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「沼津市市街化調整区域における土地利用の方針（案）」 

パブリックコメントの結果 

 

沼津市市街化調整区域における土地利用の方針（案）についてパブリックコメントを実施しました

ところ、市民の皆様から貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

皆様からいただきましたご意見の概要と市の考え方・対応をお示しします。 

ご意見をいただきました皆様には深く感謝いたします。 

 

○実施時期：令和２年 12 月 22 日（火）～令和３年１月 20 日（水） 

○閲覧場所：市ホームページ，市役所（まちづくり政策課，生活安心課），市内各市民窓口事務所，

市立図書館 

○提出者数：６名 

○意 見 数：７件 

 

沼津市市街化調整区域における土地利用の方針（案）パブリックコメント 

 意見の概要 市の考え方・対応 

１ いよいよ沼津市も企業誘致に本気になった

なと感じました。これまで、富士市など近隣

の市町に企業を奪われていましたが、これか

らは本案に基づき、積極的に企業誘致を進め

てほしいと思います。 

インターチェンジ周辺は開発ポテンシャル

が高い地域であるため、市も企業と連携を図

り、官民連携で取り組んでほしいです。 

沼津市の魅力がより高まることを期待して

います。 

東名・新東名高速道路のインターチェンジ

周辺は、広域交通網の利便性が高いことから、

本市の活力を高めていくためにも、そのポテ

ンシャルを活かした産業立地等に取り組んで

いく必要があると考えています。 

今回、市街化調整区域における今後の土地

利用の方針を明確化した本方針を策定し、企

業の立地需要を見極めながら、雇用の受け皿

となる産業立地を促進し、都市の活力向上を

図ります。 

２ 新型コロナウイルスの影響で、地方で働く

需要が増えています。これを沼津市のチャン

スと捉えて、働く場所の確保に努めてもらい

たいです。 

今回の方針では、産業立地を推進するため

に市街化調整区域の土地利用を行うというこ

とで、働く場の確保策として良い取り組みだ

と思います。企業のニーズをしっかりと把握

して、沼津市内への立地を促してください。

ただ、近年全国各地が様々な災害に見舞わ

れている中で、災害の危険性が増すような土

地利用は行うべきではないと思います。土地

利用を行う時は、しっかりとした防災対策の

もとで行ってもらうよう要望します。 

新型コロナウイルス危機により、ゆとりあ

る空間で過ごすことへのニーズの高まりによ

り、地方への人の流れが生まれる可能性があ

ることから、本市の特徴を活かして、働く場

を誘導し、都市の活力を高めていくことが重

要であると認識しています。 

このことから、本方針に基づき、計画的か

つ適切な土地利用の誘導を図り、雇用の受け

皿となる産業立地を促進します。 

なお、洪水浸水想定区域などハザードエリ

ア内においては、災害防止等の観点から開発

行為の影響など、総合的に勘案した土地利用

が必要であると考えています。 
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３  今まで土地利用を制限してきた市街化調整

