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前  文 
 
国土利用計画（第一次静岡市計画）は、土地基本法における土地についての「公共

の福祉の優先」等の基本理念を踏まえ、国土利用計画法第８条の規定にもとづき、静

岡市の区域における国土利用の基本的事項に関する指針を定めるものです。 
この計画は、静岡県国土利用計画（第三次）を基本とし、静岡市基本構想に即して

策定されたものです。 
なお、この計画は、将来における社会・経済情勢の変化に対応し、適切な検討を加

えて必要に応じ見直しを行うものとします。 
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第１ 市域の土地の利用に関する基本的考え方 

１ 基本方針 

土地は限られた資源であり、生物の生息の基礎を成すものであるとともに、

地域の発展や豊かな市民生活を形成する上での基盤でもあります。 

静岡市は平成 17 年 4 月に、現行都市制度で最大の自治権を有する指定都市

へと移行します。そして、市内及び周辺では、将来の都市構造や土地利用に

大きな影響を与えることになる第二東名自動車道や中部横断自動車道などの

大規模社会資本の整備もすすみ、大きく躍進する機会を迎えています。 

このような状況の中で、静岡市は概ね平成 27 年を目標とする基本構想で目

指すまちの姿を「活発に交流し価値を創り合う自立都市」と定め、具体的な

まちづくりを展開しようとしています。 

今後の土地利用に当たっては、土地の根幹的な役割を踏まえつつ、この将

来像を実現していくため、次のような基本的視点に立ち計画的かつ総合的に

すすめていくものとします。 

 

(1) 活発な交流を育む土地利用 

ヒト、モノ、カネ、情報等の交流により新しい価値を生みだす環境づく

りとして、次の視点からの土地利用を推進します。 

 

① 多様で豊かな地域資源を活かした土地利用の推進 

静岡市は、南アルプスから駿河湾までの広大な市域を有し、多様で豊

かな自然資源や城下町、宿場町、港町としての歴史資源など、個性ある

地域資源が存在します。 

活発な交流を創出していくためには、これらの地域固有の貴重な資源

を活用していくことが求められます。 

このため、地域資源の再評価とともに、状況に応じた整備、開発及び

保全をはかるなど、その魅力を一層高めていくための土地利用を推進し

ます。 
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② 優れた地勢を活かした土地利用の推進 

静岡市は、古くから国土上の拠点に位置し、その機能を発揮してきま

した。今後、静岡空港や清水港等の整備により、国内はもとより、環太

平洋地域や東アジアなどとのネットワークも強化され、交流のための基

礎的条件は格段に向上していくことになります。 

このため、国際的な視点から新たな知的産業の集積や地域産業の高度

化、高付加価値化のための拠点整備など、交流拠点としての優位性を活

かした効果的な土地利用を推進します。 

 

③ 交流の基盤となる交通・情報体系の構築 

静岡市は、静岡都市圏の中心都市として周辺市町と緊密な連携をは 

かっていくことが求められています。また、第二東名自動車道や中部横

断自動車道の広域交流基盤の充実を契機とし、それらと効果的に結ばれ

た交通ネットワークの形成も必要となります。 

このため、陸・海・空が一体となった総合交通体系の確立や高度情報

通信基盤の整備など、静岡都市圏内外との多彩で活発な交流を支えるた

めの基盤となる土地利用を推進します。 

 

(2) 分散型・自立型社会システムを構築するための土地利用 

静岡市の多様で豊かな社会資源や、我が国の交流拠点としての地理的位

置などの基礎的条件を活かした自立したまちづくりとして、次の視点から

の土地利用を推進します。 

 

① 市民が安心して暮らせる都市基盤の形成 

東海地震や集中豪雨などへの対応も含め、すべての市民が安全に安心

して暮らせる環境づくりをすすめていくことは、まちづくりにおいて最

も優先すべき課題です。 

このため、地震、豪雨などによる自然災害や都市型災害対策の充実、

さらに、公園緑地などのゆとり空間の確保をはかるとともに、まち全体

のユニバーサルデザイン化を促進するなど、災害に強くだれにでもやさ

しい安全で安心して暮らせる環境づくりとしての土地利用を推進します。 
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② 持続的発展の可能な環境調和都市の形成 

自立型社会システムのひとつとして、地域で資源が循環していく仕組

みを確立していくことが重要な課題となります。また、南アルプス、大

井川、安倍・藁科川、興津川をはじめとする豊かな自然資源は、市民及

び多くの人々の共有財産として、さらに、生物の共生の場として未来へ

継承していくことが求められます。 

このため、省資源・省エネルギー対応の環境低負荷型都市への転換や

自然資源の保全及び新たな自然的環境の創出により、豊かな水とみどり

あふれる環境づくりをすすめるなど、自然環境と都市機能が調和した持

続的発展が可能な土地利用を推進します。 

 

