害防止の観点から必要な市街化の

抑制  

・快適に安心して暮らせる環境づくり（町基

本構想） 

・河川改修や森林整備等による治山、治水対

策の推進（町前期基本計画） 

・空家の活用や幹線道路のネットワークの充

実による生活環境の向上、安全安心な居住

環境の構築、公共交通体系の確立（町総合

戦略） 

上位関連計画 

（６）  
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1 函南町の将来都市像 

1－1｜都市づくりの基本理念 

本計画の上位計画である、「第六次函南町総合計画」（2017 年（平成 29 年）3 月）では、基

本理念は次のように掲げられています。 

◆基本理念（第六次函南町総合計画） 

『環境・健康・交流都市 函南』 

～ 住んでよし 訪れてよし 函南町 ～ 

 

この基本理念を実現するために、都市づくり分野の計画である「函南町都市計画マスタープ

ラン」では、次のように「都市づくりの基本理念」を設定します。 

《都市づくりの基本理念》 

『自然を育み誰からも愛される 

にぎわいと魅力ある交流都市・函南』 
～ 歴 史 あ る 地 に 新 し い 風 が 吹 く ま ち ・ か ん な み ～ 

 

人口減少・少子高齢化社会の到来により、本町においても人口の減少や、社会・経済の活

動が縮小していくことが予想されます。このため、本町が持つ豊かな自然環境の魅力を引き

出し、また伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の開通による、広域交通の利便性の向上を活

かした、持続可能な都市づくりがさらに重要になってくるといえます。 

「第六次函南町総合計画」においては、住む人にとっても来訪者にとっても魅力あるまち

を基本理念とし、町内の環境改善や住民の健康増進とともに、町の魅力を高めて交流による

にぎわいの創出と活力の向上が掲げられています。 

本計画においても、この基本理念に沿って、交流等により町外からの活力を本町に取り込

み、豊かな自然を守り育み歴史や風土に培われた函南らしさを継承しながら、潤いと安らぎ

が感じられ、安全で安心して暮らせる生活環境づくりと、都市の活力とにぎわいを創出する

都市づくりを目指します。 
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1－2｜都市づくりの将来像 

（1）将来人口フレーム（目標人口） 

都市計画マスタープランの目標年次は、2038 年であることから、将来人口フレームについて

は、目標年次の将来人口と中間年次である 2028 年の将来人口を設定します。 

2015 年（平成 27 年）に策定された、町の人口の現状と将来の展望を示す「函南町人口ビジ

ョン」において、本町の人口の将来展望は、2035 年に 34,600 人、2040 年に 33,500 人とされ

ています。この数値は、国勢調査人口を使用した、国立社会保障・人口問題研究所（以下、「社

人研」という。）の推計に、人口減少対策を行った場合の社会移動や出生率を加味し算出された

ものであり、その条件は、静岡県と同条件の対策を達成した場合のものです。 

都市計画マスタープランでは、人口ビジョンとの整合を図り、目標年次の 2038 年将来人口

は、人口ビジョンの 2035 年と 2040 年の将来展望値より算出した概ね 33,900 人と設定します。

また、中間年次の 2028 年においても、人口ビジョンの 2025 年と 2030 年の将来展望値より算

出した 36,100 人を将来人口として設定します。 

 

目標年次（2038 年）：約 33,900 人 
 

図表：函南町の人口推計対照表 
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将来展望（人口ビジョン） 社人研推計中間年次 

目標年次 

将来展望 36,700人 - 35,700人 34,600人 - 33,500人

社人研推計 35,200人 (34,300人) 33,600人 31,800人 (30,700人) 30,000人

2028年 2038年

- - 36,100人 - - 33,900人 -

2026年
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都市計画マスタープラン

(参考) 第六次総合計画

-
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（2）将来都市像 

都市づくりの基本理念を踏まえ、将来あるべき都市の姿である「将来都市像」を設定します。 

◆ 誰もが安心して快適に暮らし多世代が交流する都市 

本町は三島市や沼津市等のベッドタウンとして発展し、住宅地中心の市街地が形成され

てきました。また、郊外部には、豊かな自然や農地に囲まれた集落地が点在し、一部山間

地には大規模な別荘地が形成されている等、多様な居住環境を有しています。 

今後は、このような多様な居住環境を維持・向上させるため、既成市街地においては、

都市基盤の整備や災害対策等を進め、安心して快適な住環境を創出するとともに、集落地

や別荘地等については、周辺の自然環境と調和した良好な住環境を今後も維持・保全し、

その魅力を継承します。 

また、少子高齢化の進行を見据え、自家用自動車に過度に頼らないで、市街地内の移動

や集落地等からの移動手段を確保するとともに、多世代が交流できる都市づくりを推進し

ます。 

 

◆ 新しい風（交流活力）を活かす都市 

伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の開通による広域アクセス機能の強化や、道の駅「伊

豆ゲートウェイ函南」の開設により、本町は伊豆半島の玄関口としての機能が強化されて

います。 

さらに、伊豆半島ジオパークのユネスコ世界ジオパークへの認定や伊豆縦貫自動車道の

延伸等により、観光客等の交流人口の増加が期待されるとともに、交通の利便性を活かし

た新たな産業の創出も期待されます。 

今後は、人的交流によるにぎわいと活力を取り込む魅力ある空間づくりと都市機能の充

実を図ることにより、新しい風（交流活力）を活かす都市づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」 
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◆ 豊かな自然環境と共に生きる都市 

本町は箱根・伊豆の山々に囲まれ、函南原生林や狩野川をはじめとする多数の河川等、

多くの豊かな自然資源を有しています。また、地形的に標高差が大きい本町では、平坦地

では稲作、丘陵地では畑・果樹園、山間地では酪農が営まれ、自然に則して多様な農地が

広がっており、市街地周辺にも身近な緑である豊かな農地が広がっています。 

今後は、函南町の財産であるこれらの豊かな自然環境を次代に引き継いでいくために、

自然資源の積極的な保全・育成とともに、生活排水の処理や廃棄物の適正処理、ごみの減

量化・再資源化等、環境負荷の小さい低炭素社会の構築を図り、豊かな自然環境と共に生

きる都市づくりを推進します。 

 

◆ 安全に暮らせる災害に強い都市 

本町ではこれまでに、幾多の台風や集中豪雨による洪水や湛水の被害を受けています。

また、近年は東海地震や南海トラフ巨大地震等の大規模地震による災害が危惧されており、

災害時の危機管理体制の構築や町民等の自主的防災対策が重要となっています。 

今後は、風水害や地震等による災害に対するインフラ等の都市基盤の強化や公共施設、

生活関連施設の整備・充実を図るとともに、町民一人ひとりの意識を高めること等により、

安全に暮らせる災害に強い都市づくりを推進します。 

 

◆ 町民と事業者、行政の協働でまちづくりを進める都市 

地方分権の進展や、少子高齢化・人口減少社会の到来等、まちづくりを取り巻く状況は

大きく変化しており、また本町はベッドタウンとしての性格を有する都市であることから他

都市からの転入者も多く、行政の課題や町民のニーズも多様化・高度化してきています。 

今後は、このような課題等に対応するため、町民、事業者、行政等の様々な人がまちづ

くりに関わりお互いを尊重し、パートナーシップを深めることにより、協働による都市づ

くりを推進します。 

  

まちづくりワークショップ 
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（3）都市づくりの基本目標 

都市づくりの将来像の実現に向けた考え方を「都市づくりの基本目標」として設定します。 

基本目標１：コンパクトな市街地と豊かな自然の調和のとれた発展を目指します。 

●自然環境に配慮した計画的な土地利用の誘導 

●交通利便性の高い地域への都市機能の集積と居住機能の誘導 

●自然環境に配慮した道路、河川等のインフラ整備 

●豊かな自然環境の保全・育成 

●農業、観光農業の振興による農地の適切な管理と維持 

●生活排水処理施設の整備・充実 

基本目標２：新たな産業、住民、観光客を受け入れる都市基盤の整備を進めます。 

●ＩＣ周辺等広域交通の利便性を活かした、新産業の誘導と既存産業再編のための基盤整備 

●鉄道駅等の公共交通の利便性を活かした、新たな住宅地の計画的配置 

●本町及び伊豆半島観光の玄関口としての、道の駅・川の駅周辺地区の環境整備 

基本目標３：  

●中心市街地への新規商業施設の誘導、既存商業施設等の再編再生 

●道の駅・川の駅周辺地区における魅力ある交流空間の整備と観光産業機能の誘導 

●既成市街地における用途の整序（住工混在の解消）と空き家対策 

●既成市街地における身近な公園の確保、狭あい道路の解消 

●子育て世代や高齢者にやさしい都市機能の充実 

基本目標４：  

●市街地の骨格的道路網の整備 

●地域と都市拠点、中心市街地をつなぐ連絡道路の充実 

●広域幹線道路へのアクセス環境の整備 

●公共交通網の維持と新たな公共交通体系の検討・整備 

基本目標５：  

●河川、道路、上下水道等の生活関連公共施設の計画的な整備と維持・管理の推進 

●防災拠点の整備・充実 

●避難路の整備、避難地の確保、公共施設等の耐震化の推進 

●木造住宅等の耐震化の促進 

●排水機場の整備・更新を含む治水対策の推進 

基本目標６：  

●本町の持つ多様な居住環境（住宅市街地、田園集落地、別荘地等）を活かした地域づくり 

●地形、歴史的背景を活かした景観形成（富士山の眺望、丹那断層公園等のジオポイント、かんな

み仏の里美術館等） 
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1－3｜将来都市構造 

都市づくりの基本理念及び将来都市像を踏まえ、将来の函南町の骨格を明らかにするため、

都市機能の配置や連携のあり方を示します。 

（1）将来都市構造の基本的考え方（目指すべき都市構造） 

本町は、富士箱根伊豆国立公園に指定された箱根連山から西に広がる山間地・丘陵地、さら

に狩野川流域に広がる平坦地からなっており、山間地・丘陵地の豊かな森林をはじめ、狩野川

等の河川空間の自然環境に恵まれています。 

市街地・集落は平坦地に形成されるとともに、一部の丘陵地には別荘地が形成されるなど、

近隣市町のベッドタウンとして発展してきました。 

しかし、人口減少・高齢化社会の進行、厳しい行財政運営等の社会経済情勢の変化等に伴い、

これまでの拡大型の都市づくりから安定・成熟した都市づくりへの転換が求められており、持

続可能なまちづくりの実現のためには、「歩いて暮らせるコンパクトな集約型都市構造」への再

編が不可欠です。 

このため、本町の恵まれた自然環境を保全するとともに、これまでの本町の成り立ちや発展

の過程を踏襲し、築かれてきた都市基盤等の既存ストックや豊かな地域資源等、地域の特性を

活かした拠点を配置するとともに、拠点間の道路・公共交通ネットワークの形成により連携を

図る「集約連携型都市構造」の構築を目指します。 
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（2）将来都市構造 

最も基本的な土地利用を示す「ゾーン」、都市活動の中心であり函南町の顔となる「拠点」、

都市間や都市内を連携し函南町の発展を支える「軸」の 3 つの要素で、以下の『将来都市構造』

を構築します。 

◆ ゾーン 

既 成 市 街 地 
ゾ ー ン 

●平坦地・丘陵地に位置する現在の市街化区域を「既成市街地ゾーン」

として位置づけます。 

●「既成市街地ゾーン」では、現在の土地利用状況に加え、幹線道路網

等の整備による土地利用転換の見込みを踏まえ、良好かつ健全な住宅

地、商業・業務地、沿道複合利用地等を適正に誘導します。 

新市街地ゾーン 

●２つの市街化区域の間に位置し、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路

の開通等により交通利便性が向上した平井地区を、新たに市街地を形

成する「新市街地ゾーン」として位置づけます。 

●「新市街地ゾーン」では、周辺の自然環境等に配慮しながら函南町の

発展を支える新たな工業地等の計画的な形成を目指します。 

自 然 環 境 保 全 
・ 活 用 ゾ ー ン 

●「既成市街地ゾーン」及び「新市街地ゾーン」外に位置する現在の市

街化調整区域を「自然環境保全・活用ゾーン」として位置づけます。 

●「自然環境保全・活用ゾーン」では、森林などの豊かな自然資源や自

然景観、優良な農地と調和した既存集落地の環境等を保全するととも

に、グリーンツーリズムに代表されるような、自然とふれあい、学習

する機会を創出する場として活用を図ります。また、交流人口の増加

を図り、地域産業の活性化につなげるため、富士山の眺望や文化財、

温泉等の観光資源を有効活用した施設の立地を誘導します。 

 

  

既成市街地ゾーン 
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◆ 拠点 

都 市 中 心 拠 点 

●行政施設、医療・福祉施設等が立地する函南町役場周辺を、「都市中

心拠点」として位置づけ、「都市にぎわい交流拠点」とともに、函南

町の都市活動を中心的に支える拠点として都市機能の維持・充実を図

ります。 

都 市 に ぎ わ い 
交 流 拠 点 

●町道 2-24 号線（熱函道路）と伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路が

並行し、商業・業務施設等が集積している東駿河湾環状線沿道地区地

区計画区域周辺を、「都市にぎわい交流拠点」として位置づけ、新た

なにぎわいや交流を創出する拠点として都市機能の維持・充実を図り

ます。 

地 域 交 流 拠 点 

●伊豆箱根鉄道駿豆線の伊豆仁田駅周辺と大場駅南側及び JR 函南駅周

辺を「地域交流拠点」に位置づけ、交通結節点及び地域の中心地とし

て、駅利用者や後背に拡がる住宅地の日常生活を支える商業等の都市

機能の誘導を図ります。 

文化・コミュニティ 
活 動 交 流 拠 点 

●函南町の文化拠点施設である文化センター及び図書館と子育てふれ

あい・地域交流センターの複合施設（かんなみ知恵の和館）が立地す

る文化活動の中心的役割を担う地区、また西部コミュニティセンター

や農村環境改善センターなど地域のコミュニティ活動の中心的役割

を担っている地区を「文化・コミュニティ活動交流拠点」として位置

づけ、文化活動や日常的な都市活動の場としての活用や機能の集積を

図ります。 

新 産 業 拠 点 
●平井地区を「新産業拠点」として位置づけ、函南町の新たな産業の創

出及び既存産業の再編・集積を図ります。 

み ど り の 拠 点 

●函南運動公園や柏谷公園、また日守山公園や原生の森公園などを「み

どりの拠点」として位置づけ、公園の整備及び維持・管理を適切に図

るとともに、町民のうるおいの場・憩いの場・健康づくりの場として

の活用を図ります。 

観 光 交 流 拠 点 

●伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の函南塚本IC 付近に位置する道の

駅・川の駅は、本町及び伊豆半島観光の玄関口にあたることから、「観

光交流拠点」として位置づけ、同施設を活用しながら、本町のアピー

ルや観光促進の役割を果たす、まちの顔として機能充実を図ります。 

歴史文化・交流 

レクリエーション

拠 点 

●湯～トピアかんなみや畑毛温泉などの温泉資源や、木立キャンプ場な

どの豊かな自然を活用したレクリエーション施設、また火雷神社や丹

那断層公園などのジオポイント、かんなみ仏の里美術館などの歴史・

文化的資源等を、「歴史文化・交流レクリエーション拠点」として位

置づけ、町内外の多くの人が自然や文化に触れ、楽しむことのできる

拠点としての活用を図ります。 
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◆ 軸 

広域都市環状軸 

●隣接する東駿河湾都市圏や田方都市圏、また伊豆半島地域との連携を

強化する「広域都市環状軸」として、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状

道路を位置づけます。 

広域都市連携軸 
●伊豆半島地域を中心とした広域都市間の連携・交流の促進等を図る

「広域都市連携軸」として、伊豆縦貫自動車道を位置づけます。 

都 市 連 携 軸 

●隣接する都市や伊豆半島地域との連携を強化する「都市連携軸」とし

て、東西方向に（主）熱海函南線と町道 2-24 号線（熱函道路）、南北

方向に国道 136 号、同バイパス及び伊豆中央道を位置づけます。 

市 街 地 連 携 軸 

●市街地における拠点間の連絡を強化するとともに、歩行者交通のネッ

トワークを形成する「市街地連携軸」として、町内の主な骨格道路を

位置づけます。 

うるおい環境軸 
●町民の生活にうるおいややすらぎを与える「うるおい環境軸」として、

狩野川や大場川、また来光川や柿沢川等を位置づけます。 

 

 

 

 

  

広域都市環状軸 
（伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路） 

うるおい環境軸（狩野川） 
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2 分野別基本方針 

2－1｜土地利用の誘導・市街地整備の基本方針 

（1）都市的土地利用の整備・誘導方針 

【基本的な考え方】 

●市街化区域については、今後も都市的土地利用を図る区域として位置づけ、住宅地や商

業地、工業地等、都市機能の適切な配置と適切な用途地域による計画的かつ健全な土地

利用の誘導により、都市機能の強化・集約を図り、コンパクトで利便性と快適性を備え

た質の高い暮らしやすい市街地を形成します。また、今後増加していくことが懸念され

る空き家に対し、定住促進に向けた利活用を図ります。 

●都市計画道路等の都市基盤整備の進捗や社会情勢の変化、土地利用の現況・動向等に応

じて、都市構造上の機能配置等を適切に判断したうえで、必要に応じて用途地域の変更

等を検討します。 

●工業地については、周辺の自然環境や営農環境との調和を図りつつ、土地区画整理事業

等の計画的な開発手法により、新たな産業拠点としての誘導を図ります。 

●土地利用検討エリアについては、周辺の自然環境等に配慮・調和することを基本とし、

移住・定住の受け皿となり得る良好な住宅地形成のため、計画的かつ適切な土地利用の

可能性について検討します。 

 

1）住宅地 

①低密度住宅地 

■既成市街地ゾーン東部に位置する宝蔵台や柿沢台を中

心とする地区、またヒューマンヒルズ等は、主に戸建て

住宅の立地を主体とする低密度住宅地として配置し、ゆ

とりと落ち着きのある住宅地として保全します。 

■宝蔵台や柿沢台等における敷地面積の最低限度規定は

今後も維持するとともに、今後増加していくことが懸念

される空き家に対し、若い世代等の入居を促進する住み

替え支援等の対策を推進し、良好な住環境の保全を図り

ます。 

■森林や荒地等として残っている未利用地については、地形的な条件等を踏まえながら、

住宅地への土地利用転換を検討するとともに、良好な住環境を創出するための地区計画

制度等の導入を検討します。  

低密度住宅地 
（ヒューマンヒルズ） 
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②中密度住宅地  

■既成市街地ゾーンの低密度住宅地以外の住宅地は中密度住宅地として配置し、戸建て住

宅の立地とアパートやマンション等の都市型集合住宅の立地の調和を図るとともに、住

宅と工場等の混在の解消や防災対策に努め、良好かつ安

全な住環境の創出を図ります。 

■（主）熱海函南線（熱函道路）等の幹線道路沿道や伊豆

箱根鉄道駿豆線沿線の住宅地、JR 函南駅周辺の住宅地に

ついては、比較的小規模な店舗等の商業施設や店舗併用

型住宅等の立地を誘導するとともに、住環境保全に努め

ます。 

■上記以外の住宅地については、地区の特性を踏まえつつ、住宅専用地としての土地利用

の純化を図ります。また、生活道路や身近な公園・緑地等の整備が不十分な地区や住宅

が密集している地区については、防災上の観点から地区計画制度等の導入を検討する等、

安全・安心な住環境の創出に努めます。 

 

2）商業・業務地 

①中心商業・業務地  

■伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路及び町道 2-24 号線

（熱函道路）の沿道に位置する既存の商業・業務地等に

ついては、地区計画制度の適正な運用により、沿道利用

型の商業施設や業務施設の集積を図るとともに、本町の

都市にぎわい交流拠点としての機能の向上を図ります。

また、良好な沿道景観の形成と安全・快適な歩道空間の

形成を図ります。 

②近隣商業・業務地  

■伊豆箱根鉄道駿豆線の大場駅南側地域については、既存

の商業機能を活かしつつ、主に近隣地域を対象とした生

活に必要な日用品等の商業・サービス施設の立地等を進

め、地域交流拠点としての機能を確保します。 

  

中密度住宅地 
（塚本地区） 

近隣商業・業務地 

中心商業・業務地 
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3）工業地 

①環境調和型工業地 

■平井地区においては、産業の活性化と都市活力の創出を目指すため、工業施設や流通業

務施設、研究開発施設等の新たな企業の立地と集積を図る工業地として、本町の新産業

拠点の機能を確保します。また、市街地形成にあたっては、周辺の自然環境や営農環境

への配慮と調和を図り、土地区画整理事業等の計画的な開発手法により、健全な都市基

盤の整備と交通の利便性を活かした産業立地を図ります。 

 

4）沿道複合利用地 

①沿道複合利用地 

■国道 136 号等の幹線道路沿道については、自動車利用の

利便性を活かした、店舗等の商業施設や業務施設、サー

ビス施設等が複合して立地する「沿道複合利用地」とし

て配置し、個性的で魅力ある空間づくりを目指した土地

利用の誘導に努めます。 

 

5）土地利用検討エリア 

①土地利用検討エリア 

■既成市街地に隣接し、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の函南塚本 IC に近接する塚本

地区については、道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」が立地する観光交流拠点と

しての機能充実を図るため、観光資源である富士山の眺望を活かした施設や農業の 6 次

産業化施設の誘導等、農業や観光資源の活用に寄与する計画的かつ適切な土地利用につ

いて検討します。また、交通の利便性を活かした積極的な企業誘致や雇用の場の創出を検討

します。 

■既成市街地に隣接した仁田地区及び柏谷地区については、周辺の自然環境に配慮しなが

ら、観光資源（温泉）である「湯～トピアかんなみ」の活用に寄与する計画的かつ適切

な土地利用について検討します。 

■上沢地区及び JR 函南駅周辺の桑原地区については、周辺の豊かな自然環境への配慮と調

和・共存を第一としたうえで、民間活力の活用も視野に入れ駅周辺の活性化や少子高齢

化に対応した都市機能の誘導について検討します。  

沿道複合利用地 
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（2）自然的土地利用の保全方針 

【基本的な考え方】 

●市街化調整区域については、山間地や丘陵地等の自然環境や農業環境、また既存集落地

等が互いに調和・共存することを基本とした、自然的土地利用を図る区域として位置づ

けます。 

●自然環境保全地及び自然環境共存地は、貴重な自然資源が豊かな区域として保全と活用

を図ります。 

●平坦部や丹那盆地、田代盆地の水田・畑地等の優良農地を農業保全地として位置づけ、

農地の適切な保全と観光農業等への活用を図ります。 

●既存集落地等については、周辺の自然環境等に調和しながら、住環境やコミュニティの

維持・向上を図ります。また、今後増加していくことが懸念される空き家に対し、定住

促進に向けた利活用を図ります。 

 

1）自然環境保全地 

■富士箱根伊豆国立公園や函南原生林をはじめとする町

域北部の山間地を「自然環境保全地」と位置づけ、水源

のかん養や保養、自然レクリエーションの場等として、

自然林を含む貴重な自然環境の維持・保全を図ります。 

 

2）自然環境共存地 

■市街地を囲む丘陵地や山間地に、既存集落地等と一体となって農村環境を構成している

田畑、果樹園、里山等の山林を自然環境と生活の営みが共存する「自然環境共存地」と

位置づけ、都市にうるおいと恵みをもたらす貴重な自然資源として保全と活用を図ります。 

■市街化区域の縁辺部や幹線道路沿線等、宅地や工業地等の都市的土地利用の需要に対し

ては、周辺の自然環境や営農環境との調和・共存を第一として、本町及び地域の活力の

維持・創出に資する計画的かつ適切な土地利用を図ります。 

■近年需要が高まっている太陽光発電等の再生可能エネルギー発電施設の設置等について

は、事業区域やその周辺地域の災害防止対策を考慮し、良好な自然環境や自然景観、眺

望景観へ配慮し、設置のあり方を検討します。 

  

富士箱根伊豆国立公園 
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3）農業保全地 

■狩野川の周辺や柿沢川の下流地域周辺、また丹那盆地や

田代盆地に見られる水田や畑地等の優良農地を「農業保

全地」と位置づけ、地域特性を活かした農産物の産地形

成を図るため、今後も農業生産の場として適切に保全し

ます。また、農業と観光との連携も進め、グリーンツー

リズムや観光農業等への活用を積極的に進めます。 

 

4）既存集落地等 

■市街地外において、在来集落として生活圏が形成されて

いる既存集落地と、人口増加等の社会的背景により開発

された住宅地等を「既存集落地等」と位置づけ、現在の

住環境及びコミュニティの維持・向上を図ります。 

■エメラルドタウンやダイヤランド、パサディナタウン等

の別荘地等として民間開発により形成された一団の住

宅地については、今後も自然環境と調和した良好な住宅

地として保全します。 

■文化・コミュニティ活動交流拠点として位置づけられた

文化センター及び図書館と子育てふれあい・地域交流セ

ンターの複合施設（かんなみ知恵の和館）が立地する地

区については、文化活動の中心的役割を担うとともに、

生涯学習の場や町民の情報拠点、多世代交流の場として

充実を図り、子どもから高齢者までが交流できる環境づ

くりを推進します。 

■西部コミュ二ティーセンターや農村環境改善センターについては、地域のコミュニティ

活動の場や既存集落地における拠点施設として、維持・充実を図ります。 

■道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」、かんなみ仏の里美術館、丹那断層公園、湯～

トピアかんなみ等の観光資源の周辺については、富士山の良好な眺望を活かすとともに、

観光資源の有効な利活用に必要であり、観光産業の活性化に寄与する施設の誘導に努め

ます。 

■その他の既存集落地については、自然環境と調和した現在の住環境の維持・向上を図る

ため、集落内道路の整備や排水施設等の生活基盤の整備を必要に応じて進めます。 

  