区域について、これから限定的ではあるが、

土地利用を図っていこうとしている沼津市の

姿勢に一定の評価をしたいと思う。 

 本方針（案）に地区計画の適用候補エリア

として示されている「（都）片浜池田線沿道ゾ

ーン」、「駿河湾沼津スマートインターチェン

ジ周辺地区（東海大学跡地）」、「足高北地区」

については、津波や洪水の影響を受けないこ

と、東名・新東名高速道路のインターチェン

ジ・スマートインターチェンジに近いことか

ら、物流・流通業や製造業などの開発適地で

あると考えられる。 

 このような開発適地の土地利用の実現手法

の１つに市街化調整区域の地区計画がある

が、これを活用する場合、地権者や企業が主

体となって都市計画を提案することが原則と

なっていることから、地権者や企業は開発に

向けて都市計画について知恵を絞り、懸命に

考えて提案することとなるため、市はそれに

応えるよう道路などのインフラ整備を積極的

に行ってほしいと思う。市の協力がない限り、

土地利用は実現しないため、沼津市の将来を

見据えて取り組んでほしい。 

「（都）片浜池田線沿道ゾーン」、「駿河湾沼

津スマートインターチェンジ周辺地区（東海

大学跡地）」、「足高北地区」など、東名・新東

名高速道路のインターチェンジ周辺は、広域

交通網の利便性が高いことから、本市の活力

を高めていくためにも、そのポテンシャルを

活かした産業立地に取り組んでいく必要があ

ると考えています。 

産業立地にあたっては、用途や規模などを

総合的に勘案して、計画的かつ適切な土地利

用が図られるよう道路などのインフラ整備を

併せて行うことが重要であると認識していま

す。 

現在、「駿河湾沼津スマートインターチェン

ジ周辺地区（東海大学跡地）」については、ス

マートインターチェンジから東海大学跡地へ

のアクセスを強化するため道路整備を進めて

おり、当該地区のポテンシャルを更に高めて

いるところです。 

他地区についても、土地利用にあたっては

提案された地区計画の内容や周辺の都市基盤

の整備状況、企業立地の動向を踏まえながら、

道路などのインフラ整備について検討してい

きます。 

４ 「北西部地区（東椎路地区）」、「原地区」

などは、商業施設、マンション等が立地し、既

に都市的土地利用がされているように見え

る。そもそも、市街化調整区域に都市的土地

利用という言葉がおかしいと思う。都市的土

地利用という言葉を使用するなら、即、市街

化区域に変更すべきである。 

市街化区域と市街化調整区域の違いで、税

負担の差が大きいため、税の公平性の観点か

ら、市街化調整区域から市街化区域への変更

を早急に実施して欲しい。 

他にも、大平地区も住宅立地状況、国道４

１４号バイパス開通後の発展があれば、市街

化区域と思う。 

「北西部地区（東椎路地区）」や「原地区」

などは、生活を支える商業、医療等の生活利

便施設や住宅などが立地し、都市的な土地利

用が図られていることから、市街化調整区域

であっても「都市的土地利用」という言葉を

使用しています。 

区域区分の変更（市街化調整区域から市街

化区域へ編入）は、概ね５年毎に行われる都

市計画基礎調査を基に、人口及び産業の将来

の見通し、土地利用の現状及び将来見通し等

を総合的に勘案して、検討することとなりま

す。 

このことから、今後の土地利用の動向等を

踏まえ、計画的な市街地整備が見込まれる場
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都市化での利用、活用には多いに賛成であ