③ 完結性のある生活圏の形成 

経済的にも文化的にも強固で自立した静岡都市圏を築いていくために

は、圏域内市町との機能連携及び中心都市としての高度な機能発揮や風

格のある環境、さらに、地域生産地域消費等の経済の圏域内循環システ

ムの構築が求められます。 

このため、圏域内主要道路のネットワーク形成や生活圏域としての活

動拠点の形成及び質の高い都市景観形成、高度な都市機能の集積、さら

に、農林水産業の生産地としての土地利用の確保をはかるなど、圏域市

町間で調整しつつ、完結性のある生活圏形成に向けた土地利用を推進し

ます。 

 

(3) 交流拠点と連携軸の強化 

静岡市が、より拠点性のある大都市へと発展していくために、また、環

境調和都市の姿を具体化していくためには、自然的に、都市的に、それぞ

れの特色ある複数の拠点が有機的にネットワークされた多核連携型の都市

を形成し、持続的発展のための都市構造の骨格を確立していくことが求め

られます。 

このため、各地区の自然的または都市的要素としての優れた特性を活か

した交流拠点整備をすすめるとともに、それらをネットワークする東西、

南北、環状の都市機能連携軸及び水、みどり、風、生物などの自然環境連

携軸の強化をはかるなど、都市全体としての総合力を高めながら市域全体

が調和して一体的に発展していくための土地利用を推進します。 
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(4) 市民の主体的な参加と協働で支える土地利用 

何よりも「活発に交流し価値を創り合う自立都市」を実現していくため

には、地域住民が主体となり、創意と工夫に満ちた地域整備や環境保全活

動等を展開していくことが求められます。 

このため、市民の主体的な参加と協働によるまちづくりを積極的に促進

します。 

 ４



２ 利用区分別の土地利用の基本方向 

(1) 農用地 

海岸部・都市近郊の地形、気象条件を活かした土地集約農業などの特色

ある農業の振興や、高品質農産物の生産を促進するとともに、消費者志向

に対応した、より付加価値の高い農産物の生産、加工及び地域生産地域消

費を促進するため、必要な農用地の確保と関連施設等の整備を推進します。 

また、農用地は農業生産活動の場としてだけでなく、水源かん養や洪水

調整機能、斜面崩壊防止、さらに、良好な景観形成要素及びグリーン・ツ ー

リズム等に対応した交流の場などとして総合的に評価し、その保全と活用

をはかります。 

 

(2) 森 林 

木材生産等の経済的機能及び水源かん養、山地災害防止、保健休養、自

然環境の保全等の森林が有する公益的機能を総合的かつ高度に発揮できる

ように、必要な森林の維持･保全や整備をすすめます。 

とくに、安倍・藁科川流域、興津川流域などの水源域の森林については、

良質で安定した生活用水を確保するため、水源かん養機能の維持、向上に

つとめます。また、都市地域及びその周辺の森林については、生態系に配

慮しつつ、市民のレクリエーションや自然学習、憩いの場などとして有効

利用をすすめます。 

さらに、海岸地帯の松林や山岳地帯の自然度の高い森林等については、

地域固有の貴重な自然資源及び観光資源として、その保全、育成につとめ

ます。 

 

(3) 原 野 

静岡市における原野は、現在低未利用地と推測されることから、今後、

その増加を抑制していくとともに、総合的な環境保全や土地の有効利用対

策を推進します。 
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(4) 水面・河川・水路 

水面については、ダム湖等の公益的機能の維持につとめるとともに、レ

クリエーションの場などとして周辺の環境と一体的に有効利用をはかりま

す。 

河川については、洪水等の水害防止や水質の保全をはかるため、必要な

用地を確保し、改修や調整池の整備等をすすめます。また、貴重なオープ

ンスペース及びレクリエーションの場でもある河川等については、景観形

成や河川敷空間の親水性の確保をはかっていきます。 

水路については、農業生産の向上をはかるため、農用地と一体的に必要

な用地を確保して整備をすすめます。 

水面・河川・水路の整備に当たっては、周辺の自然環境などとの一体性

及び生態系の保全に配慮してすすめます。 

 