農業保全地 
（田代地区） 

既存集落地等 
（田代地区） 

函南町文化センターと 
かんなみ知恵の和館 
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2－2｜都市交通の基本方針 

（1）幹線道路網の整備方針 

【基本的な考え方】 

●広域都市間や拠点間の連絡・連携の強化を図るために、幹線道路の段階構成を明確にす

るとともに、それぞれの幹線道路の役割や機能に応じた適切な整備と維持・管理を実施

して、本町の都市構造を支える道路交通体系の実現を図ります。 

●幹線道路等を構成する都市計画道路については、「函南町都市計画道路整備プログラム」

にしたがって、計画的かつ段階的な整備を推進します。 

●都市計画道路の整備状況については、地域特性や財政状況を勘案し、必要に応じて「必

要性再検証ガイドライン」に基づく再検証の検討を行います。 

 

1）広域幹線道路 

■静岡県東部地域の各都市を結び、トリップの長い交通量を処理する道路であり、優れた

走行性と高速性を確保して広域間の連携強化を図ります。 

■伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路については、東駿河湾都市圏の各都市を結ぶ産業道

路・観光道路として活用を図ります。 

■伊豆縦貫自動車道については、伊豆半島方面への新たな

広域幹線道路として、早期の事業化及び事業着手に向け

た働きかけを積極的に行います。 

■国道 136 号バイパス及び伊豆中央道については、伊豆縦

貫自動車道東駿河湾環状道路と接続する伊豆半島方面

への広域幹線道路として、現在の機能を維持します。 

 

2）都市間幹線道路 

■都市間幹線道路は、周辺の各都市を東西又は南北に結び、比較的トリップの長い交通量

を処理する道路であり、優れた走行性を確保して都市間の交通流動の円滑化と連携強化

を図ります。 

■周辺市町との連絡を担うとともに、都市中心拠点及び都

市にぎわい交流拠点へ連絡する町内の主要な移動路線

として整備を推進し、市街地や文化・コミュニティ活動

交流拠点等において、住宅地内を通過する交通の排除及

び歩行者等の安全性の確保を図ります。  
都市間幹線道路 
（国道 136 号） 

国道 136 号バイパス 
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■伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路等の幹線道路網を結ぶとともに、通勤等の生活道路

として、また産業道路としての機能の強化を図るため、整備と維持・管理を推進します。 

 

3）都市内幹線道路 

■都市間幹線道路間や広域幹線道路を結び、市街地の骨格

を形成するほか、市街地と市街地外の新産業拠点、主要

集落との連携強化を図ります。 

■市街地内交通流動の円滑化を図るとともに、市街地内の

地域交流拠点や市街地外の各地域の文化・コミュニティ

活動交流拠点、新産業拠点等の連携の強化を図るため、

整備と維持・管理を推進します。 

 

4）地区幹線道路 

■市街地内の都市内幹線道路を連絡する主要な区画道路、市街地外の主要集落等を結ぶ生

活道路を地区幹線道路として、整備と維持・管理を推進します。 

 

（2）生活道路網の整備方針 

【基本的な考え方】 

●町民の生活に密着している生活道路については、通行や防災上の安全性の確保や地域コ

ミュニティの一体性に配慮するとともに、都市内幹線道路や地区幹線道路を補完し生活

を支える道路として、整備と適切な維持・管理を図ります。 

 

■都市内幹線道路や地区幹線道路を結ぶ主要生活道路として、地域コミュニティの一体性

と安全性の確保に配慮しつつ、幹線道路の整備にあわせた主要な生活道路の整備と維

持・管理を図ります。 

■狭あい道路については、緊急車両の通行が困難な箇所の解消等を目指して、個別の建替

え等にあわせた拡幅整備や地区計画制度の活用を推進します。 

■住宅密集地や市街地に近接している既存集落内の生活

道路においては、交通安全施設の設置とあわせて、速度

抑制を促すイメージハンプ等の道路標示のほか、警察と

連携して一方通行化や「ゾーン 30」等の交通施策の活用

により、歩車共存を図ります。 

  ゾーン 30 
（柿沢台） 

都市内幹線道路 
（（都）八ツ溝仁田線） 
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（3）公共交通体系の整備方針 

【基本的な考え方】 

●今後の高齢化の進行を見据え、自動車交通から公共交通への転換を促進します。特に JR

東海道本線、伊豆箱根鉄道駿豆線、バス、タクシー等の既存交通機関については、その

維持のため、利便性を向上し、町民の利用促進を図り、将来にわたる町民の移動手段の

確保に努めます。 

●既存公共交通サービスの維持に努めるとともに、公共交通空白地域・不足地域の改善に

努めます。そのうえで、町民のニーズや地域特性に応じた公共交通体系のあり方の調査

研究を進め、どこでも誰もが使いやすい公共交通体系の構築を目指します。 

 

■高齢者や学生等の主要な交通手段でもある路線バスの

運行を維持するとともに、公共交通機関の協力のもと、

学生や高齢者、障がい者等が利用しやすく、環境に配慮

した公共交通体系の整備を推進します。 

■今後更に高齢化が進むなか、高齢者等の交通手段を確保

し利便性を高めるため、市街地や主要公共施設等を連絡

するコミュニティバス等の新たな公共交通体系の構築

を検討します。 

■中山間地における地域住民の重要な交通手段となっている自主運行バス等の維持と利用

促進を図るとともに、デマンド型のバスやタクシー等の運行を検討し、山間地から市街

地への交通手段の確保を図ります。 

 

 

（4）人にやさしい交通体系の整備方針 

【基本的な考え方】 

●歩行者や自転車、自動車が安全に利用でき、人に優しい道路環境の整備を推進します。 

●歩道のネットワーク化を推進し、安全・安心な歩行空間の確保に努め、快適な都市環境

の創出を図ります。 

●JR 函南駅等の交通結節点や主要な公共施設の周辺においては、安全で誰もが利用しやす

い交通施設等の環境整備の必要性について、検討を行います。 

 

■商業地や主要公共施設等においては、自家用車をはじめ、自転車、二輪車による利用に

配慮して、駐車場及び駐輪場を適切に配置します。  

路線バス 
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■市街地内や市街地周辺をはじめ、幹線道路等については、

その道路の沿道条件や自転車、歩行者の通行量を考慮し

て、自転車レーンの配置や適正な歩道幅員を確保し、自

転車道・歩道のネットワーク化を推進するとともに、ユ

ニバーサルデザインに配慮した、誰にでも使いやすく安

全な歩道環境整備を推進します。 

 

■安全安心な市街地の形成を目指し、散歩や散策が楽しくなる街並み景観形成と緑化推進

を図ります。また、主な通学路や地区幹線道路等へ、夜間も安心して通行できるよう街

灯等の設置を進め、安全性の向上に努めます。 

■JR 函南駅等の交通結節点のほか、役場や文化センター、かんなみ知恵の和館等の主要な

公共施設の周辺においては、高齢者や障がい者等の利用の安全性と利便性の向上に努め、

バリアフリー化を推進します。 

 

 

 

 

 

  

自転車レーン 
（東駿河湾環状道路） 

函南駅前自転車駐車場 

JR 函南駅エレベータ 
（バリアフリー化） 
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2－3｜都市環境の基本方針 

（1）公園・緑地等の整備方針 

【基本的な考え方】 

●公園や緑地等の機能的な配置と効果的な整備及び保全を図るため、「緑の基本計画」の策

定を検討します。 

●生活に身近な公園を確保するため、住区基幹公園の適正配置と計画的な整備を推進しま

す。また、「みどりの拠点」に位置づけられている運動公園等については、周辺の自然環

境を十分に活かすとともに、町民の生活を豊かにする多様な役割を担う公園として、整

備・維持を図ります。 

●生活に身近な公園の日常的な管理にあたっては、それぞれの公園の使い方や整備の方向

等を、地域の住民とともに探りながら多面的機能の充実を図るとともに、指定管理者制

度の導入検討や公園管理協力団体制度の活用等、町民と協働による運営や維持・管理体

制の確立に努めます。 

●本町の骨格を形成している山間地の自然林や函南原生林については、豊かな自然資源と

して保全するとともに、水源かん養の場として、維持・管理を図ります。 

 

1）住区基幹公園の整備と適切な維持・管理 

■街区公園は主に市街地内を対象に、面積 0.25ha、誘致距離 250ｍを参考に配置し、生活

に身近な公園として整備を推進します。なお、身近な公園・緑地が不足している密集市

街地や見通しの悪い交差点付近等においては、未利用地等を活用したポケットパークの

整備を状況に応じて検討します。 

■近隣公園は主に市街地内を対象に、面積 2ha、誘致距離 500ｍを参考に配置し、防災機

能を含めた近隣の身近な公園として整備を推進します。 

■函南町の歴史的財産である柏谷横穴群のほか、運動施設として野球場等を有し、地区公

園として整備された柏谷公園については、歴史とふれあう場、スポーツ・健康づくりの

場、コミュニティ形成の場等、多くの町民が集う多目的公園として活用を図るとともに、

老朽化した施設の更新や子育て世代に配慮した施設の再整備等、適切な維持・管理を図

ります。 

 

2）その他の特徴的な公園等の整備と適切な維持・管理 

■函南運動公園は、町民の憩いの場、スポーツ・健康づくりの場、交流の場等、多様な役

割を担う公園として整備と適切な維持・管理を推進します。また、災害時における自衛

隊の活動拠点等として活用できるよう、防災機能の確保を図ります。
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■日守山公園は、町民や観光客が自然にふれあい、レクリエーションを楽しむ場として活

用と維持・管理を図ります。 

■地域住民の憩いの場となっている仁田さくら公園や畑

毛せせらぎ公園等、生活に身近な公園・広場の活用と維

持・管理を図ります。 

■伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の高架下空間を有

効に活用したふれあい東公園・やすらぎ西公園の維持・

管理を図ります。 

 

3）豊かな自然緑地等の保全と適切な維持・管理 

■函南原生林等、函南町の良好な自然緑地となっている山間地の自然林は、豊かな自然資

源として保全するとともに、水源かん養の場として、また多くの動植物の生息環境と四

季折々の風景を演出する場として維持・管理を図ります。 

 

（2）水と緑を活かした都市環境の創出方針 

【基本的な考え方】 

●生活の中にうるおいをもたらす身近な水・緑の保全と適切な維持・管理を図るとともに、

これらをネットワーク化して活用を図ります。 

●上水道や簡易水道等、安定的な供給の維持を図ります。 

●生活排水の適切な処理を行い、衛生的な生活環境の創出を図ります。 

 

1）生活に身近な水・緑の保全と活用 

■市街地や既存集落地等を取り巻く斜面林や樹林地等については、うるおいのある生活環

境を創出する身近な緑地として保全するとともに、適切な維持・管理により動植物の生

息環境の保全を図ります。 

■狩野川、大場川、来光川、柿沢川等の河川沿いに整備された堤防遊歩道は、水辺のうる

おいを感じることのできる貴重な河川緑地空間として活用の促進と住民との協働により

適切な維持・管理を図ります。また、堤防遊歩道と公園・

緑地等を緑道や自転車道等により効果的なネットワー

クを構築して、生活の中で身近な自然にふれあい、楽し

むことのできる都市環境の創出を図ります。 

 

 

 

やすらぎ西公園 

柿沢川 
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■八ツ溝川等、市街地や既存集落地等を流れる用水路と遊歩道については、生活に身近な

水辺空間として、住民との協働により適切な維持・管理を図ります。また、河川堤防と

遊歩道のネットワークの充実を図ります。 

 

2）水資源と用水の確保 

■来光川や柿沢川等の河川の豊かな水の流れの確保と地下水のかん養を図るため、函南原

生林等の森林を適切に保全し、森林の保水力の維持を図るとともに、過剰な地下水利用

の防止を図ります。 

■上水道等、町民の生活を支える基本的かつ重要な供給施設については、適切な維持・管

理を図ることによって町民への安定的な供給を維持するとともに、限りある貴重な水資

源として有効活用します。 

 

3）公共下水道等の整備と合併処理浄化槽設置の推進・普及 

■快適で衛生的な都市環境を創出するため、公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事

業を推進するとともに、宅内から下水道管への接続を促進して、公共用水域の水質向上・

汚濁防止を図ります。また、下水道幹線の耐震化やマン

ホールの浮上対策など地震対策を推進します。 

■公共下水道等の計画処理区域以外については、汚水処理

を適切かつ効率的に進めるため、合併処理浄化槽の普及

促進及び単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への設置替

えの促進を図ります。 

 

（3）資源循環型都市づくりの方針 

【基本的な考え方】 

●地球温暖化等地球レベルの環境問題に取り組むため、生活に身近なところから資源の

循環利用を促進するとともに、省エネルギーに努め再生可能エネルギーの利用促進を

図ります。 

●近距離の徒歩・自転車移動や公共交通機関の利用促進等の啓発活動に取り組み、日常

生活や都市活動により発生する温室効果ガス発生の軽減等、環境への負荷の軽減を図

ります。 

●資源の循環利用を支える函南町ごみ焼却場・リサイクルプラザ等の施設については、安

定的な処理を維持するため、適切な維持・管理を図ります。 

 

 

マンホール浮上防止対策 
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1）資源、エネルギーの有効利用 

■簡易包装や環境にやさしいグリーン製品の購入推進等により、資源の節約とごみの発生

の抑制を図ります。 

■資源ごみの分別収集の徹底や、生ごみ処理機の普及等、廃棄物のリサイクルを推進する

ほか、再利用品の使用を促進することにより、資源の有効利用に努めます。 

■公共施設のほか、家庭や工場・事業所等への省エネルギーや再生可能エネルギー設備等

の普及を促進し、エネルギーの消費が少ないまちづくりを進めます。 

 

2）環境負荷の軽減 

■低公害車等の普及促進やアイドリングストップ運動等の啓発活動の推進により、自動車

からの二酸化炭素発生の軽減を図ります。 

■慢性的に交通渋滞が発生しているような幹線道路については、多くの歩行者や自転車が

横断する交差点等、交通渋滞の発生要因となっているボトルネック地点の改善を進める

ことによって道路交通体系の円滑化を図り、通行車両からの二酸化炭素発生の軽減を図

ります。 

 

3）資源循環型都市づくりの実現を支援する施設の維持・管理 

■函南町・伊豆の国市・伊豆市の生活排水処理を行う狩野川東部浄化センターの適切な維

持・管理を促進します。 

■田代地区の良好で衛生的な環境を維持するため、田代地区農業集落排水処理施設の適切

な維持・管理を図ります。 

■公共下水道事業や農業集落排水事業の計画区域外において個人により設置された合併処

理浄化槽については、適切な維持・管理を図るための啓発・指導を推進します。 

■函南町ごみ焼却場・リサイクルプラザや函南町し尿処理場、また函南町一般廃棄物最終

処分場等の施設については、施設の適切な維持・管理を図ることにより、ごみや廃棄物

等の安定的な受け入れを行い、都市環境の向上を図ります。 

 

  

函南町ごみ焼却場・リサイクルプラザ 田代地区農業集落排水処理施設 
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2－4｜都市防災等の基本方針 

（1）災害に強い都市づくりの方針 

【基本的な考え方】 

●これまでにたびたび受けた洪水被害や発生が危惧されている東海地震や南海トラフ巨大

地震等の大規模震災等町民の命と財産を脅かす災害に対して、防災と減災の観点から都

市づくりを推進します。 

●地震による建築物の倒壊や火災による延焼の防止を図るため、木造住宅の耐震診断及び

耐震改修や不燃化を促進するとともに、災害時の避難行動の安全性や迅速性を確保する

ため、安全な避難路の確保や公園等のオープンスペース等の確保と町民への周知を図り

ます。 

●降雨による洪水被害を防止するため、山林が有する保水機能の維持・向上を図るととも

に、河川の未改修区間の整備に努めます。また、浸水被害の解消・軽減のため、内水排

除施設の適切な管理により排水能力の維持を図るほか、道路舗装等への透水性舗装の導

入や公共施設への雨水貯留施設の設置の推進、宅地においても雨水浸透ますや雨水貯留

槽等の設置の促進を図ります。 

 

1）地震・火災に強い都市づくり 

■災害時の迅速な避難行動や緊急物資、応急復旧資機材等の緊急輸送を円滑に行うため、

国道、県道及び都市計画道路等の幹線道路の整備推進とネットワーク化を図ります。 

■既成市街地内の木造密集地区等については、災害時の避難行動の安全性の確保や応急対

策活動を円滑に行うため、必要に応じて生活道路の拡幅整備等を推進するとともに、木

造住宅の耐震化や危険なブロック塀の撤去等を促進します。また、火災による延焼被害

を防止するため、公園等のオープンスペースの確保に努めるとともに、防災資機材や耐

震性防火水槽等の設置を推進して、防災機能の維持・向上を図ります。 

■地震による倒壊の防止と応急活動の拠点、避難地としての機能の確保を図るため、公共

建築物の耐震化を推進します。また、民間建築物や一般住宅についても、耐震診断及び

耐震改修や不燃化の促進を図ります。 

■急傾斜地や土石流・地すべりの発生の恐れがある箇所等については、土砂災害情報や避

難場所等を土砂災害ハザードマップにより周知し、避難場所や経路、心得等をあらかじ

め徹底して、警戒避難体制の充実を図ります。 

■軟弱地盤が広く分布する地域や、地盤の液状化が予想される地域においては、地震によ

る被害の可能性を周知するとともに、被害の軽減を図るため、必要な対策を講ずるよう

指導するなど、対策を促進します。 
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2）水害に強い都市づくり 

■山林の適切な管理を推進することにより、山林が有する保水機能の維持・向上を図り、

土砂災害や雨水の流出の防止を図ります。 

■降雨による洪水被害を防止するため、来光川等の河川改

修を推進します。また、準用河川、普通河川についても

必要に応じた改修に努めます。 

■降雨による浸水被害を解消・軽減するため、内水排除施

設の適切な管理により排水能力の維持を図るとともに、

低地部への急激な雨水の流下防止と内水排除施設にか

かる負担軽減を図るため、道路整備にあわせた透水性舗

装の導入のほか、公共施設に設置されている雨水貯留施

設の適切な維持・管理を図ります。また、住宅地等の宅

地においても、雨水浸透ますや雨水貯留槽等の設置を促

進し、河川への流出抑制に努めます。 

■丘陵山間地については、降雨量の増加により崖崩れや地すべり等が発生する危険性があ

るため、必要な災害防止対策を講じるとともに、軟弱な斜面地等の開発の抑制を図ります。 

 

（2）防災施設等の整備、充実等の方針 

【基本的な考え方】 

●防災拠点となる役場庁舎や小・中学校等の広域避難所に指定されている公共施設につい

ては、防災設備等の充実を図ります。 

●避難地となる小・中学校の運動場や公園等の整備と確保を図るとともに、備蓄倉庫等の

災害応急対策施設の整備を図ります。 

●発災初動期の迅速かつ的確な応急対策が行われるよう、効果的な防災訓練の実施等、町

民一人ひとりに対し防災意識の啓発を行い、地域コミュニティを中心とした「自助・共

助」による地域防災力の充実・強化を図る取組みを推進します。 

 

1）防災拠点等の整備 

■防災拠点としての機能を有する役場庁舎や広域避難所に指定されている小・中学校等の

公共施設については、災害時を想定した関連施設の整備や防災資機材の充実を図ります。 

■東海地震や南海トラフ巨大地震等、予想される大規模災害に備えて、緊急搬送や物資搬

送のためのヘリポート等を市街地や中山間地の既存集落地等、地域の実情に応じて配

置・確保の検討を行うとともに、町内への緊急輸送路の整備を促進します。 

■災害時に迅速かつ的確な応急対策ができるよう、駿東伊豆消防本部や消防団及び地域医

療施設との連携のもと消防、救急体制の充実・強化を図ります。  

内水排除施設（稲妻排水機場） 

雨水貯留施設（簡易貯留型） 
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2）避難地等の整備 

■小・中学校の運動場や公園等については、避難地として避難者の収容能力を確保すると

ともに、備蓄倉庫や耐震性貯水槽等の災害応急対策施設を必要に応じて整備します。 

■東海地震や南海トラフ巨大地震等、予想される大規模災害に備えて、必要な応急仮設住

宅の設置スペースを確保します。 

 

3）地域の防災力の向上 

■避難所や避難地等において、発災直後の復旧・復興活動

が円滑かつ迅速に行われるよう、普段からハザードマッ

プ等による防災情報の周知に努めます。また、町民一人

ひとりが防災意識を高め、効果的な防災訓練等を推進する

ことにより、地域の自主防災力の充実・強化を図ります。 

 

（3）犯罪の起きにくい都市づくりの方針 

【基本的な考え方】 

●安全・安心な都市生活・都市活動が行えるように、防犯施設の設置やオープンスペース

等の確保等、犯罪から町民を守るための整備を推進します。 

●地域の防犯力の向上を目指し、自主防犯活動等の取組みを促進するほか、町民一人ひと

りに対する自主防犯意識向上のための啓発を行います。 

 

1）防犯に配慮した環境整備 

■道路や公園、駐車場・駐輪場等の公共空間については、防犯灯や防犯カメラ等の設置を

推進するとともに、オープンスペースの確保や道路からの視線をさえぎる障害物の除去、

植栽等の配置の工夫を推進して、防犯に配慮した都市基盤整備を促進します。 

■防犯・防災上の課題がある空き家等については、地域等と連携を図り、管理不全等によ

り倒壊や失火等が起こらないよう適正な管理について働きかけを行うほか、特定空家等

の認定による措置を講じる等、空き家を増加させない施策を推進します。 

 

2）地域の防犯力の向上 

■防犯パトロール等、地域ぐるみの自主的防犯活動を促進し、通学路等における危険箇所

の把握や周知に努めるとともに、町民一人ひとりの防犯意識の高揚や地域の防犯リーダ

ーの養成等、地域の防犯力の向上を図ります。  

防災訓練 
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2－5｜都市景観の基本方針 

（1）豊かな自然・歴史資源等を活かした景観の方針 

【基本的な考え方】 

●山間地・丘陵地の豊かな森林緑地や狩野川や来光川、柿沢川等の河川は、函南町の自然

景観を表す骨格的な要素であることから、今後も保全を図るとともに、魅力的な景観要

素を背景とした自然とのふれあいの場、また憩いの場としての活用を図ります。 

●丹那盆地や田代盆地、柿沢川の下流部周辺に広がる水田等の良好な景観を保全するとと

もに、これらの地区に点在する既存集落地等については、周辺の農地や自然環境との調

和を図ります。 

●国道 136 号や（主）熱海箱根峠線、（主）熱海函南線（熱函道路）等の幹線道路、日守山

公園・十国峠等、富士山の良好な眺望景観が得られる地域においては、眺望点として保

全を図るとともに、観光資源を有効活用する施設等の誘導や眺望点までの案内施設の整

備、視界を確保するための環境整備を行います。 

●函南町の歴史や文化を次世代へ継承をするため、社寺・仏閣等の貴重な歴史・文化的資

源の保全を図るとともに、これらの資源を有効に活用したまちづくりを推進します。 

 

1）自然・緑地景観等の保全と活用 

■山間地・丘陵地の緑豊かな緑地景観は、今後も保全するとともに、自然とのふれあいの

場・憩いの場としての活用を図ります。 

■鞍掛山や十国峠、玄岳等の箱根連山の山頂や稜線は、本町の自然景観の骨格であり、良

好な眺望点を有するとともに、美しいスカイラインを形成する重要な要素であるため、

維持・保全に努めます。 

■狩野川や来光川、大場川、柿沢川等の河川の水辺景観は、

函南町の骨格的なうるおい環境軸を形成しているため、

適切な保全を図るとともに、自然とのふれあいの場・憩

いの場としての活用を図ります。 

 

2）田園景観の保全と活用 

■柿沢川の下流部周辺に広がる優良農地は、市街地にうるおいをもたらすのどかな田園景

観を創出しているため積極的に保全するとともに、周辺建築物の田園景観との調和を図

ります。 

■丹那盆地や田代盆地に広がる水田地域と点在する農家住宅を主とした既存の集落地は、

良好な集落地を維持していくため、田園景観と建築物等の調和を図っていきます。 

来光川 
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■農地の荒廃化による田園景観の悪化を防止するため、遊休農地や休耕地については、農

地中間管理事業の活用や新規就農・企業参入への支援を図ります。 

 

3）眺望景観の保全と環境整備 

■伊豆中央道や国道 136 号及びバイパス、（主）熱海函南線（熱函道路）、また伊豆スカイ

ラインや（主）熱海箱根峠線等、富士山への良好な眺望景観や広大なパノラマ景観が得

られる幹線道路は、函南町をイメージづける重要な景観

軸として保全するとともに、富士山等の景観に調和した

道路景観の形成を図ります。 

■日守山公園や狩野川東部浄化センター多目的広場、また

十国峠等は、良好な眺望景観が得られる眺望点としての

保全・活用を図るとともに、眺望点への案内施設等の充

実を図ります。 

■市街地等から望む富士山の良好な眺望点の保全に努めます。 

 

4）歴史・文化資源の保全と活用 

■函南町に伝わる歴史や文化を後世に継承するため、柏谷横穴群や丹那断層公園・火雷神

社等の貴重な歴史・文化資源を保全するとともに、かんなみ仏の里美術館の充実を図り、

町民が歴史にふれあい、学ぶことのできる機会の創出を図ります。 

■丹那断層公園や柏谷横穴群をはじめとするジオポイントについては、その地質、地形、

歴史等が現れた貴重な景観を保全し、伊豆半島ジオパークを構成する資源として活用を

図ります。 

■観光客等への歴史・文化資源のＰＲを効果的に行うため、道の駅・川の駅「伊豆ゲート

ウェイ函南」からの情報発信や SNS を活用した観光情報の発信の充実を図ります。 

 

