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函南町においては、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。それから約 10 年が経過した現在、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

いる状況にあります。また、本町においても人口増減の転換点を迎えて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、戦略的な都市づくりを推進することが必要

であることから、この度「都市計画マスタープラン」の見直し策定を行いました。見直し策定

にあたっては、都市計画マスタープランが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、2017 年（平成 29 年）に改訂された第六次計画

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整合を図るものとしています。 

 

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

て」の 4 部で構成されています。このうち、「全体構想」では、全町的な視点で都市計画・まち

づくりの方針を示し、「地域別構想」では、町民の生活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ています。また、「まちづくりの実現に向けて」は、

全体構想・地域別構想に示した方針に基づくまちづくりを実現するために、町民、事業者、行

政等が果たすべき役割や、今後も取り組んでいくべき事項などについて掲載されています。 

 

本書は、これらを概要版としてまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 はじめに 
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   都市計画マスタープランとは    

■ 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。 

■ 都市計画マスタープランの位置づけ ■ 

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。 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

即 す 

整 合 を 図 る 

調 和 

等 

Ⅰ. 序論 

1 
 



序論  概要版  函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版 

 

3 

■ 計画対象区域と目標年次 ■ 

計画対象区域 ： 町 域 全 域 

目 標 年 次 ： 2038 年度（計画開始年次の概ね 20年後） 

ただし、今後の経済・社会情勢の変化や上位計画等種々の計画の変更などが生じた場合には、

必要に応じて見直しの検討を行います。 

   都市づくりの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市づくりの課題図  

2 
 

（1）持続可能な都市づくり 

（2）暮らしやすい住環境づくり 

（3）活動を支える都市交通網づくり 

（4）まちの活力を育てる基盤づくり 

（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  
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   函南町の将来都市像 

■ 都市づくりの基本理念 ■ 
 

 

 

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。 

 

  

『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 ～ 

Ⅱ. 全体構想 

1 
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   都市づくりの将来像    

■ 将来人口フレーム（目標人口）■ 

都市計画マスタープランでは、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「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 
 

 

■ 将来都市像 ■ 

● 誰もが安心して快適に暮らし多世代が交流する都市 
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 
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。 

● 豊かな自然環境と共に生きる都市 

函南町の財産である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 

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 

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。  

2 
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■ 都市づくりの基本目標 ■ 

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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将来都市構造の基本的考え方（目指すべき都市構造） 

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。 

   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的な姿を明らかにするため、

最も基本的な土地利用を示す「ゾーン」、都市活動の中心地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『将来都市構造』を構築しました。 

 

 

  

◆ ゾーン 
●既成市街地ゾーン 
●新市街地ゾーン 
●自然環境保全・活用ゾーン 

◆ 軸 
●広域都市環状軸 
●広域都市連携軸 
●都市連携軸 
●市街地連携軸 
●うるおい環境軸 

◆ 拠 点 
●都市中心拠点 
●都市にぎわい交流拠点 
●地域交流拠点 
●文化・コミュニティ活動 

交流拠点 
●新産業拠点 
●みどりの拠点 
●観光交流拠点 
●歴史文化・交流 

レクリエーション拠点 

3 
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   分野別基本方針    

■ 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 

●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ます。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。 

●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。 

 

（２）自然的土地利用の保全方針 

●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。 

 

  

4 
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■ 都市交通の基本方針 ■ 

（１）幹線道路網の整備方針 

●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。 

 

（２）生活道路網の整備方針 

●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。 

 

（３）公共交通体系の整備方針 

●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。 

 

（４）人にやさしい交通体系の整備方針 

●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。 
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■ 都市環境の基本方針 ■ 

（１）公園・緑地等の整備方針 

●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。 

 

（２）水と緑を活かした都市環境の創出方針 

●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。 

 

（３）資源循環型都市づくりの方針 

●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。 
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■ 都市防災等の基本方針 ■ 

（１）災害に強い都市づくりの方針 

●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。 

 

（2）防災施設等の整備、充実等の方針 

●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。 

 

（3）犯罪の起きにくい都市づくりの方針 

●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。 
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■ 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 

●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。 

 

（2）魅力ある市街地景観等の形成方針 

●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。 
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   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 

 

 
・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。 

 

Ⅲ. 地域別構想 

1 
 



地域別構想  概要版  函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版 

 

19 

   地域地区の考え方    

「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 

 

 

  

２ 
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   地域別まちづくり構想    

 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 

 
 

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 

 

 

■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。 

① 地域の概況 

３ 
 

② 地域づくりの課題 
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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 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５－４  中里横穴群の保全と活用 

 
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 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 

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  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 

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 

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 

４－１  狩野川の適切な維持・

管理 

４－３  河川防災ステーション

と連携した水害対策の充実 

５－１  田園景観の保全 

 

 

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 

３－３  函南観音川の保全と活用 

 

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 

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 

４－１  函南観音川の適切な維持・管理 

 