る。税の公平性を推進してほしい。 

合に市街化区域への編入について検討してい

きます。 

５ 我が国において大都市圏以外の郊外人口は

今後急速に減少していくことが想定される

中、市街化調整区域の土地利用による雇用創

出や魅力あるまちづくりは今後の沼津市の発

展にとって非常に大きな役割を担うものと考

えている。 

市街化調整区域内への企業立地に関して

は、かねてからのグローバル化や脱炭素化の

社会情勢を考慮すると、工場に代表される製

造業等の従来型の産業は近い将来海外移転や

事業規模の縮小等をせまられるリスクが高

く、長期的な雇用の創出および維持には繋が

らないのではと懸念する。 

一方、倉庫等に代表される物流業界は近年

EC 市場の急速な拡大に伴い慢性的な人手不

足が深刻化しており、また今後需要の更なる

増加が予測されることから、こういった物流

業および IT 産業においては東京圏に隣接す

るという立地を活かし、長期的な雇用の創出

が期待できるのではと考える。 

また、折からのコロナウイルス問題により

人々の働き方や東京一極集中に代表される都

市のあり方に対する考え方が激変しており、

温暖な気候と豊かな自然に囲まれた沼津市は

これからの日本が目指すべき新しいライフス

タイルを全国に提案できるポテンシャルを秘

めていると考える。 

本来、市街化を抑制すべき地域で土地利用

を許容するとのことなので、こういった沼津

の魅力は損なわれないよう自然環境に配慮し

た土地利用を進めて頂ければと思う。 

今回の方針に沿った土地利用により、住民

が過ごしやすく、かつ魅力あるまちづくりを

進めていって頂きたいと考えている。 

ご意見のとおり、工場などの製造業につい

ては、生産性向上の観点から海外に生産拠点

を設けることが多いことから、誘致を図って

も長期的な雇用の創出につながらないことも

考えられます。しかし、新型コロナ危機に伴

い、国際間取引の依存や生産の一極化等の要

因により工場の一時停止、サプライチェーン

の寸断など、リスクが顕在化したことから、

生産拠点の複数化や生産拠点を国内に戻す動

きも見受けられます。 

また、近年、食料品や日用雑貨等の購入に

Ｅコマースを利用する件数が増加しており、

Ｅコマース関連商品を取り扱う物流施設の立

地ニーズが高まっていると認識しています。

このようなことから、コロナ禍のみならず、

今後の様々な社会環境の変化を的確に捉え、

都市の活力向上に資する土地利用の誘導を図

り、都市の価値・魅力を高めていきます。 

なお、市街化調整区域は、優れた自然環境

や自然的景観を有していますので、土地利用

にあたっては、周辺環境と調和を図ることが

重要であると考えています。 

このため、市街化調整区域における無秩序

な開発を防ぎ、周辺環境と調和を図るよう地

区計画などを活用し、計画的かつ適切な土地

利用の誘導を図っていきます。 

６ 大平地区の「当地区は洪水浸水想定区域を

含むことから、災害防止の観点等を踏まえて、

洪水浸水想定区域は、指定した時点（狩野

川水系は平成 28 年 12 月 15 日）の河道の整備
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土地利用のあり方を検討する必要がありま

す。」の記載について、既に河川工事や揚水機

場整備等が行われているが、工事が終了した

時点においても洪水浸水想定区域に変わりは

ないのか。 

状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨

により河川が氾濫した場合の浸水状況をシミ

ュレーションにより予測したものです。 

大平江川については、河川改修とあわせて、

狩野川の堤防整備や樋管改築を実施しました

が、当整備は計画規模の洪水を安全に流すこ

とができる整備であり、想定し得る最大規模

の降雨による浸水を解消するものではありま

せん。 

７ 本方針（案）において、大平地区は「農業生

産基盤整備等による水稲の安定生産」や「農業

生産基盤整備事業等で整備された優良な農

地」などと記載されているが、当該整備・事業

は約 100 年前に行われていたものであり、現

状では年月の経過に伴い、農地ではなく、土地

利用の変化が見受けられる。また、耕作放棄地

や埋め立て地も多く、田や畑としての管理が、

農家の高齢化や後継者がいない状況では困難

であると思う。米作により収益を得ることも

難しい時代であり、農業生産基盤整備に固執

せず、何らかの方向転換が求められるのでは

ないかと思う。 

大平地区は県道原木沼津線、県道三島静浦

線、都市計画道路沼津静浦線の幹線道路網が

あり、新幹線三島駅や駿豆線仁田駅へも近く、

東京へのバス直行便もあり東京や静岡への通

勤地である。これらの状況に鑑み、優良な住宅

地や環境にやさしい企業誘致を求め、人口増

加を図り市街化への土地利用を考えてはどう

かと考える。 

大平地区は、農業を推進することが必要と

定められた農業振興地域内であり、生産性の

高い農地である農用地区域が指定されていま

す。これら農地については、農産物の供給や

農業体験の場の提供、良好な景観の形成を図

るために、引き続き保全していく必要がある

と考えています。 

農地は、今後も適切に保全を図っていく必

要がありますが、近年においては、農業従事

者の高齢化や担い手不足等により、農地転用

や都市的土地利用を制限する方策のみでは、

農地を保全していくことが難しい状況となっ

ています。 

今後、農地の保全に向けては、農業の担い

手による多様な取組を支えていくことが重要

であることから、留意すべき事項を予め整理

した上で、農業振興に資する取組みや地域振

興に資する土地利用に対しては、柔軟に対応

していくことが有効であると考えられます。

このことから、当該地区ならではの特性を

活かした計画的かつ適切な土地利用の誘導を

図っていきます。 

 