  

柏谷横穴群 

函南町役場からの眺望 
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（2）魅力ある市街地景観等の形成方針 

【基本的な考え方】 

●都市の個性や魅力を創出するため、拠点として位置づけられる市街地等においては、拠点

機能や特性に応じた適切な街並み景観の整備・誘導を図ります。住宅を主体とした市街地

においては、緑化等の取組みを促進し、ゆとりとうるおいのある景観の創出を図ります。 

●市街地を取り巻く斜面林・樹林地等については、市街地にうるおいをあたえる緑地景観

として保全します。また、市街地内の公園・樹林地や狩野川や来光川等の河川緑地とそ

の堤防遊歩道についても、市街地の貴重な緑地・水辺空間として保全するとともに、生

活に身近な自然とのふれあいの場、また憩いの場としての活用を図ります。 

●幹線道路が通過する地域においては、周辺の自然環境や街並み等と調和した道路・沿道

景観の形成を図ります。また、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の両側の植栽帯につ

いては、市街地のうるおい空間として適正な植栽管理を促進します。 

 

1）魅力ある市街地景観の形成 

■市街地内の官公庁施設周辺や商業地については、都市の

イメージ形成上重要な役割を持つため、施設の修景的配

慮とあわせて周辺の環境整備を進め、魅力やにぎわいの

ある都市景観の形成を図ります。 

■住宅を主体とした市街地においては、ゆとりとうるおい

のある良好な街並み景観の形成・創出を図るため、地区

計画等の制度の活用を促進するととともに、地域等の緑

化への取組みを促進します。 

■JR 函南駅や伊豆箱根鉄道駿豆線の伊豆仁田駅等の鉄道駅周辺、また東駿河湾環状道路の

IC 周辺や主要な幹線道路の交差点付近等の交通結節点においては、函南町を訪れる観光

客等に函南町をＰＲし、函南町をイメージづける重要な役割を有しているため、玄関口

としてふさわしい良好な景観形成を図ります。 

■市街地を取り巻く斜面林・樹林地等については、市街地にうるおいをあたえる緑地景観

として保全します。また、市街地内の公園・樹林地等や、狩野川、来光川等の河川とこ

れらの河川沿いに整備された堤防遊歩道については、市街地の貴重な緑地・水辺景観と

して保全するとともに、生活の中の身近な自然とのふれあいの場・憩いの場としての活

用を図ります。 

 

  

函南町役場周辺の景観 
（緑化） 
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2）幹線道路の道路・沿道景観の形成 

■高架構造物の伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路については、電線類が地中化されて

おり、地区計画により周辺の自然環境や街並みに配慮・調和した沿道建物の誘導を進

めます。 

■国道 136 号や（主）熱海函南線（熱函道路）、また伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路等

の主要な幹線道路は、函南町を訪れる観光客や通過車両等に函南町をイメージづける重

要な役割を有しているため、植栽等の緑の配置や屋外広告物の適正な設置誘導等により、

うるおいのある美しい道路・沿道景観の形成を図ります。 

■（一）清水函南停車場線や（一）田原野函南停車場線、また（一）函南停車場反射炉

線等の幹線道路は、住宅地や市街地周辺の既存集落地等を連絡する幹線道路であるた

め、屋外広告物の適正な設置誘導を図るとともに、道路周辺の住環境や自然環境に配

慮した修景整備を推進する等、地域住民に親しまれる良好な道路・沿道景観の形成を

図ります。 

  

電線類の地中化 
（伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路） 
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1 地域別構想とは 

1－1｜地域別構想の主旨 

地域別構想では、全体構想の将来都市像や都市づくりの方針との整合を図りながら、町民か

ら見てわかりやすい地域ごとに、地域の課題やまちづくりの方向性を明らかにします。 

 

 

全体構想は、函南町全域を対象として、都市のあるべき姿や都市づくりの基本

的な考え方を示したものでありますが、町民の立場から見ると、自分の住む地域

の具体的な姿がわかりにくい面があります。 

そこで、町民がわかりやすい地域に区分し、それぞれの地域について、全体構

想における都市づくりの方針との整合を図りながら、地域の課題やまちづくりの

方向性を明らかにするものとして、地域別構想を策定します。 
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1－2｜地域別構想の構成 

「函南町都市計画マスタープラン」の地域別構想は、地域別構想の策定組織である「地域協

議会」（2009 年（平成 21 年）10 月）の委員の皆さんから示された地域のまちづくりの課題、

課題を解決するためのまちづくりの考え方等の意見や、その他多くの町民の皆さんからの意見

等をもとに、協働により策定した旧構想を継承しつつ、地域の現況等を踏まえ、全体構想で示

した将来都市像や基本方針の実現と地域の課題の解決を目指すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《地域別構想》 
 

─ 地域づくりのテーマ ─ 

・地域のまちづくりの目標となる「地域づくりのテーマ」をスローガンとして

掲げています。テーマは、地域協議会（2009年（平成21年）10月）で委員の

みなさんから募集したテーマを参考に作成したテーマを継承しています。 

（１）地域の概況と地域づくりの課題 

①地域の概況 

②地域づくりの課題 

・地域の概況と地域づくりの課題を整理しています。 

・地域づくりの課題は客観的・都市計画的な観点で課題を整理しています。 

（２）地域づくりの基本方針 

・「地域づくりの基本方針」は、全体構想の「分野別基本方針」で掲げられ

た分野ごとに整理してあります。 

・また、各々の地域の特性や特徴を浮かび上がらせるため、「重点方針」と

「その他の基本方針」に分類して整理しています。 

 

 

・「地域づくりの基本方針」の総括として「将来まちづくり構想図」に整理

しています。詳細な内容については、「地域づくりの基本方針」として整

理してあります。 
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2 地域区分の考え方 

 

「函南町都市計画マスタープラン」において、地域別構想の作成にあたり、地域区分は、「小

学校区」単位を「地域」と捉え、以下の５つの地域に区分しました。 

１ 西小学校区 

２ 函南小学校区 

３ 東小学校区 

４ 丹那小学校区 

５ 桑村小学校区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域区分
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3 地域別まちづくり構想 

3－1｜西小学校区 

－ 地域づくりのテーマ － 

豊かな自然と共存し、安全・安心・快適な住環境の形成と  

活力とにぎわい溢れるまちづくり 

地域を流れる狩野川、大場川、来光川をはじめとする河川や、大嵐山（日守山）、水田等の

田園景観・里山景観の保全に努め、これらの豊かな自然資源と共存しながら、道路整備や治

水対策等の安全性や利便性を高める都市基盤の充実を図り、安全・安心・快適な住環境を創

出するとともに、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路沿線の中心市街地等における活力とに

ぎわいの創出を図るためのまちづくりを目指します。 

（1）地域の概況と地域づくりの課題 

①地域の概況 

面 積 482.9ha 構成する区 新田、塚本、肥田、 

日守、間宮 

 

（50音順） 

人 口 9,953 人 

世帯数 4,271 世帯 

都市施設、主要交通施設及び文化財 

●狩野川東部浄化センター ・間宮川向公園 ●日守山公園  ●ふれあい東公園 ●興聖寺 

●道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」   ●間宮児童公園 ●やすらぎ西公園 ●中里横穴群 
※人口・世帯数は、2018 年（平成 30 年）3月末現在 

②地域づくりの課題 

■伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路及び町道 2-24 号線（熱函道路）沿道について、地区計画制度

の運用により、商業・業務施設の集積によるにぎわいの創出や良好な沿道景観の確保を図る必要が

あります。 

■国道 136 号沿線については、沿道利用の利便性を活かした沿道複合利用地として誘導し、魅力

ある沿道空間づくりを進める必要があります。 

■市街地の幹線道路の後背地等に広がる住宅地については、都市基盤整備の推進とあわせて、安

全・安心な住環境の創出及び保全が必要です。 

■伊豆箱根鉄道駿豆線の伊豆仁田駅に近接し、市街地の縁辺部に位置する仁田駅南側地区や、既

存の国道 136 号バイパスに加え、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の函南塚本 IC が整備さ

れた塚本地区においては、保水・遊水機能を持つ農地や周辺の自然環境に配慮しながら、計画

的かつ適切な土地利用の可能性について検討が必要です。 

■地域南部の平坦部では、既存集落地と農地が共存した田園景観の保全を図るとともに、それら

を活用したまちづくりを進める必要があります。 

■町を流下する河川の下流域に位置する本地域においては、河川の治水機能の強化を図るととも

に、河川周辺の豊かな自然環境を保全する必要があります。 

■地域南部の大嵐山（日守山）と地域資源である日守山公園については、豊かな自然景観の保全・

管理をする必要があります。 
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（2）地域づくりの基本方針 ≪西小学校区 将来まちづくり構想図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

１－１ 中心市街地の商業・業務施

設の集積によるにぎわいの創出 

３－３ 函南観音川の保全と活用 

３－１ 間宮川向公園の適切な維持・管理 

３－３ 大場川の保全と活用 

４－１ 大場川の適切な維

持・管理 

２－２ 西小周辺の通学

路の生活道路・通学路の安

全性の向上 

４－６ 西小の防災資機

材の確保 

２－３ 伊豆仁田駅周辺の生

活道路の整備・安全性の確保 

１－８ 伊豆仁田駅南側地区

の土地利用の可能性の検討 

５－２ 蛇ヶ橋からの

富士山の眺望の保全 

３－３ 来光川の保全と活用 

４－１ 来光川の適切な維

持・管理 

５－２ 鈴川橋からの

富士山の眺望の保全 

５－１ 田園景観の保全 

４－１ 狩野川の適切な維持・

管理 

４－５ 大嵐山（日守山）の土砂災

害危険箇所の計画的な対策と山林の

適切な管理の推進 

１－９ 優良農地の保全

と遊休農地の活用 

５－１ 田園・里山景観の

保全 

２－４ (都)肥田仁田線の整備推進 

３－７ 西部コミュニティセンターの

都市活動・地域交流の場としての活用 

３－３ 狩野川の保全と活用 

１－２ 都市的土地利用の適正な配

置・純化と市街化区域内の低・未利用

地の有効活用 

２－１ 安全・安心に通行できる生活

道路の整備の推進 

２－２ 安全・安心な通学路の整備の

推進 

 

４－２ 内水排除施設の適切な管理

と雨水貯留施設等の設置の促進 

２－５ 既存公共交通の維持・利用促

進と公共交通のあり方の検討 

３－４ 公共下水道事業の推進と接続

の促進・合併処理浄化槽の設置の促進 

３－６ 多様な世代のコミュニケーシ

ョンの場づくりと機会づくりの創出 

３－７ 各区公民館等の都市活動・地

域交流の場としての活用 

 

４－４ 避難地や避難路の整備と木造

住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤去

等の促進 

４－６ 地域の防災体制の強化と避難

所等の防災資機材の確保 

４－７ 防犯灯等の設置の促進 

４－８ 地域コミュニティの維持・強

化と地域住民の防犯意識の高揚の促進 

４－９ 空き家対策の促進 

 

 

地域全体に関わる方針 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 

５－４ 興聖寺の保全と活用 

５－２ 道の駅・川の駅からの

富士山の眺望の保全と活用 

４－３ 河川防災ステーション

と連携した水害対策の充実 

５－３ 国道 136号の良好な沿道景

観の形成 

２－４ 国道 136号の良好な沿道空

間の確保 

１－４ 国道 136号沿道の沿道複合

利用地として土地利用の促進 

１－７ 塚本地区の土地利用

の可能性の検討 

５－２ 東部浄化センター多

目的広場からの富士山の眺望

の保全と活用 

３－５ 興聖寺周辺の寺社屋

敷林の保全と活用 

１－３ 大場駅南側地区の地域交流

の場としての機能確保 

１－６ 既存集落地の住環境

の維持・向上 

５－４ 中里横穴群の保全と活用 

５－３ 地区計画制度等を活用し

たにぎわいある沿道景観の形成 

４－１ 函南観音川の適切な維持・管理 

３－５ 大嵐山（日守山）の保全と

活用 

３－２ 日守山公園の適切な維

持・管理と活用 

５－２ 大嵐山（日守山）の眺

望点の保全 

１－９ 優良農地の保全

と遊休農地の活用 

２－４ 熱函道路の良好な

沿道空間の確保 

３－１ ふれあい東公園・

やすらぎ西公園の適切な維

持・管理 

３－１ 間宮児童公園の適

切な維持・管理 

１－５ 住宅地の良好な住環境

の創出 



 

函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版   

2-6 

≪地域づくりの基本方針≫ 

方針１：土地利用の誘導・市街地整備の基本方針 

 

■中心市街地に商業・業務施設等の集積を図り、にぎわいを創出します。 

１－１ 中心市街地の商業・業務施設の集積によるにぎわいの創出 

伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路及び町道 2-24 号線（熱函道路）沿道において、地区

計画制度の適正な運用により、沿道利用型の商業施設や業務施設の集積を図り、本町の中心

市街地としてにぎわいを創出します。また、良好な沿道景観の形成と安全・快適な歩道空間

の形成を図ります。 

■地域の実情に応じた計画的な土地利用の誘導・推進を図ります。 

１－２ 都市的土地利用の適正な配置・純化と市街化区域内の低・未利用地の有効活用 

地域の土地利用のバランスを維持・向上するため、農業等の自然的な土地利用に配慮しな

がら、住宅地、商業地等の都市的土地利用の適正な配置と純化に努め、計画的かつ健全な土

地利用を推進します。また、市街地内に存する低・未利用地の有効活用を促進します。 

１－３ 大場駅南側地区の地域交流の場としての機能確保 

伊豆箱根鉄道駿豆線の大場駅南側地区については、既存の商業機能を活かしつつ、主に近

隣地域を対象とした生活に必要な日用品等の商業・サービス施設の立地を進め、地域の交流

の場としての機能を確保します。 

１－４ 国道 136 号沿道の沿道複合利用地として土地利用の促進 

国道 136 号沿道については、自動車利用の利便性を活かし、店舗等の商業施設や業務施

設等が複合した立地を図り、個性的で魅力ある空間づくりを目指した土地利用を図ります。 

■快適な住環境づくりを進めます。 

１－５ 住宅地の良好な住環境の創出 

住宅地については、安全・安心・快適な住環境の維持・向上を図るため、地区計画制度等

のまちづくりのルールの導入を検討し、良好な住環境の創出を図ります。また、伊豆仁田駅

周辺に、住宅地内の地域交流の場として、比較的小規模な商業施設や店舗併用住宅等の立地

を誘導し、住環境の保全に努めます。 

１－６ 既存集落地の住環境の維持・向上 

既存集落地等において、周辺の豊かな自然環境と調和するとともに、良好な住環境を維

持・向上するため、必要に応じて排水施設や集落内道路等の生活基盤の整備を進めます。ま

た、開発行為や建築行為等が行われる場合には、周辺環境を悪化することのないようにする

とともに、地域住民への情報公開や地域住民の意見を反映できるような仕組みづくりについ

て検討します。 

  

 
重点方針 
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■新たな土地利用の可能性について検討します。 

１－７ 塚本地区の土地利用の可能性の検討 

既成市街地に隣接し、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環

状道路の函南塚本 IC が近接する塚本地区については、

道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」をはじめと

する道路利用者のための沿道利用施設の充実や農業の

6 次産業化施設の誘導等による観光交流拠点としての

機能を確保します。また、交通の利便性を活かした積

極的な企業誘致や雇用の場の創出を検討します。 

１－８ 伊豆仁田駅南側地区の土地利用の可能性の検討 

既成市街地に隣接した伊豆仁田駅南側地区については、交通結節点である伊豆箱根鉄道駿

豆線の伊豆仁田駅に近接した利点を活かすとともに、周辺の自然環境へ配慮しながら、移

住・定住の受け皿となり得る良好な住宅地として市街化区域への編入等を含めた計画的かつ

適切な土地利用の可能性を検討します。 

■優良農地を保全するとともに、遊休農地の有効活用を検討します。 

１－９ 優良農地の保全と遊休農地の活用 

日守地区や肥田地区、新田地区等に広がる水田や畑地の優良農地の保全を図ります。また、

地域に存する遊休農地について把握し、農地中間管理事業の活用や新規就農・企業参入への

支援を図る等、遊休農地の活用の可能性を検討します。 

 

方針２：都市交通の基本方針 

 

■安全・安心な生活道路等の整備や通学路の整備を推進します。 

２－１ 安全・安心に通行できる生活道路の整備の推進 

誰もが安全・安心に通行できる生活道路の整備を推進します。住宅地や既存集落地及びそ

の周辺では、幹線道路から住宅地内への通過交通流入を抑制するとともに、特に交通事故等

の危険性が高い生活道路については、必要に応じて道路の拡幅や自動車交通と歩行者・自転

車交通の分離を図るための歩道やガードレール等の設置を検討する等、安全な道路空間の形

成を図ります。また、住宅密集地や市街地に近接する既存集落内の生活道路においては、イ

メージハンプ等による速度抑制や一方通行、「ゾーン 30」等の交通施策の活用により、歩車

共存を図ります。 

  

 
その他の基本方針 

 
重点方針 

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」 
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２－２ 安全・安心な通学路の整備の推進 

安全・安心な通学路の整備を推進します。特に西小学校周辺の道路の安全性を高めるため、

できる限り自動車交通と歩行者・自転車交通の分離に努めるとともに、適切な場所に横断歩

道やカーブミラー等の交通安全施設の設置を進めます。また、防犯灯の設置の促進により、

地域の安全確保に努めます。 

２－３ 伊豆仁田駅周辺の生活道路の安全性の確保 

伊豆箱根鉄道駿豆線の伊豆仁田駅周辺については、交通結節点であるとともに、地域住民

の生活の場でもあるため、誰もが安心して安全に通行できる生活道路空間としての整備・改

善を進めます。 

２－４ 幹線道路の良好な沿道空間の確保と（都）肥田仁田線等の整備推進 

伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路や国道136号及びバイパス等の幹線道路については、

自転車レーンの配置を推進するとともに、ユニバーサルデザインの理念の導入やバリアフリ

ー化等を推進し、誰にでも使いやすくやさしい道路づくりに努めます。また、地区内の円滑

な交通の実現と、安全で快適な歩行空間の確保を図るため、（都）肥田仁田線等の都市計画

道路の整備を計画的かつ段階的に推進します。 

 

■既存公共交通機関の利用促進と地域住民の移動手段となる公共交通のあり方を検討し

ます。 

２－５ 既存公共交通機関の維持・利用促進と公共交通のあり方の検討 

地域住民の移動手段となる公共交通については、路線バス等の既存公共交通機関の維持と

利用促進を図りながら、地域の特性や利用者の需要動向を踏まえたうえで、主要な公共施設

等へ連絡するコミュニティバス等の新たな公共交通体系の構築等、必要に応じた公共交通の

あり方について検討を行います。 

 

方針３：都市環境の基本方針 

 

■生活に身近な公園等の整備を推進します。 

３－１ 生活に身近な公園の適切な維持・管理 

地域住民の身近な憩いの場として、間宮川向公園、間宮児童公園、ふれあい東公園、やす

らぎ西公園等の公園や広場等は指定管理者制度の導入検討や公園管理協力団体制度の活用

等を進め、地域住民やボランティア等により、適切な維持・管理を図ります。 

  

 
その他の基本方針 

 
重点方針 
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３－２ 日守山公園の適切な維持・管理と活用 

地域の代表的な公園である日守山公園については、豊か

な自然に囲まれた環境を保全し、地域住民やボランティア

等により、適切な維持・管理を継続的に推進して、地域住

民のうるおいの場・憩いの場のみならず、町民や観光客が

自然と親しむレクリエーションの場として活用を促進し

ます。 

 

■狩野川や来光川等の河川の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

３－３ 狩野川や来光川等の河川の保全と活用 

本町及び地域にとって貴重な自然資源である狩野川や来光川、大場川等の河川については、

都市にうるおいをあたえる貴重な水辺空間として保全・活用を図ります。また、河川堤防を

活かした遊歩道の整備により、河川に親しみが持てるような取組みを推進するとともに、堤

防遊歩道と公園・緑地等のネットワーク化を図り、ウォーキングやサイクリング等、生活の

中で身近に自然に触れ合い楽しむことのできる空間を創出します。 

３－４ 公共下水道事業の推進と接続の促進・合併処理浄化槽の設置の促進 

快適で衛生的な生活環境の創出と公共用水域の水質改善を図るため、公共下水道事業の推

進と公共下水道への接続を促進します。なお、公共下水道計画区域外においては、合併処理

浄化槽の設置を促進します。 

■大嵐山（日守山）等の豊かな自然資源を保全します。 

３－５ 大嵐山（日守山）や興聖寺周辺の寺社屋敷林の保全と活用 

大嵐山（日守山）の森林や里山の適切な管理を行うとともに、その周辺に広がる水田を中

心とした田園や、興聖寺周辺の寺社屋敷林等、地域が有する豊かな自然資源の保全とネット

ワーク化を図り、日常生活の中に自然が溶け込んだ、ゆとりと潤いを感じられるまちづくり

を進めます。 

■地域のコミュニティの維持・向上により、地域の活力を創出します。 

３－６ 多様な世代のコミュニケーションの場づくりと機会づくりの創出 

地域のコミュニティを維持・向上するため、多様な世代がコミュニケーションを図ること

ができる場づくりと機会づくりを創出し、地域のコミュニティ活動の活性化を促進します。 

３－７ 西部コミュニティセンターや各区公民館等の都市活動・地域交流の場としての活用 

地域のコミュニティ活動の中心を担う西部コミュニティ

センターや各区の公民館等のほか、常設の地域交流サロン

である「いこう家 つかもと」については、地域の日常的な

都市活動の場・地域交流の場として活用を図ります。 

  

 
その他の基本方針 

日守山公園 

西部コミュニティセンター 
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方針４：都市防災等の基本方針 

 

■水害に強いまちづくりを進めます。 

４－１ 河川の適切な維持・管理 

降雨時の河川氾濫による洪水被害を防止するため、狩野川、来光川、大場川等の河川の適

切な維持・管理を促進します。 

４－２ 内水排除施設の適切な管理と雨水貯留施設等の設置の促進 

降雨時の浸水被害を防止・軽減するため、住宅地や既存集落地等の宅地における雨水排水

が円滑に行われるよう、内水排除施設の適切な管理と施設更新により排水能力の維持を図り

ます。また、宅地において雨水貯留施設や雨水浸透施設の設置を促進します。 

４－３ 河川防災ステーションと連携した水害対策の充実 

川の駅整備にあわせ、水防多目的センターの整備により、国土交通省が整備する河川防災

ステーションと連携し、水害対策の充実を図ります。 

 

■避難地や避難路等の整備や地域防災体制の強化により、災害に強いまちづくりを進め

ます。 

４－４ 避難地や避難路の整備と木造住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤去等の促進 

地域の一次避難地となる地域公民館等の耐震化を促進するとともに、避難地となる既存の

公園や広場等の整備を推進します。また、避難路となる生活道路等の拡幅整備等を推進する

とともに、住宅地や既存集落地等の安全性を高めるために、木造住宅の耐震化や危険なブロ

ック塀の撤去等を促進します。 

４－５ 大嵐山（日守山）の土砂災害危険箇所の計画的な対策と山林の適切な管理の推進 

大嵐山（日守山）の急傾斜地や土石流・がけ崩れ等の土砂災害危険箇所については、土砂

災害発生の危険性を軽減するため、山林等の適切な管理を推進します。 

４－６ 地域の防災体制の強化と避難所等の防災資機材の確保 

災害時に迅速な対応がとれるよう、効果的な防災訓練の実施や自主防災意識を高める取組

みを促進する等、地域の防災体制の強化を図るとともに、広域避難所や避難地に十分な防災

資機材の確保を図ります。 

■防犯まちづくりを推進します。 

４－７ 防犯灯等の設置の促進 

犯罪等から地域の住民を守るため、防犯灯等の設置を促進します。 

  

 
重点方針 

 
その他の基本方針 
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４－８ 地域コミュニティの維持・強化と地域住民の防犯意識の高揚の促進 

地域の防犯力の向上・強化を図るため、地域コミュニティの維持・強化を図るとともに、

防犯パトロール等地域ぐるみの自主的防犯活動を促進して、地域住民一人ひとりの防犯意識

の高揚を図ります。 

４－９ 空き家対策の促進 

防犯・防災上の課題がある空き家等については、地域等と連携を図り、管理不全等により

倒壊や失火等が起こらないよう適正な管理について働きかけを行うほか、特定空家等の認定

による措置を講じる等、空き家を増加させない施策を推進します。 

 

方針５：都市景観の基本方針 

 