(5) 道 路 

一般道路については、広域圏間の交流基盤となる第二東名自動車道や中

部横断自動車道等の国土レベルの骨格的道路や、静岡都市圏及び市内の都

市活動の円滑化や拠点間のネットワーク化に貢献する幹線道路を体系的に

整備するために必要な用地や、その他の身近な生活道路や自転車・歩行者

道等を計画的かつ効果的に整備するために必要な用地を確保します。 

一般道路の整備に当たっては、交通処理機能のほか、災害時における避

難救援活動機能や良好な景観形成など、地域の状況に応じた機能の確保等

に配慮します。さらに、駅周辺などの多様な人々が活動する拠点地区にお

いては、ユニバーサルデザインを積極的に導入した人優先の環境づくりを

すすめます。また、陸と海と空の交通のネットワーク化と公共交通の利便

性の向上をはかるため、効果的な道路網の整備や適切な道路構造にも配慮

するなど、都市総合交通体系の確立を目指します。 

農林道については、農林業の生産性の向上及び農林地の適正な管理と公

益的機能の増進、さらに、集落地一帯の生活環境の改善及び地域の活力向

上を目指し、必要な用地を確保し、整備をすすめます。整備に当たっては、

面的農地整備などとの連携や周辺の自然環境などとの調和及び地域の資源

を活用した観光・レクリエーション活動との関係にも配慮していきます。 
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(6) 宅 地 

① 住宅地 

静岡市では、総人口の減少が予想されるものの、核家族化の進行等に

より世帯数は当分の間増加していくものと推測されます。また、少子高

齢化による人口構造の変化等にともない、居住形態の多様化が進展する

と考えられます。 

このような新たな住宅地の需要及び居住スタイルの変化に対応した質

の高い住宅地を形成していくため、無秩序な市街地の拡大を防止しなが

ら新規の住宅用地を確保するとともに、既存住宅地の再生をはかってい

きます。 

    住宅地の整備に当たっては、東海地震等の自然災害や都市型災害等に

備えた安全性の確保に配慮しつつ、歴史的・文化的資産及び自然環境を

活かした住宅地の形成につとめます。また、福祉、教育などの居住支援

施策との連携や良好なコミュニティの形成などにも十分配慮し、総合的

に居住地としての整備をすすめます。 

中心市街地においては、利便性の高さや社会資本の集積を活かした都

市型住宅地として環境整備をすすめ、都心居住を促進します。また、中

山間地域等では集落環境の整備とともに、自然環境と共生した居住志向

への対応などもはかっていきます。 

 

② 工業用地 

既存工業地の効率的土地利用により、分散する工場等の集団化を促進

するとともに、今後一層充実していく広域交通条件や多様で高度な産業

が立地する特異性を活かし、地域産業の高度化、高付加価値化を促進し

ます。 

新たな工業用地の確保に当たっては、既存工業地との連携や全体の土

地利用及び交通体系を踏まえた効果的な配置を誘導するとともに、周辺

環境との調和、自然環境や生活環境の保全等に配慮します。 
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③ その他の宅地 
 

事務所・店舗等の商業業務施設用地については、人口 100 万を超える静

岡都市圏の中心都市としてふさわしい、ジェイアールの静岡駅、清水駅、

東静岡駅を中心とする３つの都市核が連携した高度な商業業務機能の発

揮を目指し、また、日常の生活拠点となる各地区に分散する商業地の機能

向上をはかるため、適正な配置に配慮しながら必要な用地を確保します。

都市核の形成に当たっては、それぞれが補完し合う商業業務機能を強化し

ていくとともに、その特徴を活かした交流機能の充実等により機能の複合

化をはかり、活力と賑わいのある拠点を形成します。 

流通・研究開発施設用地については、既存流通センターや地域産業との

連携に配慮しながら、広域交通体系の整備にともない向上する施設立地の

ポテンシャルを活かした、新たな拠点の形成を計画的に誘導します。 

港湾施設用地については、清水港の国際貿易港としての物流拠点機能の向

上と水辺環境を活かした交流拠点としての機能向上をはかるため、港湾全体及

び背後の市街地などとの機能連携に配慮しながら、必要な用地を確保します。 

観光関連施設用地については、観光・交流産業の高度化を目指し、多様

な視点から観光資源の再評価を行い、新たな観光拠点の整備や既存観光地

の環境改善をすすめるため、必要な用地を確保します。 

 