３－１  ふれあい東公園・

やすらぎ西公園の適切な維

持・管理 

１－５  住宅地の良好な住環境

の創出 

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 

１－７  塚本地区の土地利用

の可能性の検討 

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 

１－６  既存集落地の住環境

の維持・向上 

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 

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 

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 

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 

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 

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  間宮児童公園の適

切な維持・管理 

３－１  間宮川向公園の適切な維持・管理    

 

３－３  来光川の保全と活用 

 

３－３  狩野川の保全と活用 

 

 

 

５－２  蛇ヶ橋からの

富士山の眺望の保全 
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 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 

 
 

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 

 

 

■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。 

  

① 地域の概況 

② 地域づくりの課題 
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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 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

５－４  初姫神社の保全と活用 

 

２－１  ２－２   函南中周辺の生活

道路・通学路の安全性の向上 

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 

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 

 

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 

 

 

４－１  来光川の適切な維持・管理 

 

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 

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 

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 

２－３  伊豆仁田駅周辺の生活道路

の安全確保 

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 

 

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 

３－５  来光川の保全と活用 

 

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 

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 

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 

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 

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 

 

１－６  上沢地区の土地利用の可

能性の検討 

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 

 

２－６  (都)平井仁田線の整備推進 

 

２－６  (都)八ツ溝仁田線の整備推進 

 

 

１－５  伊豆仁田駅南側地区

の土地利用の可能性の検討 

１－３  住宅地の良好な住環境の創出 

 

５－４  雷電神社の保全と活用 

 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 
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 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 

 
 

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 

 

 

■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。  

① 地域の概況 

② 地域づくりの課題 
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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 ≫ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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 

１－６  柏谷地区の土地利用

の可能性の検討 

３－５  湯～トピアかん

なみの観光資源の活用 

２－１  ２－２  東中周辺

の生活道路・通学路の安全性

の向上 

 
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 

 

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 

２－４  (主)熱海函南線の交通の円

滑性と安全性の確保 

２－５  (一)函南停車場反射炉線

の良好な沿道空間の確保 

２－１  ２－２  東小周辺の生活

道路・通学路の安全性の向上 

５－３  (主)熱海函南線の良好な沿

道景観の形成 

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 

１－５  市街地内の低・未利用地の

有効活用の促進 

５－１  田園景観等の良好

な景観の保全 

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 

１－２  柿沢台の良好な住環境の 

維持 

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 

 

３－１  大仙山の保全と活用 

 

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 

４－８  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 

 

４－３  東小の防災資機材の確保 

 

 

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 

３－３  公園や広場等の整備の推進 

 

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 

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 

 

５－１  田園景観・里山景観等の良好な

景観の保全 

地域全体に関わる方針 

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 

３－４  函南運動公園の整備と適

切な維持・管理 

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 

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 

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 

５－５  磨崖仏の歴史・文化資源の

保全と活用 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 

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 
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 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 

 
 

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 

 

 

■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。 

  

① 地域の概況 

② 地域づくりの課題 
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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 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

４－６  山林や畑地の保水機能の確保 

 

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 

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 

 

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 

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 

地域全体に関わる方針 

５－６  火雷神社の断層（ジオ

ポイント）の保全と活用 

１－２  既存集落地の住環境の

維持・向上 

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 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 
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 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 

 
 

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 

 

 

■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。 

 

① 地域の概況 

② 地域づくりの課題 
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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 ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域全体に関わる方針 

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 

１－６  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 

２－１  ２－２  桑村小周辺の生活

道路・通学路の安全性の向上 

１－３  ヒューマンヒルズ

の良好な住環境の維持 

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 

１－３  住宅地の良好な住環境の創出 

 
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 

 

５－２  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 

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 

１－５  桑原地区の土地

利用の可能性の検討 

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  原生の森公園の眺望点の

保全 

５－２  十国峠の眺望点の保全 

 

５－４  山中城跡（岱崎出丸）

の保全と活用 

 

４－４  函南冷川の適切な維持・

管理 

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 

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 

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 

３－１  函南冷川の保全と活用 

 

３－１  来光川の保全と活用 

 

１－４  既存集落地の住環境

の維持・向上 

５－４  かんなみ仏の里美術

館の保全と活用 

 

その他の基本方針 

１－１ ・・・ 重点方針 

１－２ ・・・ 



函南町都市計画マスタープラン 2019 改定版  概要版  まちづくりの実現に向けて 

 

30 

 

   まちづくりの最も基本となる考え方    

（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。 

  

Ⅳ. まちづくりの実現に向けて 

1 
 

 

■ 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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   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、「まちづくりの最も基本となる考え方」の

協働によるまちづくりの仕組み及び原則に基づいて、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 

②まちづくりに関する情報の公開  

③まちづくり活動に対する支援  

（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） 

（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 

２ 
 

 

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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   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 

②地区計画による地区単位のまちづくりの推進 

（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 

②開発許可制度等の適切な活用 

③都市計画提案制度の活用 

④景観計画等による良好な景観形成 

⑤里親制度（アダプトプログラム）等の活用 

⑥公共空間の活用 

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 

⑧民間活力の導入 

（３）都市計画マスタープランの柔軟な見直し 

 

「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。 

３ 
 

参考資料. 策定体制 
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