■良好な景観の創出・保全のためのルールの導入等、さまざまな取組みを推進します。 

５－１ 田園・里山景観の保全 

日守地区や新田地区に広がる田園景観や里山景観等自然資源を背景とした地域が有する

良好な景観の保全を図ります。 

５－２ 富士山の眺望の保全と活用 

大嵐山（日守山）等の眺望点や狩野川東部浄化セン

ター多目的広場、道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ

函南」や市街地等から望む富士山の眺望の保全を図る

とともに、住宅地や幹線道路沿線等、地域の特性や実

情、周辺環境に応じた良好な街並み景観を維持・創出

するため、景観形成のための新たなルールづくりの検

討を行います。また、富士山の眺望を観光資源として

有効活用した新たな観光施設の立地を誘導し、交流人

口の増加を図ります。 

５－３ 幹線道路の良好な沿道景観の形成 

伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路や国道136号及びバイパス等の幹線道路においては、

良好な沿道景観を形成するために、沿道緑化の推進等により、ゆとりとうるおいのある街並

み景観の創出を進めます。また、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の両側の植栽帯につい

ては適正な管理を促進し、地区計画等により周辺の自然環境や街並みに配慮・調和した沿道建

物の誘導を図り、市街地のうるおい空間として、にぎわいある沿道景観の形成を推進します。 

■地域の伝統や地域に存する歴史・文化資源等の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

５－４ 地域の歴史・文化資源等の保全と活用 

興聖寺等の地域に存する寺社、中里横穴群等、地域の貴重な歴史・文化資源を保全すると

ともに、地域の祭典等地域の伝統文化の継承や保存活動を推進します。また、これらの情報

を発信する取組みを地域ぐるみで推進します。 

 
その他の基本方針 

からの富士山眺望 
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3－2｜函南小学校区 

－ 地域づくりのテーマ － 

来光川と豊かな自然の恵みを活かした  

安全・安心な住環境とコミュニティを育むまちづくり 

地域の中央を流れる来光川や、丘陵地に広がる山林や畑、平坦部に広がる水田等の田園景

観や里山景観の保全に努め、これらの豊かな自然がもたらす恵みを活かしながら、治水対策

や道路整備等の都市基盤の充実を図り、安全で安心な住環境を創出するとともに、そこに暮

らす「人」と「人」のつながりである「コミュニティ」の醸成を図るためのまちづくりを目

指します。 

（1）地域の概況と地域づくりの課題 

①地域の概況 

面 積 301.8ha 構成する区 大土肥、上沢、新幹線、

仁田、八ツ溝 

 

（50音順） 

人 口 9,503 人 

世帯数 3,910 世帯 

都市施設、主要交通施設及び文化財 

●伊豆仁田駅（伊豆箱根鉄道駿豆線）  ●仁田さくら公園 

 
※人口・世帯数は、2018 年（平成 30 年）3月末現在 

②地域づくりの課題 

■伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路及び町道 2-24 号線（熱函道路）沿線において商業・業務

地の集積を図り、良好な沿道景観の確保やにぎわいの創出を図る必要があります。 

■市街地に広がる住宅地については、都市基盤整備の推進とあわせて、安全・安心な住環境の創

出と保全が必要です。 

■特に伊豆箱根鉄道駿豆線の伊豆仁田駅周辺においては交通結節点の機能と利便性の向上とと

もに、誰もが安心して安全に通行できるような交通環境の整備が必要です。 

■地域を東西に二分する形で流下する来光川については、その治水機能の強化を図るとともに、

河川周辺の豊かな自然環境を保全し、また活用したまちづくりを進める必要があります。 

■地域北部の丘陵地から平坦部にかけて、既存集落地と山林、農地が共存した田園景観や里山景

観の保全を図るとともに、それらを活用したまちづくりを進める必要があります。 

■地域南部の平坦部に広がる富士山を望む田園景観の保全を図るとともに、それらを活用したま

ちづくりを進める必要があります。 
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（2）地域づくりの基本方針 ≪函南小学校区 将来まちづくり構想図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２－１ ２－２  函南中周辺の生活

道路・通学路の安全性の向上 

１－３ 住宅地の良好な住環境の創出 

４－３ 水田の雨水調整機能の維持 

２－６ (都)平井仁田線の整備推進 

５－４ 初姫神社の保全と活用 

３－１ 公園や広場等の整備と適切な

維持・管理 

３－３ 多様な世代のコミュニケーシ

ョンの場づくりと機会づくりの創出・

各区の公民館等の都市活動・地域交流

の場としての活用 

 

２－１ ２－２ 函南小周辺の生活

道路・通学路の安全性の向上 

４－４ 避難地や避難路の整備と木造

住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤去

等の促進 

４－６ 地域の防災体制の強化と避難

所等の防災資機材の確保 

４－７ 防犯灯等の設置の促進 

４－８ 地域コミュニティの維持・強

化と地域住民の防犯意識の高揚の促進 

４－９ 空き家対策の促進 

 

 

２－１ 安全・安心に通行できる生活

道路の整備・改善の推進 

２－２ 安全・安心な通学路の整備の

推進 

 

４－２ 内水排除施設の適切な管理

と雨水貯留施設等の設置の促進 

２－７ 既存公共交通の維持・利用促

進と公共交通のあり方の検討 
３－６ 公共下水道事業の推進と接続

の促進・合併処理浄化槽の設置の促進 

３－７ ごみ処理に対する理解と減量

化の意識向上とごみ集積場の美化 

地域全体に関わる方針 
１－２ 都市的土地利用の適正な配

置・純化と市街地内の低・未利用地の

有効活用 

２－３ 伊豆仁田駅周辺の生活道路

の安全確保 

１－４ 既存集落地の住環境の維

持・向上 

４－３ 水田の雨水調整機能の維持 

１－７ 優良農地の保全と遊休農地

の活用 

３－２ 仁田さくら公園の

適切な維持・管理と活用 

４－６ 函南小の防災資機材の確保 

１－１ 中心市街地の商業・業務施設

の集積によるにぎわいの演出 

 

５－１ 来光川の堤防遊歩道から

の富士山の眺望の保全 

２－５ (主)熱海函南線の良好な

沿道空間の確保 

５－４ 雷電神社の保全と活用 

４－１ 来光川の適切な維持・管理 

３－５ 来光川の保全と活用 

１－５ 伊豆仁田駅南側地区

の土地利用の可能性の検討 

３－４ 文化センターとかん

なみ知恵の和館の都市活動の

場・地域交流の場としての活用 

２－４ (一)清水函南停車場線の

交通の円滑性と安全性の確保 

１－７ 優良農地の保全と遊休農地の活用 

５－２ (主)熱海函南線の良好な

沿道景観の形成 

１－３ 住宅地の良好な住環境の創出 

１－６ 上沢地区の土地利用の可

能性の検討 

４－３ 山林や畑地の保全による

保水機能の維持、水田の雨水調整機

能の維持 

４－５ 土砂災害危険箇所の計画的

な対策と山林の適正な管理の推進 

５－３ 文化・コミュニティ

活動拠点にふさわしい魅力や

賑わいある都市景観の形成 

４－６ 函南中の防災資機材の確保 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 

２－５ 東駿河湾環状道路の良好な

沿道空間の確保 

５－２ 東駿河湾環状道路の良好な

沿道景観の形成 

２－６ (都)八ツ溝仁田線の整備推進 

２－６ (都)肥田仁田線の整備推進 

４－１ 柿沢川の適切な維持・管理 
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≪地域づくりの基本方針≫ 

方針１：土地利用の誘導・市街地整備の基本方針 

 

■中心市街地における商業・業務施設等の集積を図り、にぎわいの創出を図ります。 

１－１ 中心市街地の商業・業務施設の集積によるにぎわいの創出 

伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路及び町道 2-24 号線（熱函道路）沿道において、地区

計画制度の適正な運用により、沿道利用型の商業施設や業務施設の集積を図り、本町の中心

市街地としてにぎわいの創出を図ります。また、良好な沿道景観の形成と安全・快適な歩道

空間の形成を図ります。 

 

 

■地域の実情に応じた適正な土地利用の誘導・推進を図ります。 

１－２ 都市的土地利用の適正な配置・純化と市街地内の低・未利用地の有効利用 

地域の土地利用のバランスを維持・向上するため、農業等の自然的な土地利用に配慮しな

がら、住宅地、商業地等の都市的土地利用の適正な配置と純化に努め、計画的かつ健全な土

地利用を推進します。また、市街地にある低・未利用地の有効活用を促進します。 

１－３ 住宅地の良好な住環境の創出 

住宅地については、安全・安心・快適な住環境の維持・向上を図るため、地区計画制度等

のまちづくりのルールの導入を検討し、良好な住環境の創出を図ります。また、伊豆仁田駅

周辺に、住宅地内の地域交流の場として、比較的小規模な商業施設や店舗併用住宅等の立地

を誘導し、住環境の保全に努めます。 

１－４ 既存集落地の住環境の維持・向上 

既存集落地等において、周辺の豊かな自然環境と調和するとともに、現在の良好な住環境

を維持・向上するため、必要に応じて排水施設や集落内道路等の生活基盤の整備を行うとと

もに、開発行為や建築行為等が行われる場合には、地域住民への情報公開や地域住民の意見

を反映できるような仕組みづくりについて検討します。 

■新たな土地利用の可能性について検討します。 

１－５ 伊豆仁田駅南側地区の土地利用の可能性の検討 

既成市街地に隣接した伊豆仁田駅南側地区については、交通結節点である伊豆箱根鉄道駿

豆線の伊豆仁田駅に近接した利点を活かすとともに、周辺の自然環境へ配慮しながら、移

住・定住の受け皿となり得る良好な住宅地として市街化区域への編入等を含めた計画的かつ

適切な土地利用の可能性を検討します。 

  

 
重点方針 

 
その他の基本方針 
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１－６ 上沢地区の土地利用の可能性の検討 

上沢地区においては、JR 函南駅に比較的近接する立地条件を活かし、周辺自然環境への

配慮と調和・共存を第一とし、民間活力も視野に入れた移住・定住の受け皿となり得る住宅

地等の土地利用の可能性について検討します。 

■優良農地を保全するとともに、遊休農地の有効活用を検討します。 

１－７ 優良農地の保全と遊休農地の活用 

仁田地区や上沢地区等に広がる水田や畑地の優良農地の保全を図ります。また、地域に存

する遊休農地について把握し、農地中間管理事業の活用や新規就農・企業参入への支援を図

る等、遊休農地の活用の可能性を検討します。 

 

方針２：都市交通の基本方針 

 

■安全・安心な生活道路の整備や通学路の整備を推進します。 

２－１ 安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善の推進 

誰もが安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善を推進します。生活道路の整備・改

善にあたっては、自動車交通と歩行者・自転車交通の分離に努め、必要に応じて歩道や歩行

者専用道、自転車専用レーン等の設置を検討する等、安全な道路空間の形成を図ります。ま

た、主要な生活道路については、文化センター、かんなみ知恵の和館等、施設周辺のバリア

フリー化に努め、住宅密集地の生活道路においては、イメージハンプ等による速度抑制や一

方通行、「ゾーン 30」等の交通施策の活用により、歩車共存を図ります。 

２－２ 安全・安心な通学路の整備の推進 

安全・安心な通学路の整備を推進します。整備にあたっては、通学路の安全性を高めるた

め、自動車交通と歩行者・自転車交通の分離に努めるとともに、適切な場所に横断歩道、カ

ーブミラー等の交通安全施設の設置を推進します。また、防犯灯の設置の促進により、地域

の安全確保に努めます。 

■まちの玄関口である伊豆仁田駅周辺の整備を推進します。 

２－３ 伊豆仁田駅周辺の生活道路の安全確保 

伊豆箱根鉄道駿豆線の伊豆仁田駅とその周辺については、交通結節点であるとともに、地

域住民の生活の場でもあるため、誰もが安心して安全に通行できる生活道路空間としての整

備・改善を進めます。また、駅前広場や駐輪場等の整備・改善を図ります。 

 

 

■地域の内外を連携する幹線道路等の整備を推進します。 

２－４ (一)清水函南停車場線の交通の円滑性と安全性の確保 

（一）清水函南停車場線等の既存の幹線道路については、道路管理者との連携のもと、道

路拡幅や交差点改良等、交通の円滑性と安全性の確保を図ります。 

 
重点方針 

 
その他の基本方針 
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２－５ 幹線道路の良好な沿道空間の確保 

伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路や(主)熱海函南線（熱函道路）等の幹線道路等につい

ては、車道と分離された歩道の整備や自転車レーンの配置を推進するとともに、ユニバーサ

ルデザインの理念の導入やバリアフリー化等を推進し、誰にでも使いやすくやさしい道路づ

くりに努めます。 

２－６ 都市計画道路の整備推進 

地域内の円滑な交通の実現と、安全で快適な歩行空間の確保を図るため、（都）肥田仁田

線等の都市計画道路の整備を、計画的かつ段階的に推進します。 

■既存公共交通機関の利用促進と地域住民の移動手段となる公共交通のあり方を検討し

ます。 

２－７ 既存公共交通機関の維持・利用促進と公共交通のあり方の検討 

地域住民の移動手段となる公共交通については、路線バス等の既存公共交通機関の維持と

利用促進を図りながら、地域の特性や利用者の需要動向を踏まえたうえで、主要な公共施設

等へ連絡するコミュニティバス等の新たな公共交通体系の構築等、必要に応じた公共交通の

あり方について検討を行います。 

 

方針３：都市環境の基本方針 

 

■生活に身近な公園等の整備を推進します。 

３－１ 公園や広場等の整備と適切な維持・管理 

地域住民の身近な憩いの場として、公園や広場等の整備を多目的な広場として地域住民と

ともに整備の方向を探りながら推進します。また、指定管理者制度の導入検討や公園管理協

力団体制度の活用等をすすめ、地域住民やボランティア等により、適切な維持・管理を図り

ます。 

３－２ 仁田さくら公園の適切な維持・管理と活用 

市街地に隣接する貴重な緑空間である仁田さくら公園については、地域住民やボランティ

ア等による適切な維持・管理を継続的に推進して、地域住民の身近な憩いの場として活用を

促進します。 

■地域のコミュニティの維持・向上により、地域の活力を創出します。 

３－３ 多様な世代のコミュニケーションの場づくりと機会づくりの創出・各区の公民館等の都市

活動・地域交流の場としての活用 

地域のコミュニティを維持・向上するため、多様な世代がコミュニケーションを図ること

ができる場づくりと機会づくりを創出し、地域のコミュニティ活動の活性化を促進するとと

もに、地域住民のまちづくりへの積極的な参画を促進します。また、各区の公民館等につい

ては、地域の日常的な都市活動の場・地域交流の場として活用を図ります。 

 

 
重点方針 
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３－４ 文化センターとかんなみ知恵の和館の都市活動の場・地域交流の場としての活用 

函南町の文化拠点施設である文化センターやかんなみ知

恵の和館等の地域コミュニティ活動の中心を担う施設につ

いては、地域のみならず町民の都市活動の場・地域交流の場

として活用を図ります。 

 

 

 

 

■来光川の河川の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

３－５ 来光川の保全と活用 

本町及び地域にとって貴重な自然資源である来光川については、都市にうるおいをあたえ

る貴重な水辺空間として保全を図ります。また、河川堤防を活かした遊歩道の整備により、

河川に親しみが持てるような取組みを推進して、美しい河川空間の形成を図ります。 

■快適で衛生的な都市環境の創出を図ります。 

３－６ 公共下水道事業の推進と接続の促進・合併処理浄化槽の設置の促進 

快適で衛生的な生活環境の創出と公共用水域の水質改善を図るため、公共下水道事業の推

進と公共下水道への接続を促進します。なお、公共下水道計画区域外においては、合併処理

浄化槽の設置を促進します。 

３－７ ごみ処理に対する理解と減量化の意識向上とごみ集積場の美化 

地域のごみ処理に対する理解とごみの減量化の意識を高めることにより、ごみ集積場周辺

を衛生的かつ美しく維持することに努めます。 

 

方針４：都市防災等の基本方針 

 

■水害に強いまちづくりを進めます。 

４－１ 河川の適切な維持・管理 

降雨時の河川氾濫による洪水被害を防止するため、来光川、柿沢川等の河川の適切な維

持・管理を行います。また、未改修区間については、周辺の自然環境等に配慮しながら、早

期の改修に努めます。 

４－２ 内水排除施設の適切な管理と雨水貯留施設等の設置の促進 

降雨時の浸水被害を防止・緩和するため、住宅地や既存集落地等の住宅地における雨水排

水が円滑に行われるよう、内水排除施設の適切な管理により排水能力の維持を図ります。ま

た、宅地において雨水貯留施設や雨水浸透施設の設置を促進します。 

  

 
その他の基本方針 

 
重点方針 

かんなみ知恵の和館 
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４－３ 山林や畑地等の保全による保水機能の維持、水田の雨水調整機能の維持 

北部の丘陵地に広がる山林や畑地等の保全により、保水機能の維持を図ります。また、仁

田地区や上沢地区等の平坦部に広がる水田の保全により、雨水調整機能の維持を図ります。 

 

 

■避難地や避難路等の整備や地域防災体制の強化により、災害に強いまちづくりを進め

ます。 

４－４ 避難地や避難路の整備と木造住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤去等の促進 

地域の一次避難地となる地域公民館等の耐震化を推進するとともに、避難地となる既存の

公園や広場等の整備を推進します。また、避難路となる生活道路等の拡幅整備等を推進する

とともに、住宅地や既存集落地等の安全性を高めるために、木造住宅の耐震化や危険なブロ

ック塀の撤去等を促進します。 

４－５ 土砂災害危険箇所の計画的な対策と山林の適正な管理の推進 

上沢地区等の急傾斜地や土石流・がけ崩れ等の土砂災害危険箇所については、計画的に必

要な災害防止対策を図ります。また、土砂災害発生の危険性を軽減するため、山林等の適切

な管理を推進します。 

４－６ 地域の防災体制の強化と避難所等の防災資機材の確保 

災害時に迅速な対応がとれるよう、効果的な防災訓練の実施や自主防災意識を高める取組

みを促進する等、地域の防災体制の強化を図るとともに、広域避難所や避難地に十分な防災

資機材の確保を図ります。 

■防犯まちづくりを進めます。 

４－７ 防犯灯等の設置の促進 

犯罪等から地域住民を守るため、防犯灯等の設置を促進します。 

４－８ 地域コミュニティの維持・強化と地域住民の防犯意識の高揚の促進 

地域の防犯力の向上・強化を図るため、地域コミュニティの維持・強化を図るとともに、

防犯パトロール等地域ぐるみの自主的防犯活動を促進して、地域住民一人ひとりの防犯意識

の高揚を図ります。 

４－９ 空き家対策の促進 

防犯・防災上の課題がある空き家等については、地域等と連携を図り、管理不全等により

倒壊や失火等が起こらないよう適正な管理について働きかけを行うほか、特定空家等の認定

による措置を講じる等、空き家を増加させない施策を推進します。 

  

 
その他の基本方針 
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方針５：都市景観の基本方針 

 

■地域の良好な景観を創出・保全するためのルールの導入等、さまざまな取組みを推進

します。 

５－１ 富士山の眺望の保全 

市街地等から望む富士山の眺望の確保と保全を図るとともに、良好な街並み景観を維持・

創出するため、景観形成のための新たなルールづくりの検討を行います。また、景観に関す

る意識の高揚を促すための良好な景観スポット等を PRする取組み等を推進します。 

５－２ 幹線道路の良好な沿道景観の形成 

(主)熱海函南線（熱函道路）等の幹線道路においては、良好な沿道景観を形成するために、

電線類の地中化等の推進を検討するとともに、沿道緑化の推進等により、ゆとりとうるおい

のある街並み景観の創出を進めます。また、伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の両側の植

栽帯については適正な管理を促進し、地区計画等により周辺の自然環境や街並みに配慮・調

和した沿道建物の誘導を図り、市街地のうるおい空間として、にぎわいある沿道景観の形成

を推進します。 

５－３ 文化・コミュニティ活動拠点としてのにぎわいのある都市景観の創出 

文化センターやかんなみ知恵の和館周辺については、文化・コミュニティ活動拠点にふさ

わしい魅力や賑わいのある都市景観の維持・創出を図ります。 

■地域の歴史・文化資源等の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

５－４ 地域の歴史・文化資源等の保全と活用 

初姫神社や雷電神社等の地域に存する歴史・文化資源を

保全するとともに、地域の伝統文化の継承や保存活動を推

進し、地域のまちづくりへの活用を図ります。 

 

 

 
その他の基本方針 

初姫神社 
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3－3｜東小学校区 

－ 地域づくりのテーマ － 

湯の香漂う豊かな自然が織りなす四季を感じる 

安全で安心な暮らしと活力を育む人づくりとまちづくり 

大仙山や柿沢川等の豊かな自然資源や平坦部に広がる富士山を背景とした水田等の田園景

観の保全に努め、これらの豊かな自然資源と共存しながら、道路整備や治水対策等の都市基

盤の充実を図り、安全で安心な住環境を保全・創出するとともに、畑毛温泉や湯～トピアか

んなみ等の地域資源を活かした地域の活性化や新産業拠点の創出等、地域のみならず町の活

力を育み、その礎となる「人」と「地域」をつくるまちづくりを目指します。 

（1）地域の概況と地域づくりの課題 

①地域の概況 

面 積 765.7ha 構成する区 柿沢台、柏谷、城山、

白道坂、鶴巻、畑毛、

病院、平井、宝蔵台 

（50音順） 

人 口 11,843 人 

世帯数 4,782 世帯 

都市施設、主要交通施設及び文化財 

●柏谷公園      ●函南運動公園    ●天地神社のクス 

●柏谷横穴群     ●磨崖仏 

※人口・世帯数は、2018 年（平成 30 年）3月末現在 

②地域づくりの課題 

■函南町役場をはじめ、医療・福祉施設が立地する地域については、都市機能の中心にふさわし

い周辺の環境整備が必要です。 

■宝蔵台や柿沢台等の民間開発等により整備され、戸建てを主体とした住宅地については、良好

な住環境の保全が必要です。 

■その他の市街地に広がる住宅地については、都市基盤整備の推進とあわせて、安全・安心な住

環境の創出及び保全が必要です。 

■既存集落と水田等の農地が共存した田園景観の保全を図るとともに、それらを活用したまちづ

くりを進める必要があります。 

■地域南部を東西に二分する形で流下する柿沢川については、河川周辺の豊かな自然環境を保全

し、また活用したまちづくりを進める必要があります。 

■東部の大仙山や丘陵地に広がる山林については、豊かな自然景観として保全するとともに、維

持・管理をする必要があります。 

■歴史・文化資源である柏谷横穴群を有している柏谷公園や、畑毛せせらぎ公園等については、

適切な維持・管理が必要です。 

■伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路や伊豆縦貫自動車道の整備推進により交通の利便性の向

上が図られる平井地区においては、新たな産業拠点として新たな企業の立地・集積を誘導し、

計画的な市街地の形成を図る必要があります。 
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（2）地域づくりの基本方針 ≪東小学校区 将来まちづくり構想図≫ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５－５ 磨崖仏の歴史・文化資源の

保全と活用 

２－４ (都)平井仁田線の整

備推進 

１－３ 住宅地の良好な住環

境の創出 

１－４ 既存集落地の住環境

の維持・向上 

５－４ 都市中心拠点として

の魅力とにぎわいのある都市

景観の形成 

２－５ (一)函南停車場反射炉線

の良好な沿道空間の確保 

１－６ 柏谷地区の土地利用

の可能性の検討 

２－４ (一)田原野函南停車場線

の交通の円滑性と安全性の確保、整

備の促進 

２－５ (主)熱海函南線の良好な

沿道空間の確保 

３－５ 湯～トピアかん

なみの観光資源の活用 

２－４ (主)熱海函南線の交通の

円滑性と安全性の確保 

２－１ ２－２ 東小周辺の生活

道路・通学路の安全性の向上 

２－１ ２－２ 東中周辺

の生活道路・通学路の安全性

の向上 

 

５－３ (主)熱海函南線の良好な

沿道景観の形成 

４－３ 東中の防災資機材

の確保 

４－７ 水田の雨水調整機能の維持 

１－５ 市街地内の低・未利用地の

有効活用の促進 

２－１ 安全・安心に通行できる生

活道路の整備・改善の推進 

２－２ 安全・安心な通学路の整備

の推進 

２－６ 既存公共交通の維持・利用

促進と公共交通のあり方の検討 

 

５－５ 天地神社及び

クスの歴史・文化資源の

保全と活用 

３－８ 上水道施設の適切

な維持・管理 

４－８ 防犯灯等の設置の促進 

４－９ 地域コミュニティの維持・

強化と地域住民の防犯意識の高揚の

促進 

４－１０ 空き家対策の促進 

 

３－３ 公園や広場等の整備の推進 

５－１ 田園景観等の良好

な景観の保全 

３－７ 多世代のコミュニケーショ

ンの場づくりの創出、各区の公民館

等の都市活動・地域交流の場として

の活用 

３－９ 公共下水道事業の推進と接

続の促進・合併処理浄化槽の設置の

促進 

 

４－１ 避難地や避難路の整備と木

造住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤

去等の促進 

４－３ 地域の防災体制の強化と避

難所等の防災資機材の確保 

４－６ 内水排除施設の適切な管理

と雨水貯留施設等の設置の促進 

 

５－２ 柿沢川沿いの桜並木

の良好な景観スポットの PR 

４－７ 山林や畑地の保水機能の 

維持 

地域全体に関わる方針 

１－２ 柿沢台の良好な住環境の

維持 

３－２ 柏谷公園の適切な

維持・管理と憩い・交流の

場としての活用 

５－５ 柏谷横穴群の歴

史・文化資源の保全と活用 

３－１ 大仙山の保全と活用 

３－４ 函南運動公園の整備と適

切な維持・管理 

４－４ 函南運動公園の防災機能

の確保と防災資機材の充実 

１－１ 平井地区の新産業拠点と

しての機能確保 

２－５ (一)田原野函南停車場線

の良好な沿道空間の確保 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 

４－３ 東小の防災資機材の確保 

２－４ (一)函南停車場反射炉線

の交通の円滑性と安全性の確保 

４－２ 土砂災害危険箇所の計画的

な対策と山林の適正な管理の推進 

１－２ 宝蔵台を中心とした良好

な住環境の維持 

３－３ 畑毛せせらぎ公園の

適切な維持・管理 

１－４ 既存集落地の住環境

の維持・向上 

４－２ 土砂災害危険箇所の計画

的な対策と山林の適正な管理の推進 

５－１ 田園景観・里山景観等の良好な

景観の保全 

３－６ 地域住民と観光客等が交流

する新たな場の創出の検討 

３－５ 畑毛温泉の観光資源の活用 

３－１ 柿沢川の保全と活用 

４－５ 柿沢川の適切な維持・

管理 

２－３ 伊豆縦貫自動車道

の整備促進 

１－７ 優良農地の保全と

遊休農地の活用 
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≪地域づくりの基本方針≫ 

方針１：土地利用の誘導・市街地整備の基本方針 

 