(7) その他 
 

文教、厚生福祉、公園緑地等の公共・公益施設及びスポーツ・レクリ   

エーション施設用地については、災害時における避難地、防災拠点としての

役割や周辺環境との調和及び省エネルギー等に配慮しながら、既存施設の再

利用も含め、効果的な配置をはかるために必要な用地を確保します。 

文化遺産や歴史的な神社仏閣等については、地域固有の財産として保全し、

継承していくとともに、観光資源や市民の身近なやすらぎの場、学習、交流

の場として整備、充実をはかり、地域振興と個性ある地域、地区づくりや芸

術文化の創造活動に活用していきます。 

沿岸域は、高潮や津波などの防災対策の充実をはかるとともに、漁業、レ

ジャー及び個性ある景観形成地域として保全していきます。また、海洋資源

を活用した観光産業や水産業の高度化及び新たな産業の創造等を促進する

ための土地利用を推進します。 

耕作放棄地や遊休地等の低未利用地については、土地の有効利用及び災害

防止の面からも、新たな発生を防止していくとともに、地域の実情を踏まえ

ながら、地域産業の活性化、高度化及び豊かな生活環境の形成に向けた活用

を促進します。 



第２ 市域の土地の利用目的に応じた区分ごとの 
規模の目標及びその地域別の概要 

 

１ 土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

（1） 計画の目標年次は、平成 27 年（西暦 2015 年）とし、基準年次は平成

14 年（西暦 2002 年）とします。 

 

（2） 土地の利用に関して基礎的な前提となる人口と世帯数については、平

成 27 年において、それぞれ 703,000 人、279,000 世帯と想定します。 

 

（3） 土地の利用区分は、農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、

宅地及びその他の地目別区分並びに市街地とします。 

 

（4） 土地の利用区分ごとの規模の目標は、利用区分別の現況と推移にもと

づき、将来人口等を前提とし、各種将来計画を参考として設定します。 

 

（5） 土地の利用に関する基本的考え方にもとづく平成 27 年の利用区分ご

との規模の目標は、次表のとおりとします。 

 

（6） なお、以下の数値については、今後の社会情勢の動向等を踏まえて、

弾力的に理解されるべき性格のものです。 
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表 土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 
 （単位：ha、%） 

静 岡 市 全 域 

平成１４年 

（２００２年） 

平成２２年 

（２０１０年） 

平成２７年 

（２０１５年） 区  分 

面積 構成比 面積 構成比 面積 構成比 

平成 22 年 

 

平成 14 年 

平成 27 年 

 

平成 14 年 

増減面積 

平成 27 年 

 

平成 14 年 

農用地 6,732 4.90 6,200 4.51 5,900 4.29 0.92 0.88 ▲ 832

農地 6,732 4.90 6,200 4.51 5,900 4.29 0.92 0.88 ▲ 832
 

採草放牧地 0 0.00 0 0.00 0 0.00 － － 0

森 林 105,866 77.06 105,570 76.80 105,570 76.80 1.00 1.00 ▲ 296

原 野 1,074 0.78 1,000 0.73 1,000 0.73 0.93 0.93 ▲ 74

水面・河川・水路 3,619 2.63 3,617 2.63 3,615 2.63 1.00 1.00 ▲ 4

水面 761 0.55 761 0.55 761 0.55 1.00 1.00 0

河川 2,819 2.05 2,820 2.05 2,820 2.05 1.00 1.00 1 

水路 39 0.03 36 0.03 34 0.02 0.92 0.87 ▲ 5

道 路 3,325 2.42 3,683 2.68 3,725 2.71 1.11 1.12 400

一般道路 2,417 1.76 2,740 1.99 2,770 2.02 1.13 1.15 353

農 道 605 0.44 603 0.44 595 0.43 1.00 0.98 ▲ 10 

林 道 303 0.22 340 0.25 360 0.26 1.12 1.19 57

宅 地 7,802 5.68 8,350 6.07 8,470 6.16 1.07 1.09 668

住宅地 4,350 3.17 4,600 3.35 4,640 3.38 1.06 1.07 290

工業用地 455 0.33 420 0.31 390 0.28 0.92 0.86 ▲ 65 

その他の宅地 2,997 2.18 3,330 2.42 3,440 2.50 1.11 1.15 443

その他 8,971 6.53 9,041 6.58 9,181 6.68 1.01 1.02 210

合 計 137,389 100.00 137,461 100.00 137,461 100.00 1.00 1.00 72

うち、市街地 9,878 7.19 9,990 7.27 9,990 7.27 1.01 1.01 112

注1  市街地とは「国勢調査」による人口集中地区である。なお、平成 14 年については平成 12 年の国勢調査の数

値を示してある。 

注2  「▲」はマイナスをあらわす。 
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 ２ 地域別の概要 

(1) 地域区分 

地域区分は、市域の土地における自然的、社会的、経済的及び文化的諸

条件等を考慮して次の３区分とします。 

 

 

北部地域 
旧井川村、旧梅ケ島

村の区域 
 
中部地域 
旧大河内村、旧玉川

村、旧清沢村、旧大

川村、旧小島村、旧

両河内村の区域 
 
南部地域 
上記以外の区域 中部横断自動車道  

興津川 

（清水港） 

（駿河湾） 安倍川 
東海道新幹線  

東海道本線  
東名高速道路  

国道 1 号 

第二東名自動車道  

南部地域 

中部地域 

北部地域 
北部地域 

地域区分界 
都市計画区域界  

地域区分図 
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(2) 地域別の土地利用の方向 

① 南部地域 

この地域は、都市的土地利用を中心とし、その周辺に形成される農用

地、森林一帯を対象とします。 

土地利用の方向としては、静岡県の中枢を担う高度な都市機能の集積と

風格のある市街地を形成するとともに、それらの土地利用と調和した近郊

農業の振興と身近な自然環境の保全と活用を推進します。 

  このため、居住空間としての安全性や快適性の向上、農業等の生産基盤

の充実、さらに、各地区の優れた歴史、文化、地勢及び産業経済基盤を活

かした交流拠点の形成など、ヒト、モノ、カネ、情報等が活発に交流する

ための基盤づくりをすすめていきます。 

 

② 中部地域 

この地域は、中山間地域のうち、市街地と日常的なつながりを持ち、

かつ、恵まれた自然環境を有する一帯を対象とします。 

  土地利用の方向としては、周辺環境と調和したゆとりある居住地の形成

及び自然環境の保全と森林の諸機能の維持・増進をはかるとともに、温泉

や山村文化等の地域資源を活かした交流活動を促進していくための環境

づくりを推進します。 

このため、市街地との道路ネットワークの充実や集落地における生活基

盤施設の整備、基幹産業としての農林水産業振興及び自然環境共生型の交

流基盤の整備等をすすめていきます。 

 

③ 北部地域 

この地域は、南アルプス国立公園及びその周辺一帯の森林を中心とす

る山間地域を対象とします。 

土地利用の方向としては、貴重な植生域やダム湖一帯などの自然環境の

保全とともに、それらの地域資源を活かした国際級の滞在型交流地域とし

ての土地利用を推進します。 

  このため、地域の基幹産業である農林水産業の振興及び集落地の生活基

盤施設の整備、さらに、地域へのアクセスや滞在環境の整備をすすめ、交

流基盤の充実をはかります。 



第３ 第２に掲げる事項を達成するために必要な 
措置の概要 

 

１ 総合的な措置 

(1) 国土利用計画法等の土地利用関連法の適切な運用 

国土利用計画法、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林

法、自然公園法、河川法、海岸法及び文化財保護法等の土地利用関連法並

びに環境基本条例、都市景観条例及び土地利用事業の適正化に関する指導

要綱等の法令等の適切な運用と横断的な活用により、適正な土地利用をは

かります。 

 

(2) 自然環境の体系的保全、育成 

南アルプス一帯の極めて自然度の高い地域から社寺林等の身近な自然環

境にいたるまで、市域全体として体系的に保全、育成や新たな創出をはか

り、自然環境と都市的環境が調和した市域を形成します。 

とくに、水源かん養等の公益的役割を多く持つ山間地域一帯については、

安定した農林業の確立や環境にやさしい農林業の振興とともに、都市部の

人々も参加して協働する、都市部と山間地域の新たな共生関係の構築など、

環境保全に向けた基礎的条件の向上をはかり、総合的に保全、育成にとり

くみます。 

 

(3) 安心して暮らせる環境の確保 

① 建物が密集する既成市街地や軟弱地盤地域及び液状化が発生する恐れ

のある地域などにおける地震災害等に対する安全性の向上をはかるため、

建築物の不燃化や耐震性の向上を促進するとともに、安全でゆとりある

避難路、避難地を体系的に確保します。 

 

② 巴川流域等の既往浸水区域などにおける水害を防止するため、河川改

修や遊水地の整備をすすめるとともに、流域内の洪水調整機能を有する

農用地の保全や土地利用の適正化を促進するなど、総合的な治水対策を

すすめます。 
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③ 海岸部における地域住民や観光来訪者等の安全性の確保及び良好な郷

土景観を形成する海浜等の保全をはかるため、高潮や侵食、地震時の津

波等に対応した海岸保全施設の整備や水源から河口、海岸までを一体的

にとらえた総合土砂管理を推進します。 

 

④ 山間部や市街地周辺の急傾斜地及び脆弱な地盤地帯における土砂災害

等を防止するため、農用地や森林の適正管理を促進するとともに、砂防

施設、治山施設等の整備をすすめます。 

 