■平井地区における新たな土地利用の推進を図ります。 

１－１ 平井地区の新産業拠点としての機能確保 

伊豆縦貫自動車道の整備促進により、交通利便性が向上する平井地区については、周辺の

自然環境や住環境、営農環境に配慮しながら、工業施設や流通業務施設、研究開発施設等の

新たな立地と集積を図り、環境と調和した工業地として新たな産業拠点の機能を確保し、産

業の活性化と都市活力の創出を図ります。また、市街地形成にあたっては、土地区画整理事

業等の計画的な開発手法により、健全な都市基盤の整備を図り、交通の利便性を活かした産

業立地を推進します。 

 

 

■快適な住環境づくりを進めます。 

１－２ 宝蔵台、柿沢台の良好な住環境の維持 

宝蔵台や柿沢台を中心とした戸建て住宅を主体とした低層低密度の住宅地については、敷

地面積の最低限度規定等、良好な住環境の創出や保全するルールについて、今後も維持して

いくとともに、若い世代等の入居を促進する住み替え支援等の空き家対策を推進し、安全・

安心・快適な住環境の保全を図ります。 

１－３ 住宅地の良好な住環境の創出 

住宅地については、安全・安心・快適な住環境の維持・向上を図るため、地区計画制度等

のまちづくりのルールの導入を検討し、良好な住環境の創出を図ります。 

１－４ 既存集落地の住環境の維持・向上 

既存集落地等において、周辺の豊かな自然環境と調和するとともに、現在の良好な住環境

を維持・向上するため、必要に応じて排水施設や集落内道路等の生活基盤の整備を行うとと

もに、開発行為や建築行為等が行われる場合には、地域住民への情報公開や地域住民の意見

を反映できるような仕組みづくりについて検討します。 

１－５ 市街地内の低・未利用地の有効活用の促進 

市街地内に存する低・未利用地の有効活用を促進します。 

１－６ 柏谷地区の土地利用の可能性の検討 

既成市街地に隣接した柏谷地区については、無秩序な市街化を抑制するため、周辺の自然

環境や地区の既存集落地等に配慮しながら、市街化区域への編入等を含めた計画的かつ適切

な土地利用の可能性を検討します。 

  

 
重点方針 

 
その他の基本方針 
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■優良農地を保全するとともに、遊休農地の有効活用を検討します。 

１－７ 優良農地の保全と遊休農地の活用 

畑毛地区や柏谷地区等に広がる水田や畑地の優良農地の保

全を図ります。また、地域に存する遊休農地について把握し、

農地中間管理事業の活用や新規就農・企業参入への支援を図

る等、遊休農地の活用の可能性を検討します。 

 

 

方針２：都市交通の基本方針 

 

■歩行者や自転車が安全・安心に通行できる生活道路と通学路の整備を推進します。 

２－１ 安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善の推進 

誰もが安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善を推進します。生活道路の整備・改

善にあたっては、必要に応じて道路の拡幅や自動車交通と歩行者・自転車交通の分離に努め、

歩道等の設置を検討する等、安全な道路空間の形成を図ります。また、主要な生活道路につ

いては、役場等の主要な施設周辺のバリアフリー化に努め、住宅密集地や市街地に近接する

既存集落内の生活道路においては、イメージハンプ等による速度抑制や一方通行、「ゾーン

30」等の交通施策の活用により、歩車共存を図ります。 

２－２ 安全・安心な通学路の整備の推進 

安全・安心な通学路整備を推進します。特に東小学校・東中学校周辺において通学路の安

全性を高めるため、できる限り自動車交通と歩行者・自転車交通の分離に努めるとともに、

適切な箇所に横断歩道、カーブミラー等の交通安全施設の設置を推進します。また、防犯灯

の設置の促進により、地域の安全確保に努めます。 

■幹線道路網の整備を推進します。 

２－３ 伊豆縦貫自動車道の整備促進 

伊豆縦貫自動車道の整備を促進します。整備にあたっては、周辺の自然環境に配慮・調和

するよう努めます。 

２－４ 幹線道路の交通の円滑性と安全性の確保、整備の促進 

(主)熱海函南線（熱函道路）や、(一)田原野函南停車場線等の既存の幹線道路については、

道路管理者との連携のもと、道路拡幅や歩道の設置、自転車レーンの配置、交差点改良等、

交通の円滑性と安全性の確保を図ります。また、(都)平井仁田線等の都市計画道路の整備に

ついては、計画的かつ段階的に推進します。 

２－５ 幹線道路の良好な沿道空間の確保 

(主)熱海函南線（熱函道路）等の幹線道路については、車道と分離された歩道の整備や自

転車レーンの配置を推進するとともに、ユニバーサルデザインの理念の導入やバリアフリー

化等を推進し、誰にでも使いやすくやさしい道路づくりに努めます。 

 
重点方針 

優良農地（東中学校周辺） 
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■既存公共交通機関の利用促進と地域住民の移動手段となる公共交通のあり方を検討し

ます。 

２－６ 既存公共交通機関の維持・利用促進と公共交通のあり方の検討 

地域住民の移動手段となる公共交通については、路線バス等の既存公共交通機関の維持と

利用促進を図りながら、地域の特性や利用者の需要動向を踏まえたうえで、主要な公共施設

等へ連絡するコミュニティバス等の新たな公共交通体系の構築等、必要に応じた公共交通の

あり方について検討を行います。 

 

方針３：都市環境の基本方針 

 

■地域の豊かな自然資源の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

３－１ 地域の自然資源の保全と活用 

大仙山や堤ヶ池、柿沢川等、本町及び地域にとって重要な自然資源である山や池、河川を

保全するとともに、これらを公園・緑地や堤防遊歩道等とネットワーク化を図り、地域住民

の自然と親しめる場としての活用を図ります。 

３－２ 柏谷公園の適切な維持・管理と憩い・交流の場としての活用 

柏谷公園及び国指定史跡である柏谷横穴群については、今後とも保全に努めるとともに、

地域住民やボランティア等により適切な維持・管理を継続的に推進することにより、地域住

民のみならず町民の憩いの場・交流の場としての活用を促進します。また、施設整備後 20

年以上経過していることから、老朽化した施設の更新や子育て世代に配慮した再整備等、適

切な維持・管理を図ります。 

３－３ 畑毛せせらぎ公園の適切な維持・管理、公園や広場等の整備の推進 

地域住民の身近な憩いの場として、畑毛せせらぎ公園等の維持・管理を継続的に推進する

とともに、地域住民とともに整備の方向を探りながら、多目的な広場として公園や広場等の

整備を推進します。また、指定管理者制度の導入検討や公園管理協力団体制度の活用等、地

域住民やボランティア等により、適切な維持・管理を図ります。 

３－４ 函南運動公園の整備と適切な維持・管理 

地域住民のみならず、町民の憩いの場・健康づくりの場・交

流の場等、多様な役割を担う公園として、函南運動公園の整備

と適切な維持・管理を推進します。また、災害時に備えた防災

機能の確保を図るとともに、活用の利便性を高めるための環境

整備を推進します。 

■地域の観光資源や歴史・文化資源等の保全と活用により、地域の活性化に向けたまち

づくりを進めます。 

３－５ 畑毛温泉、湯～トピアかんなみの観光資源の活用 

国民保養温泉である畑毛温泉や湯～トピアかんなみの観光資源の活用を図ります。周辺の

 
重点方針 

函南運動公園 



第 2 章 地域別構想 

地域別まちづくり構想｜東小学校区 

2-25 

大仙山や柿沢川の桜並木（かんなみの桜）、柏谷公園等の自然資源や柏谷横穴群、牧水の碑

等の歴史・文化資源との効果的なネットワーク化により、地域の魅力の向上を図るとともに、

これらを地域外への PRや情報発信を積極的に行う等、地域の活性化に資する取組みを行い

ます。 

３－６ 地域住民と観光客等が交流する新たな場の創出の検討 

地場産品等を活用した地域の新しい観光資源を確立する等、地域住民と観光客等が交流す

る場の創出の検討を行います。 

 

 

■地域のコミュニティの維持・向上により、地域の活力を創出します。 

３－７ 多世代のコミュニケーションの場づくりの創出、各区の公民館等の都市活動・地域交流の

場としての活用 

地域のコミュニティを維持・向上するため、多様な世代がコミュニケーションを図ること

ができる場づくりと、機会づくりを創出するとともに、地域のコミュニティ活動の活性化を

促進し、地域住民のまちづくりへの積極的な参画を促進します。また、各区の公民館等は、

地域住民の交流の場・都市活動の場として活用を図ります。 

■快適で衛生的な都市環境の創出を図ります。 

３－８ 上水道施設の適切な維持・管理 

町民の生活を支える基本的かつ重要な供給施設である上水道の安定的な供給を維持する

ため、第一浄水場の耐震対策等、適切な維持・管理を図ります。 

３－９ 公共下水道事業の推進と接続の促進・合併処理浄化槽の設置の促進 

快適で衛生的な生活環境の創出と公共用水域の水質改善を図るため、公共下水道事業の推

進と公共下水道への接続を促進します。なお、公共下水道計画区域外においては、合併処理

浄化槽の設置を促進します。 

 

方針４：都市防災等の基本方針 

 

■避難地や避難路等の整備や地域防災体制の強化により、災害に強いまちづくりを進め

ます。 

４－１ 避難地や避難路の整備と木造住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤去等の促進 

地域の一次避難地となる地域公民館等の耐震化を推進するとともに、避難地となる既存の

公園や広場等の整備を推進します。また、避難路となる生活道路等の拡幅整備等を推進する

とともに、住宅地や既存集落地等の安全性を高めるために、木造住宅の耐震化や危険なブロ

ック塀の撤去等を促進します。 

 

 

 
その他の基本方針 

 
重点方針 
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４－２ 土砂災害危険箇所の計画的な対策と山林の適切な管理の推進 

平井地区や畑毛地区、柿沢台地区等の急傾斜地や土石流・がけ崩れ等の土砂災害危険箇所

については、計画的に必要な災害防止対策を図ります。また、土砂災害発生の危険性を軽減

するため、山林等の適切な管理を推進します。 

４－３ 地域の防災体制の強化と避難所等の防災資機材の確保 

災害時に迅速な対応がとれるよう、効果的な防災訓練の実施や自主防災意識を高める取組

みを促進する等、地域の防災体制の強化を図るとともに、広域避難所や避難地に十分な防災

資機材の確保を図ります。 

４－４ 函南運動公園の防災機能の確保と防災資機材の充実 

函南運動公園については、災害時に備えた防災機能の確保と防災資機材の充実を図ります。 

■水害に強いまちづくりを進めます。 

４－５ 河川の適切な維持・管理 

降雨時の河川氾濫による洪水被害を防止するため、柿沢川等の河川の適切な維持・管理を

行います。また、未改修区間については、周辺の自然環境等に配慮しながら、早期の改修に

努めます。 

４－６ 内水排除施設の適切な管理と雨水貯留施設等の設置の促進 

降雨時の浸水被害を防止・緩和するため、市街地や既存集落地等の住宅地における雨水排

水が円滑に行われるよう、内水排除施設の適切な管理により排水能力の維持を図ります。ま

た、宅地において雨水貯留施設や雨水浸透施設の設置を促進します。 

４－７ 山林や畑地等の保水機能・水田の雨水調整機能の維持 

東部の丘陵地から山間地に広がる山林や畑地等の保全により、保水機能の維持を図ります。

また、柏谷地区等の平坦部に広がる水田の保全により、雨水調整機能の維持を図ります。 

 

 

■防犯まちづくりを推進します。 

４－８ 防犯灯等の設置の促進 

犯罪等から地域の住民を守るため、防犯灯等の設置を促進します。 

４－９ 地域コミュニティの維持・強化と地域住民の防犯意識の高揚の促進 

地域の防犯力の向上・強化を図るため、地域コミュニティの維持・強化を促進するととも

に、防犯パトロール等地域ぐるみの自主的防犯活動を促進して、地域住民一人ひとりの防犯

意識の高揚を図ります。 

４－１０ 空き家対策の促進 

防犯・防災上の課題がある空き家等については、地域等と連携を図り、管理不全等により

倒壊や失火等が起こらないよう適正な管理について働きかけを行うほか、特定空家等の認定

による措置を講じる等、空き家を増加させない施策を推進します。  

 
その他の基本方針 
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方針５：都市景観の基本方針 

 

■地域の良好な景観の保全と創出を図ります。 

５－１ 田園景観・里山景観等の良好な景観の保全 

畑毛地区や柏谷地区等に広がる田園景観や大仙山を背景とした畑毛地区の里山景観等、自

然景観を背景とした良好な景観の保全を図ります。 

５－２ 湯～トピアかんなみ等の富士山の眺望点の保全、柿沢川沿いの桜並木の PR 

地域に存する湯～トピアかんなみ等の富士山の眺望点

については保全を図ります。また、景観に関する意識の高

揚を促進するため、柿沢川沿いの桜並木等の良好な景観ス

ポットを PRする等の取組みを推進します。 

■良好な街並み景観の形成を図ります。 

５－３ 幹線道路の良好な沿道景観の形成 

(主)熱海函南線（熱函道路）等の幹線道路における電線類の地中化等の推進を検討すると

ともに、屋外広告物等に関する新たなルールの導入について検討し、良好な沿道景観の形成

を図ります。 

５－４ 都市中心拠点としての魅力とにぎわいのある都市景観の形成 

函南町役場を中心とした周辺の医療・福祉施設等が立地した地区については、都市中心

拠点にふさわしい魅力やにぎわいのある都市景観の形成を図るため、周辺の環境整備を進

めます。 

■歴史・文化資源等の保全と活用を図ります。 

５－５ 地域の歴史・文化資源等の保全と活用 

柏谷横穴群や磨崖仏、牧水の碑や、天地神社と天地神社のクス等の地域に存する歴史・文

化資源を保全するとともに、地域の祭典等の伝統文化の継承や保存活動を推進します。また、

これらのネットワーク化を図り、案内標識等の設置や道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函

南」からの情報発信や SNS を活用した観光情報の発信の充実を進め、地域の魅力の向上や

活性化を図ります。 

 

 
その他の基本方針 

柿沢川沿いの「かんなみの桜」 

柏谷横穴群 
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3－4｜丹那小学校区 

－ 地域づくりのテーマ － 

丹那が誇る田園・酪農の恵みを活かし里山の緑と調和・共存した 

安全・安心な暮らしと豊かな人と心を育むまちづくり 

富士箱根伊豆国立公園に指定されている山間地の豊かな森林を保全し、水源かん養の役割

や本町全体の背景となる緑地景観として維持・管理に努めながら、これらの豊かな自然に調

和・共存した安全で安心な暮らしと、丹那が誇る豊かな自然や農業の恵みを活かした地域の

活力の創出や活性化等、これらを生み支える「人」と「人」のつながりとその「心」、またつ

ながった集合体であるコミュニティを育むまちづくりを目指します。 

（1）地域の概況と地域づくりの課題 

①地域の概況 

面 積 2,270.4ha 構成する区 エメラルド、軽井沢、

ダイヤランド、田代、

丹那、奴田場の一部、

畑、鬢之沢、細沢、六

本松 （50 音順） 

人 口 3,384 人 

世帯数 1,743 世帯 

都市施設、主要交通施設及び文化財 

●函南町ごみ焼却場・リサイクルプラザ  ●函南町し尿処理場（こだま苑） 

●丹那断層公園  ●駒形像  ●火雷神社  ●法伝寺 

※人口・世帯数は、2018 年（平成 30 年）3月末現在 

②地域づくりの課題 

■地域東部の玄岳等の山間部や南部の丘陵地に広がる森林については、豊かな自然資源として保

全するとともに、水源かん養の役割や緑地景観として適切な維持・管理を図る必要があります。 

■丹那盆地や田代盆地に広がる水田やその周辺の丘陵地に広がる畑地等の農地については、保全

するとともに、周辺の既存集落と共存した田園景観や里山景観の保全を図り、またそれらを活

用したまちづくりを進める必要があります。 

■近年需要が高まっている太陽光発電等の再生可能エネルギー発電施設の設置について、良好な

自然環境や自然景観、眺望景観の保全の観点から、設置のあり方を検討する必要があります。 

■既存集落地については、現在の住環境の維持向上を図る必要があります。 

■民間開発により形成されたダイヤランドやエメラルドタウン等の別荘地については、自然と調

和した良好な住環境を保全する必要があります。 

■地域を流下する柿沢川については、その治水機能の強化を図るとともに、河川周辺の豊かな自

然資源を保全する必要があります。 

■丹那断層公園や火雷神社等の歴史・文化資源については、保全する必要があります。 
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（2）地域づくりの基本方針 ≪丹那小学校区 将来まちづくり構想図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３－２ 玄岳の保全と活用 

２－３ (一)田原野函南停車場線

の交通の円滑性と安全性の確保 

４－３ 丹那小の防災資機材の

確保 

２－１ ２－２ 丹那小周辺の

生活道路・通学路の安全性の向上 

１－２ 既存集落地の住環境の

維持・向上 

３－７ 函南町農村環境改善センターの

都市活動・地域交流の場としての活用 

５－４ 酪農の保全と酪農王国

オラッチェを中心とした地域の

顔となる景観の創出と活用 

４－３ 函南町農村環境改善センターの

防災資機材の確保 

５－２ 富士箱根伊豆国立公園の

森林景観の保全 

３－１ 富士箱根伊豆国立公園等

の自然資源の保全と活用 

２－１ 安全・安心に通行できる生活道路

の整備・改善の推進 

２－２ 安心・安全な通学路の整備の推進 

２－４ 集落間を結ぶ道路の安全性の向上 

２－５ 既存公共交通の維持・利用促進と

公共交通のあり方の検討 

 

３－３ 合併処理浄化槽の設置の推進 

３－４ 自然を活かした公園や広場等の整

備の促進 

３－６ 地域コミュニティの維持・向上と

地域住民のまちづくりへの積極的な参画の

促進 

３－７ 各区の公民館等の都市活動・地域

交流の場としての活用 

 ５－５ 丹那盆地における乳製品等の地場

産品の PR・情報発信による地域活性化に資

する取組みの推進 

４－６ 山林や畑地の保水機能の確保 

地域全体に関わる方針 

３－２ 柿沢川の保全と活用 

３－３ 柿沢川の水質環境の維持・向上 

４－５ 柿沢川の適切な維持・管理 

５－６ 火雷神社の断層（ジ

オポイント）の保全と活用 

１－２ ダイヤランドやエメラル

ドタウンの自然環境に調和した住

環境の保全 

１－２ 既存集落地の住環境の

維持・向上 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 

２－３ (主)熱海函南線の交

通の円滑性と安全性の確保 

３－２ 氷ヶ池の保全と活用 

４－２ 土砂災害危険箇

所の計画的な対策と山林

の適正な管理の推進 

５－１ 田園景観・里山景観等、

良好な景観の保全 

１－１ 優良農地の保全、遊休

農地の活用 

４－１ 避難地や避難路の整備と木造住宅

の耐震化、危険ブロック塀の撤去等の促進 

４－３ 地域の防災体制の強化と避難所等

の防災資機材の確保・山間地域の避難路の

ネットワーク化の検討 

４－４ 家畜等の防災対策の検討 

４－７ 空き家対策の推進 

 

５－１ 田園景観・里山景観等、

良好な景観の保全 

１－１ 優良農地の保全、遊休

農地の活用 

５－３ 玄岳駐車場の

眺望点の保全 

５－３ 滝知山園地の 

眺望点の保全 

５－６ 丹那断層公園（ジオポ

イント）の保全と活用 

３－５ 丹那断層公園の適切な

維持・管理の推進 

５－３ 熱海函南線の

眺望点の保全 
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≪地域づくりの基本方針≫ 

方針１：土地利用の誘導・市街地整備の基本方針 

 

■優良農地の保全を推進し、遊休農地の有効活用を検討します。 

１－１ 優良農地の保全、遊休農地の活用 

丹那盆地や田代盆地に広がる水田やその周辺の丘陵地に

広がる畑地等の優良農地の保全を図ります。地域に存する遊

休農地については、農地中間管理事業の活用や新規就農・企

業参入への支援を図る等、遊休農地の活用の可能性を検討し

ます。 

 

 

■快適な住環境づくりを進めます。 

１－２ 既存集落地の住環境の維持・向上、別荘地の自然環境に調和した住環境の保全 

既存集落地等において、周辺の豊かな自然環境と調和するとともに、現在の良好な集落の

住環境を維持・向上するため、開発行為や建築行為等が行われる場合には、地域住民への情

報公開や地域住民の意見を反映できるような仕組みづくり等、無秩序な開発行為や建築行為

の抑制を図り、地区にふさわしい健全な土地利用を誘導する取組みを検討します。また、民

間開発により形成された別荘地のダイヤランドやエメラ

ルドタウンについては、今後も自然環境に調和した良好な

住環境を保全します。さらに、近年需要が高まっている太

陽光発電等の再生可能エネルギー発電施設の設置等につ

いて、良好な自然環境や自然景観、眺望景観の保全の観点

から、適正な設置のあり方を検討します。 

 

方針２：都市交通の基本方針 

 

■歩行者や自転車が安全・安心に通行できる生活道路や通学路の整備を推進します。 

２－１ 安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善の推進 

誰もが安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善を推進します。特に交通事故等の危

険性が高い生活道路については、必要に応じて道路の拡幅や自動車交通と歩行者・自転車交

通の分離を図るための歩道やガードレール等の設置を検討する等、安全な道路空間の形成を

図ります。歩道等の整備については、ユニバーサルデザインの理念の導入やバリアフリー化

等、誰にでも使いやすくやさしい道路づくりに努めます。 

 
重点方針 

 
その他の基本方針 

 
重点方針 

優良農地（丹那盆地） 

ダイヤランド（開発別荘地） 
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２－２ 安全・安心な通学路の整備の推進 

安全・安心な通学路の整備を推進します。通学路の安全性の向上を図るため、自動車交通

と歩行者・自転者交通の分離に努めるとともに、適切な場所に横断歩道、カーブミラー等の

交通安全施設の設置を推進します。また、防犯灯の設置の促進により、地域の安全確保に努

めます。 

２－３ 幹線道路の交通の円滑性と安全性の確保 

(主)熱海函南線（熱函道路）や(一)田原野函南停車場線等の既存の幹線道路については、

道路管理者との連携のもと、道路拡幅や交差点改良、交通安全施設の設置等、交通の円滑性

と安全性の確保を図ります。 

２－４ 集落間を結ぶ道路の安全性の向上 

集落間を結ぶ主要な町道・農道について、カーブミラーやガードレール、道路灯等の交通

安全施設等の設置や交通事故等の危険箇所の解消に努めます。 

■既存公共交通機関の利用促進と地域住民の移動手段となる公共交通のあり方を検討し

ます。 

２－５ 既存公共交通機関の維持・利用促進と公共交通のあり方の検討 

地域住民の移動手段となる公共交通については、自主運行バス等の既存公共交通機関の維

持と利用促進を図りながら、地域の特性や利用者の需要動向を踏まえたうえで、地域と市街

地や主要な公共施設等を連絡するデマンド型のバスやタクシー等の新たな公共交通体系の

構築等、必要に応じた公共交通のあり方について検討を行います。 

 

方針３：都市環境の基本方針 

 

■豊かな自然資源の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

３－１ 富士箱根伊豆国立公園等の自然資源の保全と活用 

富士箱根伊豆国立公園に代表される森林や身近な里山等の地域の豊かな自然資源につい

ては、適切な維持・管理を推進し、今後とも保全を図るとともに、体験学習の場、環境教育

の場としてグリーンツーリズム等への活用を図ります。 

３－２ 玄岳や柿沢川等の自然資源の保全と活用 

玄岳や柿沢川等、本町及び地域にとって貴重な自然資源である山や河川等を保全するとと

もに、これらの地域の豊かな自然資源のネットワーク化を図り、情報発信するとともに、地

域住民や地域を訪れる人々の憩いの場・交流の場として、活用を図ります。 

３－３ 柿沢川の水質環境の維持・向上と合併処理浄化槽の設置の促進 

柿沢川等の河川等の公共用水域の水質環境の保全・向上と快適で衛生的な生活環境の創出

を図るため、合併処理浄化槽設置の促進を図り、蛍やめだか等の動植物が生息できる河川環

境の創出を図ります。なお、田代地区の農業集落排水事業区域については、適切な維持・管

理を図ります。  

 
その他の基本方針 
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■生活に身近な公園等の整備を検討します。 

３－４ 自然を活かした公園や広場等の整備の推進 

地域住民の身近な憩いの場として、自然を活かした公園や広場等の整備を多目的な広場と

して地域住民とともに整備の方向を探りながら推進します。 

３－５ 丹那断層公園等の適切な維持・管理の推進 

丹那断層公園等については、今後とも適切な維持・管

理を継続的に推進して、保全を図るとともに、地域住民

の身近な憩いの場・交流の場として活用を図ります。ま

た、指定管理者制度の導入検討や公園管理協力団体制度

の活用等を進め、地域住民やボランティア等により、適

切な維持・管理を図ります。 

■地域のコミュニティの維持・向上により、地域の活力を創出します。 

３－６ 地域コミュニティの維持・向上と地域住民のまちづくりへの積極的な参画の促進 

人と人とのコミュニケーションを大切にすることにより、地域全体のコミュニティを維

持・向上と、地域のコミュニティ活動の活性化を図るとともに、地域住民のまちづくりへの

積極的な参画を促進します。 

３－７ 函南町農村環境改善センターや各区の公民館等の都市活動・地域交流の場としての活用 

函南町農村環境改善センターや各区の公民館等は、地域の日常的な都市活動の場・地域交

流の場として活用を図ります。 

 