⑤ 多くの人々が集い、活動する港湾部の安全性を高めるため、港湾施設

や工場等の耐震性、耐火性の向上を促進するとともに、防災・避難緑地

等の整備をすすめます。 

 

⑥ 東海地震をはじめとする災害や防災に関する情報提供及び地域防災活

動等を積極的に展開し、市民の防災意識の高揚と各地域の防災力の向上

をはかります。 

 

(4) 個性ある美しい景観形成 

① 風格と美しさを備えた都市空間の形成を目指し、駿府公園、清水港、

日本平、宇津ノ谷地区、三保の松原、安倍・藁科川、興津川など、静岡

市の自然の豊かさや歴史、文化を物語る地区一帯は、文化財保護法、景

観法、都市景観条例、静岡県立自然公園条例及び環境基本条例等にもと

づき、個性的で美しい景観づくりをすすめます。 

 

② 市民が地域に誇りと愛着を持てる環境形成を目指し、地域住民が主体

的に参加した地区計画や緑化計画等にもとづき、美しい街並みづくり、

みどりあふれるうるおいのある地域づくりを促進します。 

 

③ 山間部の農山村集落については、グリーン・ツーリズム、エコ・ツー

リズム等に対応した地域活力の向上及びやすらぎと誇りある地域づくり

を目指し、自然環境と融合する集落形態の基本的な姿や先人の知恵と工

夫、さらに、住民の扶助精神が活かされた人情豊かで美しい集落環境づ

くりを促進します。 
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(5) 計画的な土地利用調整と環境低負荷型土地利用の推進  

大規模な土地利用の転換に当たっては、人々の安全確保を最優先し、事

前に十分な調査を行い、総合的視点から慎重かつ適切な誘導をはかります。

また、資源の採取量や不用物の排出量を抑制するとともに、コンパクトな

市街地形成など低環境負荷の都市構造への転換をはかります。 

 

(6) 協働による土地利用の推進 

公共の福祉を優先した計画的な土地利用を展開していくためには、土地

所有者等の理解と協力が不可欠です。また、静岡市の特徴でもあり財産で

もある広大な森林等の自然資源を適切に保全、育成し、未来へ継承してい

くためには、林業関係者のみならず、広く多くの人々や団体の参加と協力

が必要となります。さらに、誇りと愛着を持てる地域づくり、みどり豊か

な地域づくりを展開していくためには、地域の人々が支える良好なコミュ

ニティの存在と市民、行政、団体の連携が前提となります。 

土地利用形成上の様々な場面において、市民や団体が参加し、協働する

社会システムの充実をはかるとともに、活動への積極的な参加を促進して

いきます。 
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２ 利用区分ごとの措置 

(1) 農用地 

「農業振興地域整備計画」等にもとづき、生産基盤、農業近代化施設の

整備や農用地の集約化、流動化を促進し、優良農用地の確保につとめると

ともに、土地利用が調和した集落環境の形成を促進します。 

また、地域特性を活かした産地化や農産物の高品質化、高付加価値化を

はかり、「静岡ブランド」として市場を開拓していくとともに、自立した生

活圏の形成に向けた地域生産地域消費システムの確立により、消費者が安

心できる市場の確保をはかります。 

さらに、中山間地域等では、生態系との共生と良質の水資源確保をはか

るため、環境保全型農業の導入を促進しつつ、グリーン・ツーリズム、   

エコ・ツーリズム等に対応した環境整備をすすめていきます。 

また、市街地周辺部などの農用地は、遊水機能や人々の交流の場、良好

な自然景観形成要素などとして幅広い視点から評価し、その保全、活用を

はかります。市街化区域内の農用地については、他用途への転換など地域

の実情を踏まえた有効利用を促進することを基本とし、緑地機能や災害時

のオープンスペースとしての機能など良好な都市環境の形成に向け効果が

期待できる農用地については、計画的に保全をはかります。 

 

(2) 森 林 

木材生産等の有する経済的機能や資源循環機能に加え水源かん養、土砂

流出防止等の公益的機能を増進するため、森林組合などの関連組織の強化、

加工材の付加価値化と消費拡大といった、基礎的条件の向上をはかるとと

もに、「地域森林計画」や「環境基本計画」等にもとづき、幅広い視点から

市民、行政、林家、関連団体が連携し、適正かつ計画的な森林施業を推進

します。 

また、森林資源を活かした交流、学習の場等を整備していくとともに、

森林資源の保全や森づくりに関する情報提供を充実し、市民の理解と協力

のもとに市民の主体的な参加による森林の適正管理と育成を促進していき

ます。 
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(3) 原 野 

低未利用地としての原野の増加を防止するとともに、有効利用を促進す

るため、「地域森林計画」や「農業振興地域整備計画」等と連携した効果的

な施策を展開します。 

 