方針４：都市防災等の基本方針 

 

■避難地や避難路等の整備や地域防災体制の強化により、災害に強いまちづくりを進め

ます。 

４－１ 避難地や避難路の整備と木造住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤去等の促進 

地域の一次避難地となる地域公民館等の耐震化を推進するとともに、避難地となる既存の

公園や広場の整備を推進します。また、現状の生活道路において、緊急車両の進入が不可能

な箇所や、消火や救急活動が困難な箇所については、幅員の確保等避難路となる生活道路の

計画的な整備を図るとともに、住宅地や既存集落地等の安全性を高めるために、木造住宅の

耐震化や危険なブロック塀の撤去等を促進します。 

４－２ 土砂災害危険箇所の計画的な対策と山林の適切な管理の推進 

丹那盆地周辺や軽井沢地区等の急傾斜地や土石流・がけ崩れ等の土砂災害危険箇所につい

ては、計画的に必要な災害防止対策を図ります。また、土砂災害発生の危険性を軽減するた

め、山林等の適切な管理を推進します。  

 
重点方針 

丹那断層公園 
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４－３ 地域の防災体制の強化と避難所の防災資機材の確保・山間地域の避難路のネットワーク化

の検討 

災害時に迅速な対応がとれるよう、効果的な防災訓練の実施や地域に必要な防災マップづ

くりや DIG による地域防災体制の周知等、自主防災意識を高める取組みを促進して、地域

の防災体制の強化を図るとともに、広域避難所や避難地に十分な防災資機材の確保を図りま

す。特に山間地域においては、崖崩れ・土砂災害等により孤立するおそれが強いため、災害

時の対応や連絡体制等についての確立・周知に努めるとともに、避難路のネットワーク化の

検討を図ります。 

４－４ 家畜等の防災対策の検討 

地域の主要産業が酪農であることを踏まえ、地域の特性にあわせた家畜等の防災対策につ

いて必要に応じて検討を行います。 

４－５ 河川の適切な維持・管理 

降雨時の河川氾濫による洪水被害を防止するため、柿沢川等の河川の適切な維持・管理を

行います。また、未改修区間については、周辺の自然環境に配慮しながら、早期の改修に努

めます。 

４－６ 山林や畑地等の保水機能の確保 

東部の山間地に広がる山林や畑地等の保全と適切な維持・管理により、保水機能の維持を

図ります。 

４－７ 空き家対策の促進 

防犯・防災上の課題がある空き家等については、地域等と連携を図り、管理不全等により

倒壊や失火等が起こらないよう適正な管理について働きかけを行うほか、特定空家等の認定

による措置を講じる等、空き家を増加させない施策を推進します。 

 

 

方針５：都市景観の基本方針 

 

■自然と調和した良好な景観の保全と創出を図ります。 

５－１ 田園景観・里山景観等、良好な景観の保全 

丹那盆地や田代盆地及びその周辺に広がる田園景観や里山景観等豊かな自然資源を背景

とした良好な景観の保全を図ります。 

５－２ 富士箱根伊豆国立公園の森林景観の保全 

玄岳を含む富士箱根伊豆国立公園の豊かな森林景観の保全を図ります。また、本町の自然

景観の骨格をなす美しいスカイラインを形成する重要な要素として、維持を図ります。 

  

 
重点方針 
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５－３ 良好な眺望が得られる眺望点の保全 

玄岳駐車場や滝知山園地、(主)熱海函南線（熱函道

路）等の良好な眺望が得られる眺望点については、保

全するとともに、眺望点への案内施設等の充実を図り

ます。 

 

 

 

■地域の主要産業である酪農等の保全と活用により、地域の活性化に向けたまちづくり

を進めます。 

５－４ 酪農の保全と酪農王国オラッチェを中心とした地域の顔となる景観の創出と活用 

本町及び地域の主要産業である酪農を中心とした

農業の保全を図るとともに、酪農にまつわる地域資源

である酪農王国オラッチェ等を中心とした地域の「顔」

となる景観を創出する等の取組みについて検討しま

す。また、酪農王国オラッチェを活用したイベント等

集客のための仕掛けづくりを検討する等、地域住民の

みならず町民や観光客の交流の場・自然や動物等と親

しむレクリエーションの場として活用を促進します。 

５－５ 丹那盆地における乳製品等の地場産品の PR・情報発信による地域活性化に資する取組

みの推進 

丹那盆地における牛乳や乳製品等の地場産品の地域外へのPRや情報発信を行う等、地域

の活性化に資する取組みを推進します。 

 

 

■地域の歴史・文化資源等の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

５－６ 丹那断層公園等のジオポイントや歴史・文化資源等の保全と活用 

伊豆半島ジオパークを構成する丹那断層公園や火雷神社の

断層のほか、泉龍寺等の地域の寺社等、地域に存する歴史・文

化資源を保全するとともに、これらのネットワーク化を図り、

道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」からの情報発信や

SNS を活用した観光情報の発信の充実を進め、地域の魅力の

向上や活性化を図ります。 

 

 

 
その他の基本方針 

酪農王国オラッチェ 

伊豆スカイライン（西丹那駐車場） 
からの眺望 

火雷神社 
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3－5｜桑村小学校区 

－ 地域づくりのテーマ － 

原生林の緑と来光川の豊かな自然と共存した  

安全・安心な暮らしと豊かな人と心を育むまちづくり 

富士箱根伊豆国立公園に指定されている山間地や函南原生林等の豊かな森林を保全すると

ともに、水源かん養の役割や本町全体の背景となる緑地景観として維持・管理に努めながら、

これらの豊かな自然と共存した安全で安心な暮らしやかんなみ仏の里美術館の阿弥陀三尊像

等の豊かな歴史・文化資源に育まれてきた桑原の「人」と「心」を大切にし、これからも育

み続けるまちづくりを目指します。 

（1）地域の概況と地域づくりの課題 

①地域の概況 

面 積 2,692.2ha 構成する区 大竹、函南、桑原、パ

サディナ、冷川、ヒュ

ーマンヒルズ、奴田場

の一部（50 音順） 

人 口 3,218 人 

世帯数 1,455 世帯 

都市施設、主要交通施設及び文化財 

●JR函南駅   ●山中城跡（岱崎出丸）   ●八重窪横穴群 

●かんなみ仏の里美術館  ●春日神社 

※人口・世帯数は、2018 年（平成 30 年）3月末現在 

②地域づくりの課題 

■山間地の函南原生林等の森林については、豊かな自然資源として保全するとともに、水源かん

養の役割や緑地景観として適切な維持・管理を図る必要があります。 

■近年需要が高まっている太陽光発電等の再生可能エネルギー発電施設の設置について、良好な

自然環境や自然景観、眺望景観の保全の観点から、設置のあり方を検討する必要があります。 

■JR 函南駅前及びその周辺においては、まちの玄関口としてふさわしい機能と利便性の向上と

ともに、まちをアピールする空間づくりを進める必要があります。 

■市街地内のヒューマンヒルズ等民間開発により整備され、戸建てを主体とした住宅地について

は、良好な住環境の保全が必要です。また、その他の市街地に広がる住宅地は、都市基盤整備

の推進とあわせて、安全・安心な住環境の創出及び保全が必要です。 

■市街地外の丘陵地に点在する既存集落については、現在の住環境の維持向上を図る必要があり

ます。また、パサディナタウン等の民間開発地については、自然と調和した良好な住環境を保

全する必要があります。 

■地域を流下する来光川や函南冷川については、河川の治水機能の強化を図るとともに、河川周

辺の豊かな自然環境を保全する必要があります。 

■かんなみ仏の里美術館や山中城跡（岱崎出丸）等の歴史・文化資源については、保全する必要

があります。  
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（2）地域づくりの基本方針 ≪桑村小学校区 将来まちづくり構想図≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１－４ パサディナ

タウンの自然環境に調

和した住環境の保全 
４－３ 土砂災害危険箇所の計画的

な対策と山林の適切な管理の推進 

１－３ ヒューマンヒルズ

の良好な住環境の維持 

１－４ 既存集落地の住環境

の維持・向上 

１－６ 優良農地の保全と遊休農

地の活用 

４－５ 山林や畑地の保全

による保水機能の維持 

地域全体に関わる方針 

２－１ ２－２ 桑村小周辺の生活

道路・通学路の安全性の向上 

４－２ 桑村小の防災資機材の確保 

 

４－４ 来光川の適切な維持・管理 

５－１ 富士箱根伊豆国立公園の

森林景観の保全 

３－３ 富士箱根伊豆国立公園の

自然資源の保全 

５－２ 富士箱根ランドの眺望

点の保全 

２－４ (一)田原野函南停車場線

の交通の円滑性と安全性の確保 

 

５－４ 春日神社及びクス

の保全と活用 

 

５－４ かんなみ仏の里美術

館の保全と活用 

 

１－３ 住宅地の良好な住環境の創出 １－５ 桑原地区の土地

利用の可能性の検討 

５－２ 昭和天皇皇后お手植え

地の眺望点の保全 

５－１ 函南原生林の森林景観の

保全 

５－２ 原生の森公園の眺望点の

保全 

３－３ 函南原生林の自然資源の

保全と原生の森公園のうるおい・

自然学習・観光交流の場としての

活用 

５－４ 山中城跡（岱崎出丸）

の保全と活用 

 

１－２ 自然環境や自然的土地利用に配慮した

住宅地・既存集落地の住環境の維持と健全な土

地利用の推進 

３－２ 公共下水道事業の推進と接続の促進・

合併処理浄化槽の設置の促進 

２－１ 安全・安心に通行できる生活道路の整

備・改善の推進 

２－２ 安全・安心な通学路の整備の推進 

２－５ 既存公共交通の維持・利用促進と公共

交通のあり方の検討 

３－５ 公園や広場等の整備の推進 

３－６ 多様な世代のコミュニケーションの場

づくりと機会づくりの創出・各区の公民館等の

都市活動・地域交流の場としての活用 

４－１ 避難地や避難路の整備と木造住宅の耐

震化、危険ブロック塀の撤去等の促進 

４－２ 地域の防災体制の強化と避難所等の防

災資機材の確保・山間地域の避難路のネットワ

ーク化の検討 

４－６ 空き家対策の推進 

３－４ 木立キャンプ場の自

然学習・観光交流の場として

の保全と活用 

５－４ 月光天文台の保

全と活用 

 

５－２ 十国峠の眺望点の保全 

４－４ 函南冷川の適切な維持・

管理 

３－１ 函南冷川の保全と活用 

４－３ 土砂災害危険箇所の計画的

な対策と山林の適切な管理の推進 

５－２ 桑村小周辺の良好な眺望ス

ポット・富士山の眺望点の保全 

２－４ (一)清水函南停車場線の

交通の円滑性と安全性の確保 

 

１－１ JR函南駅とその周辺の玄

関口としての環境整備の推進 

２－３ まちの玄関口としての JR

函南駅の機能・利便性の向上の検討 

５－３ まちの「顔」となる JR函

南駅の景観の創出 

５－２ 熱海峠駐車場の眺望点

の保全 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 

３－１ 来光川の保全と活用 
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≪地域づくりの基本方針≫ 

方針１：土地利用の誘導・市街地整備の基本方針 

 

■JR 函南駅周辺において、本町及び地域の活性化に資するまちづくりについて検討します。 

１－１ JR 函南駅とその周辺の玄関口としての環境整備の推進 

まちの玄関口である JR函南駅及びその周辺におい

ては、玄関口としての機能と利便性の向上や、玄関口

としてふさわしい函南町を印象づける「顔」としての

景観の創出と周辺の環境整備を推進し、本町及び地域

の魅力の向上と活性化を図ります。 

 

 

 

■地域の実情に応じた計画的な土地利用の推進を図ります。 

１－２ 自然環境や自然的土地利用に配慮した住宅地・既存集落地の住環境の維持と健全な土地利

用の推進 

富士箱根伊豆国立公園や函南原生林等の森林等の豊かな自然環境や農業等の自然的土地

利用に配慮し、住宅地や既存集落地等の住環境の維持を図るため、健全な土地利用を推進し

ます。また、近年需要が高まっている太陽光発電等の再生可能エネルギー発電施設の設置等

について、良好な自然環境や自然景観、眺望景観の保全の観点から、適正な設置のあり方を

検討します。 

１－３ 住宅地の良好な住環境の創出、ヒューマンヒルズの良好な住環境の維持 

戸建てを主体とした低層低密度の住宅地であるヒューマンヒルズについては、良好な住環

境を維持し、安全・安心・快適な住環境の創出を図ります。また、その他の住宅地について

は、安全・安心・快適な住環境の維持・向上を図るため、地区計画制度等のまちづくりのル

ールの導入を検討し、良好な住環境の創出を図ります。 

１－４ 既存集落地の住環境の維持・向上、別荘地の自然環境に調和した住環境の保全 

既存集落地等において、周辺の豊かな自然環境と調和するとともに、現在の良好な住環境

を維持・向上するため、必要に応じて排水施設や集落内道路等の生活基盤の整備を行うとと

もに、開発行為や建築行為等が行われる場合には、地域住民への情報公開や地域住民の意見

を反映できるような仕組みづくりについて検討します。また、民間開発により形成されたパ

サディナタウンについては、今後も自然環境に調和した良好な住宅地として保全します。 

 

 

 

 
その他の基本方針 

JR 函南駅 
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１－５ 桑原地区の土地利用の可能性の検討 

桑原地区の JR 函南駅北側においては、まちの玄関口である JR 函南駅に近接した利点を

活かすとともに、周辺自然環境への配慮と調和・共存を第一とし、民間活力も視野に入れた

移住・定住の受け皿となり得る良好な住宅地や少子高齢化に対応した都市機能の誘導等につ

いて検討します。 

■優良農地の保全を推進し、遊休農地の有効活用の促進について検討します。 

１－６ 優良農地の保全、遊休農地の活用 

桑原地区等に広がる畑地等の優良農地の保全を図ります。また、地域に存する遊休農地に

ついては、農地中間管理事業の活用や新規就農・企業参入への支援を図る等、遊休農地の活

用の可能性を検討します。 

 

方針２：都市交通の基本方針 

 

■歩行者や自転車が安全・安心に通行できる生活道路や通学路の整備を推進します。 

２－１ 安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善の推進 

誰もが安全・安心に通行できる生活道路の整備・改善を推進します。生活道路の整備・改

善にあたっては、安全な生活道路環境を形成するため、住宅地や集落地等への通過交通流入

の抑制や、必要に応じて道路の拡幅等や自動車交通と歩行者・自転車交通の分離に努め、歩

道等の設置や自転車レーンの配置を検討する等、安全な道路空間の形成を図ります。歩道等

の整備については、バリアフリー化やユニバーサルデザインの理念の導入等、誰にでも使い

やすくやさしい道路づくりに努めます。 

２－２ 安全・安心な通学路の整備の推進 

安全・安心な通学路の整備を推進します。通学路の現状を調査・把握し、必要に応じて、

通学路の安全性を高めるために、自動車交通と歩行者・自転車交通の分離に努めるとともに、

適切な場所に横断歩道、カーブミラー等の交通安全施設の設置を推進します。また、防犯灯

の設置の促進により、地域の安全確保に努めます。 

■JR 函南駅の利便性の向上と地域住民の移動手段となる公共交通のあり方について検討

します。 

２－３ まちの玄関口としての JR 函南駅の機能・利便性の向上の検討 

まちの玄関口である JR 函南駅については、玄関口としての機能と利便性の向上を図るた

め、駅前広場の整備・改善等の検討を行います。 

２－４ 幹線道路の交通の円滑性と安全性の確保 

JR 函南駅にアクセスする(一)清水函南停車場線、(一)田原野函南停車場線等の幹線道路に

ついては、道路管理者との連携のもと、道路の拡幅や歩道の設置、自転車レーンの配置等、

交通の円滑性と安全性の確保を図ります。 

 

 
重点方針 
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２－５ 既存公共交通機関の維持・利用促進と公共交通のあり方の検討 

地域住民の移動手段となる公共交通については、路線バス等の既存公共交通機関の維持と

利用促進を図りながら、地域の特性や利用者の需要動向を踏まえたうえで、地域の既存集落

地等と市街地や主要な公共施設等を連絡するデマンド型のバスやタクシー等の新たな公共

交通体系の構築等、必要に応じた公共交通のあり方について検討を行います。 

 

方針３：都市環境の基本方針 

 

■来光川等の河川の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

３－１ 河川の保全と活用 

本町及び地域にとって貴重な自然資源である来光川や函南冷川については、都市にうるお

いをあたえる貴重な水辺空間として保全を図ります。また、河川堤防を活かした遊歩道等の

整備により、河川に親しみが持てる取組みを推進し、生活の中で身近に自然に触れ合い楽し

むことのできる場としての活用を図ります。 

３－２ 公共下水道事業の推進と接続の促進・合併処理浄化槽の設置の促進 

公共下水道事業の推進と公共下水道への接続の促進や、公共下水道計画区域外において合

併処理浄化槽の設置を促進することにより、水質環境の保全・向上を図るとともに、蛍やめ

だか等の動植物が生息できる河川環境の創出を図ります。 

 

■地域の豊かな自然の保全とまちづくりへの活用を図ります。 

３－３ 函南原生林の自然資源の保全と原生の森公園のうるおい・自然学習・観光交流の場として

の活用、富士箱根伊豆国立公園の自然環境の保全 

本町及び地域にとって重要な自然資源である富士箱

根伊豆国立公園や函南原生林に代表される森林につい

ては、豊かな自然資源を有する貴重な自然資源として保

全するとともに、水源かん養の場として適切な維持・管

理を図ります。また、原生の森公園を中心として、町民

のうるおいの場、自然学習の場、また観光交流の場等と

しての活用を図ります。 

３－４ 木立キャンプ場の自然学習・観光交流の場としての保全と活用 

木立キャンプ場については、自然学習や観光交流の場として保全・活用するとともに、活

用の利便性を高めるための環境整備に努めます。 

■生活に身近な公園等の整備を推進します。 

３－５ 公園や広場等の整備の推進 

地域住民の身近な憩いの場として、公園や広場等の整備を多目的な広場として地域住民とと

もに整備の方向を探りながら推進します。 

 
重点方針 

 
その他の基本方針 

原生の森公園 
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■地域のコミュニティの維持・向上により、地域の活力を創出します。 

３－６ 多様な世代のコミュニケーションの場づくりと機会づくりの創出・各区の公民館等の都市

活動・地域交流の場としての活用 

地域のコミュニティを維持・向上するため、多様な世代がコミュニケーションを図ること

ができる場づくりと機会づくりを創出するとともに、地域のコミュニティ活動の活性化を促

進します。また、各区の公民館等については、地域住民の交流の場・都市活動の場として活

用を図るとともに、既存の公共施設の有効活用についても検討を図ります。 

 

方針４：都市防災等の基本方針 

 

■避難地や避難路等の整備や地域防災体制の強化により、災害に強いまちづくりを進め

ます。 

４－１ 避難地や避難路の整備と木造住宅の耐震化、危険ブロック塀の撤去の促進 

地域の一次避難地となる地域公民館等の耐震化を推進するとともに、避難地となる既存の

公園や広場等の整備を推進します。また、現状の生活道路において、緊急車両の進入が不可

能な箇所や、消火や救急活動が困難な箇所については、幅員の確保等避難路となる生活道路

の計画的な整備を図るとともに、住宅地や既存集落地等の安全性を高めるために、木造住宅

の耐震化や危険なブロック塀の撤去等を促進します。 

４－２ 地域の防災体制の強化と避難所等の防災資機材の確保・山間地域の避難路のネットワーク

化の検討 

災害時に迅速な対応がとれるよう、効果的な防災訓練の実施や自主防災意識を高める取組

みを促進する等、地域の防災体制の強化を図るとともに、広域避難所や避難地に十分な防災

資機材の確保を図ります。特に山間地域においては、崖崩れ・土砂災害等により孤立するお

それが強いため、災害時の対応や連絡体制等についての確立・周知に努めるとともに、避難

路のネットワーク化の検討を図ります。 

４－３ 土砂災害危険箇所の計画的な対策と山林の適切な維持・管理 

大竹地区や桑原地区の来光川周辺等の急傾斜地や土石流・がけ崩れ等の土砂災害危険箇所

については、計画的に必要な災害防止対策を図ります。また、土砂災害発生の危険性を軽減

するため、山林等の適切な管理を推進します。 

４－４ 河川の適切な維持・管理 

降雨時の河川氾濫による洪水被害を防止するため、来光川、函南冷川等の河川の適切な維

持・管理を行います。また、未改修区間については、周辺の自然環境に配慮しながら、早期

の改修に努めます。 

４－５ 山林や畑地等の保全による保水機能の維持 

地域の東部の山間地に広がる山林や畑地等の保全と適切な維持・管理により、保水機能の

維持を図ります。 

 

 
重点方針 
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４－６ 空き家対策の促進 

防犯・防災上の課題がある空き家等については、地域等と連携を図り、管理不全等により

倒壊や失火等が起こらないよう適正な管理について働きかけを行うほか、特定空家等の認定

による措置を講じる等、空き家を増加させない施策を推進します。 

 

方針５：都市景観の基本方針 

 

■地域の良好な景観の保全と創出を図ります。 

５－１ 富士箱根伊豆国立公園や函南原生林の森林景観の保全 

富士箱根伊豆国立公園や函南原生林をはじめとする豊かな森林景観の保全を図ります。ま

た、本町の自然景観の骨格をなす美しいスカイラインを形成する重要な要素として、維持を

図ります。 

５－２ 良好な眺望が得られる眺望点・景観スポットの保全 

十国峠や原生の森公園等の良好な眺望が得られる眺望

点については、保全するとともに、眺望点への案内施設等

の充実を図ります。また、桑村小学校周辺や桑村小学校の

桜のほか、イモリが池や紫水の池、観音滝等の水辺景観等、

地域の「顔」となる良好な景観スポットについても保全を

図るとともに、桑村小学校周辺等から望む富士山の良好な

眺望点についても保全に努め、これらを PRする取組みを推進します。 

５－３ まちの「顔」となる JR 函南駅の景観の創出 

まちの玄関口である JR 函南駅及びその周辺については、豊かな森林景観を背景とした良

好な景観を保全・活用し、函南町を印象づける町の「顔」としての景観を創出します。 

■地域の歴史・文化資源等の保全と活用を図ります。 

５－４ 地域の歴史・文化資源等の保全と活用 

かんなみ仏の里美術館や山中城跡（岱崎出丸）、春日神社のクス、桑原西国三十三初観音

霊場等の数多くの文化財や地域の神社、月光天文台等の歴史・文化資源を保全するとともに、

「新日本歩く道紀行」に選定された「かんなみ歴史ロマン街道」をはじめ、ウォーキングコ

ースを設定する等ネットワーク化することにより活用し、地域の魅力の向上や活性化を図り

ます。 

 

 
重点方針 

月光天文台 かんなみ仏の里美術館 

観音滝 
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1 函南町都市計画マスタープランの実現に向けて 

1－1｜まちづくりの最も基本となる考え方 

「函南町都市計画マスタープラン」の全体構想・地域別構想は、将来の函南町のあるべき姿

やまちづくりの方針を示したものであり、今後その実現を図っていく必要があります。 

「函南町都市計画マスタープラン」では、都市づくりの基本理念『自然を育み誰からも愛さ

れる にぎわいと魅力ある交流都市・函南 ～歴史ある地に新しい風が吹くまち・かんなみ～』

の実現に向けて、将来都市像の一つに「町民と事業者、行政の協働で進める都市」を掲げてい

ますが、これは、すべてのまちづくりの場面において、最も基本となる考え方として位置づけ

られるものです。 

したがって、「函南町都市計画マスタープラン」の実現に向けて、町民、事業者、行政等が、

協働してまちづくりが進められるよう意識の高揚を図るとともに、まちづくりをはじめ、環境、

防災、福祉などあらゆる場面で、「協働によるまちづくり」を進めていくものとします。 

《将来都市像》【再掲】 

◆ 町民と事業者、行政の協働でまちづくりを進める都市 

地方分権の進展や、少子高齢化・人口減少社会の到来等、まちづくりを取り巻く状況は

大きく変化しており、また本町はベッドタウンとしての性格を有する都市であることから

他都市からの転入者も多く、行政の課題や町民のニーズも多様化・高度化してきています。 

今後は、このような課題等に対応するため、町民、事業者、行政等の様々な人がまちづ

くりに関わりお互いを尊重し、パートナーシップを深めることにより、協働による都市づ

くりを推進します。 
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1－2｜協働によるまちづくりの進め方 

（1）協働によるまちづくりの仕組み 

函南町では、「町民」、「事業者」、「行政」等が、お互いを認め合いながら、対等な立場で協力・

連携するとともに、お互いの役割を理解し、分担しながらまちづくりに責任を持つ「協働によ

るまちづくり」を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「協働によるまちづくり」のイメージ 

（2）協働によるまちづくりの原則 

都市計画マスタープランの実現に向けた「協働によるまちづくり」には、町民、事業者、行

政等のそれぞれのまちづくりに対する強い自覚と高い関心、意識が不可欠です。 

「協働によるまちづくり」を着実に推進する第一歩として、町民、事業者、行政等がこれま

で以上に「まち」への愛着を深め、まちづくりの重要性を理解し、まちづくりに関する自覚や

関心、意識を醸成できるように努めます。特に行政は、まちづくり意識の啓発やまちづくりへ

の参加を促す仕組みやルールなど、まちづくりの協働体制・支援体制づくりを進めるとともに、

町民の自発的なまちづくりの進め方や支援策などの PR に積極的に取り組みます。 

  

 

■ 町民の役割 
・まちづくりに関心を持

つこと 

・どんなまちにしたいか、

地域で話し合うこと 

・ルールに沿ってまちづ

くりを進めること 

■ 行政の役割 
・まちづくりが動き出す

「きっかけ」をつくる
こと 

・町民、事業者等とともに
考えること 

・町民、事業者等を支援す
ること 

■ 事業者の役割 
・地域の一員として、町

民、行政等と話し合う
こと 

・ルールに沿ってまちづ
くりを進めること 

・地域の一員として、率先
して地域や社会に貢献
すること 
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2 まちづくりの推進方針 

 

「函南町都市計画マスタープラン」の実現を図るため、「1－1 まちづくりの最も基本となる

考え方」及び「1－2 協働によるまちづくりの進め方」に基づいて、次の方策を推進します。 

（1）函南町の将来像を共有します。 

函南町のまちづくりは、将来の函南町のあるべき姿を実現できるよう「函南町都市計画マス

タープラン」に示した考え方に基づいて行っていきます。 

①町民、事業者、行政等のまちづくり意識の醸成  

■行政は、まちづくりの重要性を理解できるように、「函南町都市計画マスタープラン」の

内容を、広く町民、事業者等に普及・啓発し、共有していきます。 

■町民、事業者等は、「函南町都市計画マスタープラン」をよく知り、「まち」への愛着を

深め、行政から発信されるまちづくりの情報など、積極的に受信することに努めます。 

②まちづくりに関する情報の公開  

■まちづくりに関わる函南町の構想・計画や事業などの施策について、情報を公開します。 

■町民、事業者等に開かれたまちづくりの実現のため、都市計画マスタープランをはじめ、

各地域のまちづくりの動向などを積極的に情報発信し、まちづくりの情報の共有を進め

ます。広報やホームページなどを通じて、広く町民へ発信していきます。 

③まちづくり活動に対する支援  

■行政は、町民、事業者等によるまちづくり活動に対する助言や指導、支援の体制を充実

するとともに、町民と事業者等との協働の総括的な窓口体制、庁内の連携体制を強化し

ます。 

■まちづくりに取り組もうとする町民やグループに対して、まちづくりの勉強会の開催や

助言のための専門家の派遣などを行います。 

■町民、事業者等の自主的なまちづくり活動を牽引することができるようなまちづくりの

リーダーとして活躍するための情報や機会の提供を積極的に行います。 

  



 

函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版  

 

3-4 

（2）まちづくりのあらゆる段階で協働を推進します。 

まちづくりは、まちづくりをしようと思い立つ発意の段階から、構想・計画づくりの段階、

計画決定の段階、計画に基づいてまちづくりを進める実施・管理の段階、進捗状況について評

価し必要に応じて見直す評価の段階などを経て進められています。 

それらのあらゆる段階において、函南町では、町民、事業者、行政等がお互いに対等な立場

で協力・役割分担し責任を持つ「協働によるまちづくり」を推進します。 

段階ごとに、町民、事業者、行政等の「協働によるまちづくり」のしくみを検討し、以下の

ように段階的・計画的に進めていくことを基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 「協働によるまちづくり」実現のシステム 

（まちづくりの全段階を通じた協働の推進） 

 

まちづくりの発意の段階  
町民、事業者、行政等のだれからでも発意可能 

町民、事業者等に PR し自発的な取組の促進 

 

 
構想・計画づくりの段階  

町民、事業者、行政等が対等に協力して検討 
（必ず町民が検討に加わる） 

 

計画決定の段階  
町民、事業者、行政等の合意形成、役割確認の上で、 

まちづくり計画を決定 
行政による都市計画決定（事業・ルール） 

実施・管理の段階  
町民、事業者等による事業推進、ルールの厳守 

行政による公共事業の推進、規制誘導 

 

評価の段階  
町民、事業者、行政等が協力して進捗状況を評価 

協働による今後の対応策などの検討・確認 

 

計
画
の
見
直
し 
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①まちづくりの発意の段階 

■まちづくりの発意は、行政からだけでなく、町民、事業者等からも積極的に行います。 

■行政が中心となって、町民、事業者等に対してまちづくりの重要性などをＰＲし、自発

的・自主的な取組を促進します。また、身近な地区単位でのまちづくりを進め、住民の

まちづくり活動を積極的に支援します。また、支援するための庁内体制を整えます。 

■町民、事業者等は、日頃から「まち」を知り、まちづくりに対する関心を高めるような

イベント、学習に取り組みます。 

②構想・計画づくりの段階  

■町民、事業者等は、まずは身近なところから、まちづくりに関してどのような問題点が

あるのか、解決しなければならない課題があるのかを考えたうえで、個人単位や地区単

位での取組で解決できることは積極的に解決します。なお、行政等の協力が必要な場合

には、自治会等を通して相談するほか、都市計画提案制度等に基づく提案が可能な場合

には、「函南町都市計画マスタープラン」で示されたまちづくりの方針等に基づくまちづ

くりの提案・相談を積極的に行います。 

■行政が、まちづくりの発意をした場合には、できる限りその計画内容等について広く情

報提供を行うとともに、構想・計画づくりの初期の段階から、町民、事業者等が加わり、

一緒に検討を進めます。 

■町民、事業者等から、まちづくりの発意（まちづくりの提案等）がなされた場合には、

行政は速やかに発意・提案の内容についての検討を行うとともに、まちづくりの内容や

性格などを踏まえ、専門家の派遣など、構想・計画づくりを積極的に支援します。 

③計画決定の段階  

■町民、事業者、行政等が十分な議論を重ね合意形成を図った上で、実現手法を含めて計

画を定めます。 

■実現手法は、規制・誘導等による方法や、都市施設整備事業、また地区計画など、地区

単位のきめ細かなルールづくりなど、多岐に渡ります。町民、事業者、行政等が互いに

連携して、まちづくりを行う地域・地区の自然的・社会的条件、周辺の環境に十分配慮

するとともに、地域住民・権利者や関係事業者等の意見を十分に踏まえた上で、最適な

実現手法を選択します。 

■行政は、都市施設、市街地開発事業、地区計画などの都市計画に定める事項の決定手続

きを進めます。 

④実施・管理の段階  

■町民、事業者等は、定められたルール等を守るとともに、計画に沿って自ら主体的 にま

ちづくりを進めます。 
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■また、事業や規制・誘導策の実施の段階においても町民の協力を得ながら、定められた

事業計画やルールに基づいたまちづくりが行われているのかの監視体制などの充実・強

化を図ります。 

■行政は、町民、事業者等のまちづくりを支援し、あるいは規制誘導するとともに、都市

計画に基づいて公共事業を進めます。 

⑤評価の段階  

■実践されたまちづくりについて、町民、事業者、行政等が協働で振り返り、評価を行い

ます。 

■評価の過程において、まちづくりの実践に伴う効果や課題を明らかにし、次のまちづく

りに生かすとともに、必要に応じてまちづくり計画の見直しを行います。 

（3）重点的・段階的に取り組みます。 

「函南町都市計画マスタープラン」に基づき、全体構想編や地域別構想編で掲げた将来都市

像等の実現に向けて、今後特に重点的に取り組むプロジェクトや事業を「重点推進プログラム」

と位置づけ、計画期間における積極的な取組と早期の実現を目指していきます。 

【 重点推進プログラム 】 

●立地適正化計画制度による都市機能及び居住の誘導 

●地域公共交通網形成計画の策定と新たな公共交通施策の推進 

●景観法に基づく「景観計画」による景観まちづくりの推進 

●道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」を活用した交流促進 

 

●立地適正化計画制度による都市機能及び居住の誘導 

立地適正化計画制度は、2014 年（平成 26 年）に都市再生特別措置法等の改正により新たに

定められた制度で、都市全体を見渡した中で、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連

する施設の立地の適正化を図るため、居住誘導区域（居住を誘導すべき区域）や都市機能誘導

区域（居住に関連する施設の立地を誘導すべき区域）の設定のほか、これらの区域において講

ずべき施策等について定める計画です。 

持続可能なまちづくりを実現するために、さらなる人口減少・高齢化社会の進行に対応した

「歩いて暮らせるコンパクトな集約型都市構造」への再編が不可欠であり、将来都市構造とし

て本計画で示した「集約連携型都市構造」の構築のため、立地適正化計画制度を活用し、都市

拠点における都市機能の誘導と拠点周辺における居住の誘導を推進します。 
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●地域公共交通網形成計画の策定と新たな公共交通施策の推進 

今後の高齢化の進行を踏まえ、行政・交通事業者等と地域の関係者と連携しつつ、持続可能

な公共交通ネットワーク形成を推進するため、「地域公共交通網形成計画」を策定するとともに、

既存公共交通サービスの維持と公共交通空白地域・不足地域の改善に努めます。 

 

●景観法に基づく「景観計画」による景観まちづくりの推進 

景観法は、2004 年（平成 16 年）に制定された良好な景観の形成を促進するための我が国で

初めての景観に関する総合的な法律で、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における

良好な景観の形成のための規制等を定めています。 

本町は 2017 年（平成 29 年）4 月 1 日に景観行政団体に移行し、町独自の良好な景観形成の

方向性を明らかにするとともに、町民・事業者・行政等の協働により、函南町らしい魅力的な

景観を守り、創り、活かすことを目的に、2019 年（平成 31 年）３月に「函南町景観計画」を

策定し、「函南町景観まちづくり条例」を制定しました。今後は、「函南町景観まちづくり条例」

の適正な運用を図り、本町の良好な景観形成を推進します。 

 

●道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函南」を活用した交流促進 

伊豆半島の玄関口の新たな交流と賑わいの拠点である道の駅・川の駅「伊豆ゲートウェイ函

南」の立地を活かし、周辺の環境整備等により、本町の観光交流拠点としての機能充実を図る

とともに、観光情報を発信するなど、本町内外の交流を促進します。 

 

 

 

 

  

道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」 
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3 まちづくりの実現化方策 

3－1｜都市計画の内容 

まちづくりの実現化・推進にあたっては、法定都市計画の適切かつ効率的な運用を図ること

が求められています。ここでは、都市計画の内容について整理するとともに、現在函南町で推

進されている都市計画について示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画として定めることができるもの（一般的な都市計画の体系） 

  

都 

市 

計 

画 

市街化区域及び市街化調整区域

の区域区分、13 種類の用途地域

をはじめとする地域地区等の土

地利用について規制・誘導する

ための計画です。 

都 

市 

施 

設 

市
街
地
開
発
事
業 

土 

地 

利 

用 地 

区 
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画 

等 

 

地区ごとの特性に

応じて定める詳細

な計画です。 

 
 

道路、公園、下水道等都市に必

要な施設について定める計画で

す。 

 

 

土地区画整理事業、市街地再開

発事業等の事業について定める

計画です。 
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表 主要な都市計画の内容と現在の函南町で都市計画決定されているもの 

土地利用 都市施設 

区域区分 市街化区域、市街化調整区域 

交通施設 

道路 

地域地区 

用途地域（13 種類） 都市高速鉄道 

・ 第 1 種低層住居専用地域 駐車場 

・ 第 2 種低層住居専用地域 自動車ターミナル 

・ 第 1 種中高層住居専用地域 その他交通施設 

・ 第 2 種中高層住居専用地域 

公共空地 

公園 

・ 第 1 種住居地域 緑地、広場、墓園 

・ 第 2 種住居地域 その他の公共空地 

・ 準住居地域 
供給施設又は処理

施設 

水道、電気供給施設、ガス供給施設 

・ 田園住居地域 下水道、汚物処理場、ごみ焼却場 

・ 近隣商業地域 その他の供給施設又は処理施設 

・ 商業地域 

水路 

河川 

・ 準工業地域 運河 

・ 工業地域 その他の水路 

・ 工業専用地域 

教育文化施設 

学校 

特別用途地区 図書館 

・ 特別工業地区 研究施設 

・ 娯楽レクリエーション地区 その他の教育文化施設 

・ 特別業務地区 
医療施設又は社会

福祉施設 

病院 

・ 大規模集客施設制限地区 保育所 

・ 特定規模集客施設制限地区 その他の医療施設又は社会福祉施設 

・ 住環境保全型工業地区 
市場、と畜場又は 

火葬場 

市場 

特定用途制限地域 と畜場 

特例容積率適用地区 火葬場 

高層住居誘導地区 一団地の住宅施設  

高度地区、高度利用地区 一団地の官公庁施設  

特定街区 一団地の津波防災拠

点市街地形成施設 
 

都市再生特別地区、居住調整地域、

特定用途誘導地区 流通業務団地  

防火地域、準防火地域 一団地の復興拠点

市街地形成施設 
 

特定防災街区整備地区 

景観地区 その他政令で定める

施設 
 

風致地区 

駐車場整備地区   

臨港地区   

緑地保全地域、特別緑地保全地区、

緑化地域 

  

  

流通業務地区   

生産緑地地区   

伝統的建造物群保存地区 市街地開発事業 

促進区域 

市街地再開発促進区域 土地区画整理事業 

拠点業務市街地整備土地区画整理促

進区域 

新住宅市街地開発事業 

市街地再開発事業 

遊休土地転換利用促進地区 防災街区整備事業 

被災市街地復興推進地域  

地区計画等 市街地開発事業等予定区域 

地区計画 新住宅市街地開発事業の予定区域 

防災街区整備地区計画 区域面積が 20ha 以上の一団地の住宅施設の予定区域 

歴史的風致維持向上地区計画 一団地の官公庁施設の予定区域 

沿道地区計画 流通事業団地の予定区域 

集落地区計画  

   …本町で都市計画決定されているものです。（2019 年(平成 31 年)3 月 31 日現在） 
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3－2｜まちづくりの実現化方策 

（1）適切な都市計画の決定・変更 

①規制・誘導制度や都市施設整備事業の決定・変更 

「函南町都市計画マスタープラン」で定めた基本方針に基づき、区域区分や地域地区等

の規制・誘導制度の活用や、道路や公園等の都市施設整備事業など、さまざまな制度・事

業の活用・実施を図るため、必要な都市計画の決定を行います。 

また、既に都市計画決定されたものについては、経済・社会情勢等の変化や土地利用・

建築物立地の変化、都市計画道路等の都市基盤整備の進捗等に応じて、将来都市像との整

合性などを適切に判断したうえで、町民、事業者等との協働により、地域住民の意見を十

分に踏まえながら、市街化区域への編入の必要性の検討や地域地区等の規制・誘導制度、

都市施設について、必要に応じて決定・変更を行います。 

②地区計画による地区単位のまちづくりの推進 

地区計画は、用途地域等の規制・誘導制度と調和を図りながら、地区の特性に応じたき

め細かいまちづくりのルールを定めるものであり、計画策定の段階から、地区住民等の意

向を十分に反映することが義務づけられているため、住民参加のまちづくりを目指す最適

な方法の一つでもあります。 

函南町においては、東駿河湾環状線沿道地区地区計画が決定・運用されていますが、そ

の他の地区についても、地区の特性や実情、また地区住民等の意向を十分に踏まえながら、

地区計画によるまちづくりを推進していきます。 

なお、地区計画等の案を作成しようとする際の町民への案の提示と意見収集に関して、

「函南町地区計画等の案の作成手続に関する条例」で定められています。 

「地区計画」の活用は、「良好な住環境を守りたい」、「災害に強いまちにしたい」、「美し

い街並みをつくりたい」等、地域のまちづくりへの関心の高まりがスタートです。地域の

まちづくりをどのようにしていくか、地域住民と行政が一緒に考えていきます。 
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図 地区計画によるまちづくりのイメージ（出典：国土交通省資料） 

（2）多様な制度の活用によるまちづくりの推進 

①立地適正化計画制度による都市機能及び居住の誘導【再掲】 

持続可能なまちづくりを実現するために、さらなる人口減少・高齢化社会の進行に対応

した「歩いて暮らせるコンパクトな集約型都市構造」への再編が不可欠であり、将来都市

構造として本計画で示した「集約連携型都市構造」の構築のため、「立地適正化計画制度」

を活用し、都市拠点における都市機能の誘導と拠点周辺における居住の誘導を推進します。 

②開発許可制度等の適切な活用 

開発許可制度は、無秩序な市街化の防止を図るとともに、開発行為の適正な水準を確保

するために設けられている制度であり、開発面積や予定建築物の用途などに応じて、道路・

公園・排水施設などが一定の技術基準に適合している場合にのみ許可となります。 

函南町では、市街化区域内の 1,000 ㎡以上の開発行為を、また市街化調整区域内の開発

行為について、制度の適切な運用を図っていきます。同時に、「函南町土地利用事業の適正

化に関する指導要綱」に基づき、1,000 ㎡以上の土地利用事業について、適切な指導を行っ

ていきます。 

また、町民・事業者等については、開発許可等に関する規則・要領に基づく申請を行い、

都市計画マスタープランに掲げられた将来都市像と整合した適正な土地利用を図ります。 
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③都市計画提案制度の活用 

都市計画提案制度は、2002 年（平成 14 年）の都市計画法改正により創設された新しい

まちづくりの仕組みであり、都市計画区域（または準都市計画区域）において、土地所有

者やまちづくり NPO などが、一定の条件を満たしたもので、都市計画の決定または変更を

提案できる制度です。 

函南町においては、現時点でこの制度に基づくまちづくりの実績はありませんが、「都市

計画提案制度に基づく地区計画の提案」など、協働によるまちづくりを推進する一つの有

効な手段として、制度適用の際の庁内の受け入れ体制・支援体制の構築と町民への周知に

努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市計画提案制度によるまちづくりの流れ 

  

都市計画の提案（発意） 
≪提案の要件≫ 

①5,000 ㎡以上の一体的な区域 

②都市計画マスタープランなど、都市計画に関する法令上の基準に適合 

③土地所有者等の 2/3 以上の同意 

 

提案の受理・都市計画決定等をする必要性を判断 

提案を踏まえて、 
都市計画決定・変更をする必要が 

あると認めるとき 

提案を踏まえて、 
都市計画決定・変更をする必要が 

ないと認めるとき 

公聴会等の開催 
都市計画案の作成 

都市計画案及び提案素案を 
都市計画審議会へ付議等 

都市計画案の公告・縦覧 
 

都市計画の決定・変更 
 

都市計画審議会に提案を提出し、 
地方公共団体の見解を付して 

意見を聴く 
 

都市計画の決定・変更を 
行わない 

 

都市計画の決定・変更を行わない 
理由等を提案者に通知 
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④景観計画等による良好な景観形成 

景観法は、2004 年（平成 16 年）に制定された良好な景観の形成を促進するための我が

国で初めての景観に関する総合的な法律で、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等

における良好な景観の形成のための規制等を定めています。 

本町では、1992 年（平成４年）３月に「函南町都市景観形成ガイドプラン」を策定し、

今日までガイドプランに基づく良好な景観の保全・形成に取り組んできました。 

2014 年（平成 26 年）2 月に伊豆縦貫自動車道東駿河湾環状道路の三島塚原 IC～函南塚

本 IC 間が開通し、2017 年（平成 29 年）5 月に道の駅「伊豆ゲートウェイ函南」が供用開

始されるなど、新たなインフラ整備や土地利用が進んでおり、より良好な景観形成を図る

ことが重要になっているほか、伊豆市での東京 2020 オリンピック・パラリンピック自転

車競技の開催、伊豆半島ジオパークのユネスコ世界ジオパーク認定により、今後ますます

外国人観光客を含め、多くの観光客が伊豆半島を訪れることが見込まれます。 

これらを契機として、本町は 2017 年（平成 29 年）4 月 1 日に景観行政団体に移行し、

町独自の良好な景観形成の方向性を明らかにするとともに、町民・事業者・行政等の協働

により、函南町らしい魅力的な景観を守り、創り、活かすことを目的に、2019 年（平成 31

年）３月に「函南町景観計画」を策定し、「函南町景観まちづくり条例」を制定しました。

今後は、「函南町景観まちづくり条例」の適正な運用を図り、本町の良好な景観形成を推進

します。 

また、町民・事業者等は、「函南町景観計画」に基づく良好な景観形成のために守るべき

事項についてよく理解し、順守に努めるとともに、行催事やイベント、あるいは美化活動

や花壇づくり等の町民活動に参加し、協働による美しい景観づくりを進めます。行政にお

いては、町民、事業者等の景観形成に係る活動を支援していきます。 

⑤里親制度（アダプトプログラム）等の活用 

実施・実現されたまちづくりの維持・管理を図るため、行政による維持・管理策に加え

て、町民等の協力を得ながら、自治会等の町民の自主的な清掃活動などの美化活動といっ

た身の回りの活動を促進するとともに、「しずおかアダプト・ロード・プログラム」等の里

親制度（アダプトプログラム）やボランティアサポート制度等、維持・管理について協働

により推進するための制度の有効活用を図っていきます。 

⑥公共空間の活用 

近年、協働による公共空間の維持管理と活用を促進する法改正等の動きが進んでいます。

2013 年（平成 25 年）6 月、水防法及び河川法の改正により創設された「河川協力団体制

度」により、河川環境の維持・保全活動を行う民間団体への支援の充実が図られました。 
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2016 年（平成 28 年）3 月、道路法改正により創設された「道路協力団体制度」では、

指定された道路協力団体が道路の維持に協力するとともに、道路空間を活用した収益活動

が可能となりました。 

これらの制度の活用を含め、まちのにぎわいづくりや公共空間の整備・管理等、地域に

おける良好な環境や地域の価値を維持・向上させるため、町民、事業者等の主体的な取組

である「エリアマネジメント」の推進を支援します。 

⑦その他、地域・地区の特性に応じた自主的なまちづくりのルール 

その他、まちづくりのルールとして、地区計画のように法に基づく制度のほかにも、住

民が自分たちのまちづくりのためにつくる「まちづくり憲章」「まちづくり申し合わせ」「建

築協定」など、自主的なルールを定めることができます。 

函南町では、これらのルールづくりの促進に向けて、「函南町建築協定条例」やその他必

要な情報の提供やアドバイス等の支援を積極的に行っていきます。 

⑧民間活力の導入 

財源負担の軽減化や事業の効率化のため、民間のノウハウや資金等を有効に活用する等、

積極的な民間活力の導入を図ります。 

■民間活力の導入手法 

○PPP/PFI の活用 

○指定管理者制度 

○包括的民間委託の実施 等 

 

（3）都市計画マスタープランの柔軟な見直し 

函南町の今後のまちづくりは、「函南町都市計画マスタープラン」で掲げられた方針等に

基づき、さまざまな事業や制度を活用して推進していくことになりますが、まちづくりの

進捗の把握と計画の適切な管理を行っていく必要があります。 また、「函南町都市計画マ

スタープラン」は、「第六次函南町総合計画」や「国土利用計画函南町計画（第３次計画）」

などの上位計画を踏まえて策定しています。したがって、上位計画や経済・社会状況の今

後の動向や変化に応じて、適宜その内容について柔軟に見直しするとともに、計画内容の

充実を図っていきます。 

見直しにあたっては、「協働によるまちづくり」の理念に基づき、町民・事業者等の意見

を幅広く収集し、計画に反映させます。 
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参考資料 

参-1 

1 見直し策定の経過 

1－1｜策定体制 

「函南町都市計画マスタープラン」の見直し策定にあたっては、事務局となる都市計画課が都

市計画マスタープラン全般の見直し作業を行い、庁内策定組織である「庁内検討委員会」にお

いて関係各課連携のもと、検討・協議を進めるとともに、有識者、町民代表、函南町商工会、

田方医師会、函南町福祉協議会、共済福祉会、ハッピーキッズ、静岡県宅地建物取引業協会、

函南町農業委員会、中学校 PTA、伊豆箱根鉄道、伊豆箱根バスの代表で組織する「函南町都市

再生協議会」にて、それぞれの専門分野・業界から幅広く意見を聴取し、計画案に反映し策定

を進めてきました。 

また、地域住民の意見の収集・反映と都市計画マスタープランがより町民に身近に感じられ

るように、「地域別説明会」を小学校区ごとに開催しました。 

以上の様々な策定組織からの意見を総合的に踏まえ、都市計画マスタープランの「見直し案」

をとりまとめた後、約 1 ヶ月にわたりパブリックコメントを実施し、広く町民に周知して意見

を求めました。パブリックコメントを経た「案」は最終的には「原案」とされ、「庁内検討委員

会」から函南町長に提出し、「函南町議会」へ報告を行い、函南町長が「函南町都市計画審議会」

へ諮問し答申を受け、「函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版」の策定となりました。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

図 「函南町都市計画マスタープラン見直し」の策定体制図 
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参-2 

1－2｜見直し策定の経過 

年 度 主な作業 策定組織の開催 町民の参加等 

平成29年度 ●現況の整理 

●まちづくりの課題の抽出 

●全体構想見直し案の作成 

●地域別構想見直し案の作成 

平成 29 年度は、各種統計や総合計

画等の上位計画等を整理し、本町を

取り巻く状況の変化等をとらえ、都

市づくりの課題を抽出しました。 

整理した現況、課題を踏まえ、全

体構想見直し（案）及び地域別構想

見直し（案）を作成し、検討組織に

て、協議を行いました。 

 

 

庁内検討委員会①（11/13） 

都市再生協議会①（11/29） 

庁内検討委員会②（12/21） 

庁内検討委員会③（1/31） 

都市再生協議会②（2/28） 

庁内検討委員会④（3/19） 

 

平成30年度 ●全体構想見直し案の充実 

●地域別構想見直し案の充実 

●まちづくりの実現に向けて見直

し案の作成 

●函南町都市計画マスタープラン

改定案のとりまとめ 

●函南町都市計画マスタープラン

の改定 

平成 30 年度は、引き続き検討組織

による協議を行いながら、全体構想

見直し（案）及び地域別構想見直し

（案）の充実を図るとともに、まち

づくりの実現に向けて見直し（案）

を作成し、「函南町都市計画マスター

プラン改定案」をとりまとめました。 

とりまとめた「函南町都市計画マ

スタープラン改定案」を町民に広く

周知し、意見を求めるために、パブ

リックコメントを行いました。 

パブリックコメント後、「函南町議

会」へ報告、「函南町都市計画審議会」

へ諮問し答申を受け、「函南町都市計

画マスタープラン 2019 改定版」の

策定となりました。 

 