(4) 水面・河川・水路 

① 水 面 
安定した水資源の確保と供給をはかるため、流域の水源かん養機能の

維持・向上と一体となった適切な管理をすすめます。また、ダム湖など

の大規模水面については、観光・レクリエーションの交流資源として、

周辺の自然環境と調和した水辺空間の有効利用をはかるとともに、ため

池などの身近な水面については、地域住民の理解と協力のもと、水質の

浄化や美化清掃活動等の環境整備を促進し、やすらぎとうるおいのある

水辺空間として充実をはかります。 

 

② 河 川 

巴川流域などの既往浸水地域を有する河川の水害を防止し、市民の生

命と財産を守るため、河川改修や調整池の整備を積極的にすすめます。 

安倍川等の河川敷については、市街地に接する貴重な緑地空間として、

多様な機能発揮を目指した整備をすすめます。また、安倍・藁科川、興

津川水系などの市民の生活水源となる河川については、安定した水量の

確保と良好な水質の維持をはかるため、流域一帯の森林管理や開発規制

などとの連携及び市民への啓発活動と市民の協働活動を促進するなど、

総合的に施策を展開します。 

 

③ 水 路 
「農業振興地域整備計画」等にもとづき、河川整備との連携をはかり

ながら、農業用用排水路の効果的な整備と維持をすすめます。 

 

   水面・河川・水路の整備に当たっては、水辺動植物の生息空間の確保な

ど、生態系の保護に配慮した多自然型工法等の導入を推進するとともに、

下水道整備等と連携をはかりながら水質の向上につとめます。 
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(5) 道 路 

① 一般道路 

第二東名自動車道などの高規格幹線道路事業や東名高速道路新イン 

ターチェンジの整備を促進し、国土レベルのネットワークの強化と充実

をはかります。 

街路事業、道路改良事業及び土地区画整理事業等により、広域圏間の

連携や都市内の各拠点間の連絡及び高規格幹線道路へのアクセス、さら

に、空と海の交通結節点を結ぶ幹線道路網の整備と身近な生活道路の整

備を計画的にすすめます。 

環境と共生したまちづくりと市民の健康づくりに対応するため、自転

車・歩行者専用道路やコミュニティ道路などの歩行者系空間の充実をは

かります。 

整備に当たっては、とくに、交通ターミナル等の主要な交通結節点や

中心市街地などの多くの人が集中する拠点地区におけるバリアフリー化

を推進します。また、公共交通機関の利便性向上や環境負荷の軽減をは

かるため、パークアンドバスライド、サイクルアンドバスライドシステ

ムやゾーンシステムなどの促進といった、交通関連施策と連携をはかり

ながら総合的にすすめていきます。 

 

② 農林道 

「農業振興地域整備計画」、「地域森林計画」等にもとづき、また、観

光・レクリエーション等の地域振興計画に配慮しながら、幹線農林道及

び支線農林道の整備を効果的かつ効率的にすすめます。 
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(6) 宅 地 

① 住宅地 

需要の増加と居住形態の多様化に対応するため、住宅の整備等に関す

る計画などにもとづき計画的に良好な住宅地の供給を誘導します。 

公共・公益施設が集積する利便性の高い中心市街地などでは、賑わい

と活力ある拠点形成を目指し、商業業務機能の向上とあわせて、市街地

再開発事業及び優良な民間開発の誘導により、高齢者等の居住にも対応

しうる都市型住宅の供給を促進します。 

既成市街地内の住宅地については、住宅の耐震化、不燃化の促進等に

より防災性の向上をはかるとともに、生活道路や公園緑地等の基盤施設

を充実し、安全で快適な質の高い住宅地へと更新していきます。 

既成市街地周辺の新市街地などにおいては、市街地の無秩序な拡大を

防止し、土地区画整理事業や優良な民間住宅地開発等の計画的な誘導に

より新たな住宅地の供給をはかります。 

中山間地域等では、自然環境との調和を前提としながら、道路等の生

活基盤施設の整備により定住地としての充実をはかるとともに、週末滞

在、季節滞在などの複数地域居住志向等への対応もすすめます。 

住宅地の整備に当たっては、地域住民の主体的参加により策定された

まちづくり計画などに配慮するとともに、地区計画等の活用により、地

域住民が愛着を持てる住環境の創造と維持を促進します。 

 