庁内検討委員会⑤（7/10） 

都市再生協議会③（8/8） 

庁内検討委員会⑥（9/19） 

都市再生協議会④（10/10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内検討委員会⑦（1/18） 

町議会への報告（1/29） 

都市再生協議会への報告 

（2/1） 

 

町都市計画審議会への諮

問・答申（2/8） 

 

 

 

 

 

地区別説明会（函

南小、東小、西小、

桑村小、丹那小） 

（10/25~11/1） 

 

町民へのパブリ

ックコメント 

（12/17~1/15） 

平成31年度 ●函南町都市計画マスタープラン

2019 改定版の公表 

 

  



 

参考資料 

参-3 

1－3｜都市計画審議会＜諮問・答申＞ 

（1）諮問 

 

 

 

 

 

（2）答申 
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参-4 

1－4｜策定メンバー 

（1）函南町都市再生協議会 委員名簿（順不同・敬称略） 

所属部・課 役職 平成 29 年度 平成 30 年度 備考 

有識者 
NPO 法人 

くらしまち継承機構 
理事長 伊藤 光造 伊藤 光造  

町民代表 区長会 会長 佐藤 忠一 遠藤 信  

各種団体 

代表 

函南町商工会 事務局長 杉本 義明 杉本 義明  

田方医師会 
函南支部 

代表 
山口 千賀志 山口 千賀志  

社会福祉法人 

函南町社会福協議会 
事務局長 新田 みち子 新田 みち子  

社会福祉法人 

共済福祉会 
事務長 志村 幸洋 志村 幸洋  

ハッピーキッズ 代表 小山 恵 小山 恵  

静岡県宅地建物取引業 

協会 

三島地区 

会員 
竹下 輝彦 竹下 輝彦  

函南町農業委員会 会長 井伊 好美 井伊 好美  

函南中学校 学校 PTA 副会長 八木 隆二 八木 隆二  

函南東中学校 学校 PTA 
平成 29 年度 

理事 
髙橋 由季子 髙橋 由季子  

公共交通 

事業者 

伊豆箱根鉄道株式会社 
執行役員 

鉄道部長 
井村 眞一 井村 眞一  

伊豆箱根バス株式会社 
常務取締役 

管理部長 
岩田 晃 岩田 晃  

関係行政 

機関 

静岡県沼津土木事務所 

都市計画課 
課長 望月 敏弘 佐藤 雅史  

 

  



 

参考資料 

参-5 

（2）庁内検討委員会 委員名簿（順不同・敬称略） 

所属部・課 役職 平成 29 年度 平成 30 年度 備考 

厚生部 

福祉課 課長 杉山 浩巳 大沼 裕幸  

健康づくり課 課長 森 静隆 森 静隆  

子育て支援課 課長 飯島 正紀 飯島 正紀  

環境衛生課 課長 山下 雅彦 西川 公次  

総務部 

総務課 課長 室伏 由之 杉山 浩巳  

企画財政課 課長 梅原 宏幸 平井 輝久  

管財課 課長 大塚 信行 露木 元徳  

建設経済部 

建設課 課長 八木 正彦 八木 正彦  

産業振興課 課長 田中 敏博 田中 敏博  

上下水道課 課長 江田 朝夫 大塚 信行  

教育委員会  次長 武藤 亮二 武藤 亮二  

 

（3）事務局 

所属部・課 役職 平成 29 年度 平成 30 年度 備考 

 

建設経済部 
 

部長 田口 正啓 前川 修  

参事 松下 文幸 松下 文幸  

都市計画課 

課長 前川 修 江田 朝夫  

課長補佐 加藤 裕一 野澤 和宏  

係長 野澤 和宏 －  

主査 － 原 隆雄  

主事 原 隆雄 －  
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参-6 

2 町民参加の記録 

2－1｜地域別説明会 

（1）地域別説明会の開催状況 

実施時期 平成 30 年 10 月 25 日（木）～平成 30 年 11 月 1 日（木） 

実施内容など 
都市計画マスタープランをはじめとする、まちづくりに関する各種計画につい

て、小学校区単位で、地域別に説明会を実施しました。 

参加人数など 
各地域で参加していただいた人数 計 86 名 

西 小 学 校 区【10/25（木）】：23 名 

函南小学校区【10/26（金）】：13 名 

東 小 学 校 区【10/29（月）】：19 名 

丹那小学校区【10/30（火）】：12 名 

桑村小学校区【11/  1（木）】：19 名 

 

 

（2）地域別説明会の開催の模様 

西
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校
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函
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2－２｜函南町都市計画マスタープラン2019改定版（案）に関する意見募集 

実施時期 平成 30年 12月 17日（月）～平成 31年 1月 15日（火）の 30日間 

実施内容など 
函南町ホームページへの掲載及び函南町役場 4 階都市計画課窓口での閲覧によ

り、「函南町都市計画マスタープラン 2019改定版（案）」を公表し、意見を募集 

提出意見など 意見なし 
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3 用語解説 

 

あ 

○アイドリングストップ 

自動車等の車両において、燃料の節約と二酸化
炭素を排出する排気ガスを減らすため、一時停止
時などにエンジンを切ること。 

 

い 

○（一） 

「函南町都市計画マスタープラン」においては、 
①一級河川であることを示す略称。 

「― 狩野川」 
②一般県道であることを示す略称。 

「― 田原野函南停車場線」 

○イメージハンプ 

道路で、舗装の色や材料を一部分だけ変え、凹
凸があるように見せかけたもの。ドライバーに注
意をうながし、自動車の速度を落とさせるために
設ける路面標示のこと。 

○インバウンド 

元々は「外から中に入り込む」という意味だが、
一般的に外国人の訪日旅行の意味で使われるこ
とが多い。 

○インフラ（インフラストラクチャー） 

道路や鉄道、公園、河川など都市の骨格を形成
する根幹的な都市施設のこと。 

 

う 

○雨水浸透施設 

屋根に降った雨水を住宅の敷地内で地中に浸
透させる施設のこと。 

○雨水貯留槽 

屋根に降った雨水を貯留して利用するための
施設のこと。 
 

お 

○応急仮設住宅 

大規模な自然災害発生時に、被災者の一時的な
住まいとして設置される仮設住宅のこと。 

○オープンスペース 

 公園や広場など、建築物が建っていない土地や
敷地内の空地のこと。 

○屋外広告物 

はり紙、看板、立看板、広告塔、ネオンサイン
など、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に
対して表示されるもの。 
 

か 

 

○街区公園 

日常生活に身近な住区基幹公園の種類の一つ。
主として徒歩圏内の居住者が容易に利用できる
ことを目的に、敷地面積の標準を 0.25ha とする
都市公園のこと。 

○開発許可制度 

都市計画法における開発行為に対する許可制
度のこと。開発行為をしようとするものは、開発
面積に応じて、あらかじめ都道府県知事等の許可
が必要となる。 

○開発行為 

建築物の建築などの目的で行う土地の区画形
質の変更のことをいう。 

○河川防災ステーション 

河川防災ステーションは、洪水時等の緊急対応
を迅速に行うため、コンクリートブロック等の資
材の備蓄や水防団の待機場所などを集約し、市町
村等と河川管理者が連携して整備を進めるもの。 

○合併処理浄化槽 

し尿と生活雑排水を合わせて処理する浄化槽
のこと。 

○環境負荷 

人の活動により、環境に与える負担のこと。 
 

き 

○休耕地 

使われていない農地のこと。 

○狭あい道路 

幅員 4 メートル未満の道路で、建築基準法第
42 条第 2 項の規定により同条第１項の道路とみ
なされるもの又はこれに準ずるものとして特定
行政庁（本町は静岡県）に指定されたものをいう。 

○緊急輸送路 

大規模な自然災害などの緊急事態に、避難活動
や救急救助活動、また物資の供給を行う輸送路と
してあらかじめ指定されたもの。 

○近隣公園 

日常生活に身近な住区基幹公園の種類の一つ。
主として徒歩圏内の居住者が容易に利用できる
ことを目的に、敷地面積の標準を 2ha とする都
市公園のこと。 
 

く 

○区域区分 

道路・公園・下水道などの基盤整備についての
公共投資を効率的に行いつつ、良質な市街地の形
成を図る目的で、都市計画区域を市街化区域と市
街化調整区域とに区分すること。 
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○グリーン製品 

循環資源を活用した、環境にやさしい製品のこ
と。 

○グリーンツーリズム 

都市と農村との交流を通して地域の活性化に
役立てようとする取り組みのこと。 

 

け 

○建築協定 

建築基準法では満たすことが出来ない地域の
個別的な要求を満足させるため、住宅地としての
環境、商店街としての利便を高度に維持・増進す
る等建築物の利用を増進し、かつ土地の環境の改
善を目的とする。 

協定の内容は、建築物の敷地位置、構造、用途、
形態、意匠または建築設備に関する基準を土地所
有者等の合意によって、協定することができる。 
 

こ 

○広域避難所 

大規模な地震等、自然災害の発生時に周辺地域
からの避難者を収容し、避難者の生命、身体を保
護するための必要な規模及び構造を備えた避難
地のこと。 

○交通結節点 

駅、バスターミナルなど、各種交通が集中的に
結びつく場のこと。 

○国土利用計画 

国土利用計画法に基づき、国、県、市町村がそ
れぞれの区域について定める国土の利用に関す
る計画のこと。 

○コミュニティ 

地域共同体、地域共同社会のこと。 
 

さ 

○里親制度（アダプトプログラム） 

住民が里親となって、行政の支援のもとで道路
や公園等の公共空間の清掃や維持管理を行うこ
と。 

○三位一体改革 

地方分権を推進するため、国庫補助負担金の廃
止・縮減、地方交付税の縮小、地方への税源移譲
の三つを一体で行うとする改革のこと。 
 

し 

○ジオパーク 

ジオ（地球）に関わるさまざまな自然遺産（地
層・岩石・地形・火山・断層など）を含む自然豊
かな場所のこと。2018 年（平成 30 年）４月 17
日、伊豆半島がユネスコ世界ジオパークに認定さ
れた。 

○ジオポイント 

地質、地形、歴史などそのジオパークを特色づ

ける見学場所や拠点のこと。 

○市街地整備事業 

都市計画法に規定されている事業で、土地区画
整理事業や市街地再開発事業等の総称。一定の地
域について、総合的な計画に基づき、公共施設、
宅地や建築物などの整備を一体的に行い、健全な
市街地を形成することを目的とする。 

○市街化区域 

市街地を形成している区域及びおおむね 10 年
以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域で
ある。 

○市街化調整区域 

市街化を抑制すべき区域である。本町において
は、町域全域が都市計画区域となっており、市街
化区域を除く区域が、市街化調整区域として指定
されている。 

○自然的土地利用 

山林や原野、または農地などに使われている土
地のこと。 

○自主運行バス 

地域コミュニティの育成及び地域住民の生活
の足の確保のため、自治会等により自主的に運行
するバスのこと。 

○指定管理者制度 

それまで地方公共団体やその外郭団体に限定
していた公の施設の管理・運営を、株式会社をは
じめとした営利企業・財団法人・NPO 法人・市
民グループなど法人その他の団体に包括的に代
行させることができる（行政処分であり委託では
ない）制度のこと。 

○（主） 

「函南町都市計画マスタープラン」において、
主要地方道であることを示す略称。 

○住区基幹公園 

徒歩圏内の居住者が日常的な利用を目的とし
た都市公園の分類の一つ。街区公園、近隣公園、
地区公園の総称。 

○修景 

建築物や公共施設の形態・意匠・色彩を周囲の
まちなみに調和させることや、都市計画的な景観
整備を行うこと。 
 

す 

○水源かん養 

森林の土壌が、雨水など流水を貯留し、河川へ
流れ込む水の量を平準化して洪水を緩和するこ
とにより、河川の流量を安定させる機能のこと。
また森林の土壌を通過することにより、水質が浄
化される。 

○スカイライン 

山などが空を区切って作る輪郭のこと。 
 

そ 
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○総合計画 

市町村が、その地域全体について、総合的かつ
効率的な行政・財政の運営を目的として策定する
最も基本的な計画で、市町村の将来の姿や実現に
向けた政策等について示したもの。 

○ゾーン 30 

自動車事故抑止のため、市街地の住宅街など生
活道路が密集する区域を指定し、その区域での車
の最高速度を時速 30km/h に制限する交通規制
のこと。 
 

た 

○耐震性貯水槽 

大規模地震等に備え、耐震性を備えた飲み水を
貯める大きなタンクのこと。 

○田方広域都市計画区域 

２以上の市町に跨いで設定されている都市計
画区域を広域都市計画区域という。田方広域都市
計画区域とは、静岡県田方郡函南町、伊豆の国市
を跨ぐように設定された都市計画区域のこと。 

○単独処理浄化槽 

し尿の処理のみを行う浄化槽のこと。生活雑排
水については、未処理のままであるため、水環境
に悪影響を与える。現在は、新規設置は認められ
ていない。 

○第 1次産業・第 2次産業・第 3次産業 

・第 1次産業 
農業・林業・水産業のこと。 

・第 2次産業 
鉱工業・製造業・建設業のこと。 

・第 3次産業 
目に見えないサービスや情報などの生産を

行う産業。金融、保険、卸売り、小売、サービ
ス業、情報通信業などのこと。 

 

ち 

○地域地区 

都市計画法で定められた土地の区分。都市計画
区域内の土地を利用目的によって類別し、建築物
などについて必要な制限を課すことによって、土
地を合理的に利用する目的で定められたもの。 

○地区計画 

建築物の建築形態、公共施設等の配置などから、
それぞれの地区の特性にふさわしい良好な環境
を整備、保全するための地区単位の計画のこと。 

一般的な地区計画では、その地区にふさわしい
建築物の用途の種類、建ぺい率や容積率のほか壁
面の位置や高さ、形態、意匠（デザイン）等の制
限、垣または柵の構造等を定めることができる。 

○治水 

河川の氾濫を防ぐために、河川の整備等を行う
こと。 

 

て 

○低・未利用地 

適正な利用が図られるべき土地であるにもか
かわらず、長期間に渡り利用されていない「未利
用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程
度（利用頻度、整備水準、管理状況など）が低い
「低利用地」の総称のこと。 

○デマンド型 

「デマンド」とは、要求、要請、請求、需要、
これらに出来るだけ応えようとすることであり、
定時・定路線のバス運行に対し、「デマンド型交
通」は、予約型など利用者のニーズに応じて運行
を行う輸送サービスの形態。 

 

と 

○透水性舗装 

雨水を積極的に地中に浸透させることを目的
とした透水性を備えた舗装のこと。 

○特定空家 

2015 年（平成 27 年）5 月 26 日に施行された
「空家等対策特別措置法」で、『特定空家等とは、
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と
なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と
なるおそれのある状態、適切な管理が行われてい
ないことにより著しく景観を損なっている状態、
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置
することが不適切である状態にあると認められ
る空家等をいう。 

○都市基幹公園 

１つの市町村内の居住者の利用を目的とした
都市公園の分類の一つ。都市を計画単位としたも
ので、総合公園・運動公園等がある。 

○都市計画区域 

都市計画法等の適用を受け、総合的に整備、開
発、保全する必要がある区域のこと。 

○都市計画区域の整備、開発、及び保全の方針（都

市計画区域マスタープラン） 
都道府県が都市計画区域ごとに定める土地利

用や都市施設、市街地開発事業、自然環境の保全
などの都市計画に関する基本的な方針のこと。 

○都市計画提案制度 

2002 年（平成 14 年）の都市計画法改正によ
り創設された新しいまちづくりの仕組みの一つ
であり、都市計画区域（または準都市計画区域）
において、土地所有者やまちづくりＮＰＯなどが
一定の条件下で都市計画の決定や変更について
提案できる制度のこと。 

○都市計画道路 

都市計画決定された道路のこと。 

○都市計画道路整備プログラム 

都市計画道路の整備状況を踏まえ、将来的な整
備時期や整備の優先度等を明確にした計画のこ
と。 

○都市施設 

道路、公園など都市の骨格を形成し、都市活動
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の確保や都市環境の維持を目的として定められ
る施設のこと。 

○都市的土地利用 

住宅用地や商業用地、工業用地、道路用地など
に使われている土地のこと。 

○土砂災害ハザードマップ 

土砂災害危険区域及び土砂災害特別警戒区域、
これらの区域における発生原因の種類（急傾斜の
崩落、土石流、地すべり）を表示した図面に、土
砂災害情報の伝達方法や避難地等を記載したも
の。 

○土地区画整理事業 

都市計画法に規定されている市街地開発事業
の一つであり、1954 年（昭和 29 年）に成立し
た土地区画整理法に基づく事業である。事業の仕
組みは、土地の所有者等から土地の一部を提供し
てもらい（減歩）、それを道路や公園等の新たな
公共用地として活用し、整然とした市街地を整備
することによって居住環境を向上させ、一方で宅
地を整形化して利用増進を図ることである。 

○土地利用事業 

住宅や店舗、工場などの建設や、土や砂利の採
取、またごみや産業廃棄物の埋立てなどの目的で
行う一団の土地の区画形質の変更等に関する事
業のこと。 

○トリップ 

出発地から目的地までの、徒歩や自動車、交通
機関による人の動きのこと。 
 

な 

○内水排除施設 

降雨により本川（主となる川：本町でいう狩野
川など）の水位が高くなると、市街地などに降っ
た雨（内水という）の排水がうまく出来なくなり、
その結果、氾濫を起こしてしまう。これを防ぐた
めに設置された、排水を促すための排水機場等の
施設のこと。 

○南海トラフ巨大地震 

駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の
海域及び土佐湾を経て日向灘沖までの広い領域
の南海トラフに沿って、フィリピン海プレートの
西南日本の下への沈み込みによっておこること
が警戒されているマグニチュード 9 クラスの巨
大地震のこと。 
 

の 

○農業集落排水事業 

市街地外に立地する農業集落において、集落の
環境を維持・向上させるために、集落から発生す
るし尿や生活雑排水などの汚水を処理すること
を目的として実施される事業のこと。 

○農地中間管理事業 

都道府県に１つ設置される「農地中間管理機構」
が、農地の受け皿となり、離農したり、規模を縮

小する農家から借り受けた農地を、担い手へまと
まりある形で農地を利用できるように配置し、貸
付けを行う事業のこと。 
 

は 
○バリアフリー 

障害者など健常者以外の人たちにとって障害
になるものを取り除くこと、また取り除いた状態
のこと。 

 

ひ 
○ビックデータ 

コンピュータや通信機器などの高機能なデジ
タル機器が仕事や暮らしに広く利用されること
により、日々刻々と記録されているさまざまなデ
ータの巨大な集まりのこと。このようなデータを
扱う新たな手法の開発により、2010 年前後から、
産業・学術・行政・防災などさまざまな分野で利
活用が進み、意思決定や将来予測、事象分析が行
われている。 
 

ふ 
○フレーム 

一般的には、枠組みや骨組みのことを指す。将
来人口フレームとは、将来において目標となる人
口規模を示したもの。 

 

○福祉タクシー 

鉄道やバスなど公共交通機関の利用が困難な
方や高齢者などを、車椅子専用タクシーや寝台専
用タクシーなどの福祉車両またはセダン型の車
両を使用して患者搬送サービスをするタクシー
のこと。 

 

へ 
○ベッドタウン 

和製英語で住宅都市のこと。大都市などの就業
地に対して居住機能を分担している都市である。
都市の就業人口の大半は、他の都市にある職場へ
通勤し、夜間だけ休むために帰ってくる。「ベッ
ド=寝る場所」のみの部分という語源からきてい
る。 
 

ほ 
○包括的民間委託 

受託した民間事業者が創意工夫やノウハウの
活用により効率的・効果的に運営できるよう、複
数の業務や施設を包括的に委託すること。 

○ポケットパーク 

歩行者が休憩し、また近隣住民が交流するため
の空間で、道路もしくは道路沿いに設けられた緑
のある小さな広場のこと。「ベストポケットパー
ク」の略で、チョッキのポケットほどの公園とい
う意味。 

http://kotobank.jp/word/%E4%BD%8F%E5%AE%85
http://kotobank.jp/word/%E9%83%BD%E5%B8%82
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E9%83%BD%E5%B8%82
http://kotobank.jp/word/%E5%B0%B1%E6%A5%AD
http://kotobank.jp/word/%E5%B0%B1%E6%A5%AD
http://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E4%BD%8F
http://kotobank.jp/word/%E6%A9%9F%E8%83%BD
http://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E6%8B%85
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E5%8F%A3
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E5%8D%8A
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%A0%B4
http://kotobank.jp/word/%E5%A4%9C%E9%96%93
http://kotobank.jp/word/%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88
http://kotobank.jp/word/%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88
http://kotobank.jp/word/%E5%A0%B4%E6%89%80
http://kotobank.jp/word/%E8%AA%9E%E6%BA%90
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○保水機能 

山林などの緑地が降った雨を一時的に貯留し
たり、地中に浸透させる機能。 

○ボトルネック 

流れやプロセスを滞らせる箇所のこと。「函南
町都市計画マスタープラン」では、道路の構造的
な問題などから、交通渋滞の発生箇所を表す用語
として用いている。 

○ボランティア 

 自由な意志に基づいて自発的に無報酬で社会
活動を行うこと、またその人のこと。 

○ボランティアサポート制度 

道路の美化活動を行っている団体に対して、国
や自治体が清掃用具の支給などをして、その活動
を支援する制度のこと。 
 

み 
○道の駅 

各自治体と道路管理者が連携して設置し、国土交
通省により登録された、商業施設・休憩施設・地域
振興施設・駐車場等が一体となった道路施設。 

○緑の基本計画 

都市緑地法に規定される、都市計画区域内の緑
地の保全や緑化の推進に関する総合的な計画の
こと。都市公園の整備や緑地の確保、緑化推進の
方針等について市町村が定める。 

 

○未利用地 

本来、建築物等が建てられ、その土地にふさわ
しい利用がなされるべきと考えられる市街地に
おいて、田や畑、農地などの自然的土地利用のま
まになっている土地のこと。 

 

ゆ 
○ユニバーサルデザイン 

道路や空間をデザインする際、障害者のための
特別なデザインではなく、健常者も含めた全ての
人にとって使いやすいデザインのこと、またその
考え方。 

○遊休農地 

現在耕作されておらず、また引き続き耕作され
る見込みがない農地のこと。 

○遊水機能 

田が水を貯めたり、あふれた水を一時的にため
ておく機能。 
 

よ 
○用途地域 

都市計画法上の地域地区の一つであり、市街地
における土地利用の純化を目的として定められ
る、以下の 13 種類の地域のこと。 

・第 1種低層住居専用地域 

低層住宅の良好な環境を保護するための地
域。 

・第 2種低層住居専用地域 （該当なし） 

主として、低層住宅の良好な環境を保護する
ための地域。 

・第 1種中高層住居専用地域 

中高層住宅の良好な環境を保護するための
地域。 

・第 2種中高住居専用地域 

主として、中高層住宅の良好な環境を保護す
るための地域。 

・第 1種住居地域 
住居の環境を保護するための地域。 

・第 2種住居地域 
主として、住居の環境を保護するための地域。 

・準住居地域 
道路の沿道としての地域の特性にふさわし

い業務の利便の増進を図りつつ、これと調和し
た住居の環境を保護するための地域。 

・田園住居地域 （該当なし） 
農業の利用の増進を図りつつ、これと調和し

た低層住宅に係る良好な住居の環境を保護す
るための地域。 

・近隣商業地域 
近隣の住民に対する日用品の供給を行う商

業その他の業務の利便の増進を図る地域。 

・商業地域 （該当なし） 
主として、商業その他の業務の利便を増進す

るために定める地域。 

・準工業地域 （該当なし） 
主として、軽工業の工場等の環境悪化のおそ

れのない工業の業務の利便を図る地域。 

・工業地域 
主として工業の業務の利便を図る地域。 

・工業専用地域 （該当なし） 
専ら工業の業務の利便を図る地域。 

 

ら 
○ランドマーク 

地域の目印となる建築物や、象徴的な景観要素

のこと。 

 

れ 
○レクリエーション 

休養、娯楽、気晴らしのこと。 

 

Ｄ 
○DIG（ディグ） 

参加者が地図を使って防災対策を検討する訓
練のこと。以下の３つの単語の頭文字をとって命
名されている。 
Ｄisaster（ディザスター）：災害 
Ｉmagination（イマジネーション）：想像力 
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Ｇame：（ゲーム）：ゲーム 

 

Ｉ 
○IC（インターチェンジ） 

 高速道路等の出入り口のこと。 

○ICT（アイシーティー） 

インフォメーションアンドコミュニケーショ
ンテクノロジー（情報通信技術）の略で、通信技
術を活用したコミュニケーションを指し、情報処
理だけではなく、インターネットのような通信技
術を利用した産業やサービスなどの総称。 

 

Ｎ 
○NPO（エヌピーオー） 

営利を目的としない自主的なまちづくり、高齢
者支援、自然環境保全、ごみのリサイクルなどの
活動を行う市民団体のこと。 

 

P 
○PPP/PFI（ピーピーピー/ピーエフアイ） 

PPP とはパブリック・プライベート・パート
ナーシップの略で、公民が連携して公共サービス
を提供する手法のこと。 

PFI とはプライベイト・ファイナンス・イニ
シアティブの略で、公共施設等の設計、建設、
維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活
用し、公共サービスの提供を民間主導で行うこと
で、効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図
ること。 
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