② 工業用地 

国道１号沿線及び港湾等における既存工業系用途地域内の効率的土地

利用をはかるため、土地利用の再編及び集団化を促進するとともに、第

二東名自動車道等の広域交通網の整備にともなう交通条件の向上や多様

な産業の集積と連携した、新たな工業施設の立地を計画的に誘導します。 
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③ その他の宅地 

事務所・店舗等の商業業務施設用地については、ＪＲ静岡駅、清水駅、

東静岡駅周辺などの都市核を形成する一帯において、市街地再開発事業

や優良民間開発などにより土地の高度利用、有効利用をはかり、相互に

連携する商業業務機能の集積を促進します。また、ＪＲ草薙駅、興津駅、

用宗駅周辺や各地区に分散する商業地については、商業環境の整備とと

もに、各地区の特徴を活かした日常生活の交流拠点としての機能充実を

はかります。その他、周辺環境への影響等に十分配慮しつつ、地域の将

来像や土地利用の方向と整合のとれた施設等を計画的に誘導していきま

す。 

流通・研究開発用地については、第二東名自動車道インターチェンジ

周辺などの広域道路網の結節点一帯や港湾部などに計画的に立地を誘導

するほか、海洋資源を活かした高度産業の創造をはかるため、それらに

関連した研究開発施設等の誘致を推進します。 

港湾施設用地については、港湾計画等にもとづき、埋立てにより新た

な用地を確保するとともに、機能配置の再編も含め、国際貿易港として

の高度な機能発揮を目指した施設整備や大規模地震対策をすすめます。

また、親水緑地の整備など、市民に開放された魅力ある港湾空間づくり

を継続してすすめます。 

観光関連施設用地については、既存施設との連携に配慮しながら、自

然、産業、歴史・文化等の固有の地域資源を活かした交流施設等を計画

的に整備します。とくに、富士山の景観と一体的にとらえた清水港や日

本平及び南アルプスなどの国際級の観光資源として高いポテンシャルを

持つ資源等については、ソフト面での施策も含め、その魅力を最大限に

引き出すための環境づくりを総合的にすすめていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ２１

(7) その他 

文教、厚生福祉、公園緑地等の公共・公益施設及びスポーツ・レクリ   

エーション施設用地については、市民ニーズや施設配置のバランス及び近

隣都市とのサービス提供の連携に配慮するとともに、災害時における避難

施設としての機能発揮等を考慮しながら、効果的に整備をすすめます。ま

た、公共・公益施設等の整備に当たっては、省エネルギー化やユニバーサ

ルデザイン化を推進し、人と環境にやさしい施設づくりを率先して行いま

す。 

文化遺産や歴史的な神社仏閣等については、文化財保護法や景観法及び

都市景観条例等の適切な運用により、郷土の貴重な財産として保存、継承

します。 

沿岸域については、海浜一帯の美しい郷土景観の保全につとめるととも

に、高潮及び侵食等の災害防止のための事業を促進します。また、水産業

の高度化、高付加価値化を促進するため、海洋資源活用型レジャー施設や

海洋バイオテクノロジー等の研究施設用地を計画的に確保していきます。 

耕作放棄地や遊休地等の低未利用地については、新たな発生を防止する

とともに、面的農業基盤整備等による生産性の高い農用地への再生や、市

民農園などとしての活用等を促進します。また、臨海部の大規模な低未利

用地等については、新たな産業創造に向けた研究開発施設用地や関連産業

施設用地、または、立地特性を活かした交流施設や居住地などとして有効

利用を促進します。 



 ２２

３ 地域整備施策等の推進 

各地域の土地利用特性に応じた主な地域整備施策等の概要は、次のとおり

です。 

 

(1) 南部地域 

ＪＲ静岡駅や清水駅、東静岡駅一帯の相互に連携する高度な都市機能が

集積した都市核や、有度山、三保の松原、麻機などの自然環境を活かした

交流拠点、さらに、第二東名自動車道インターチェンジ周辺などの新たな

産業拠点や清水港の物流拠点など、各地区の特徴を活かした、ヒト、モノ、

カネ、情報等が交流する拠点形成を促進します。また、その周辺部などで

は安全で快適な居住地としての環境づくりをすすめていきます。さらに、

市街地周辺の農用地や森林などの身近な自然環境の保全、育成により、自

然的土地利用と都市的土地利用が調和した都市空間を形成していきます。 
 

① ＪＲ静岡駅を中心とする一帯は、市街地再開発事業等により地下空間

も含めた土地の高度利用をすすめ、高度な商業業務機能の集積と都市型

住宅地の確保をはかるとともに、人にやさしい総合的な交通環境の整備

や風格のある環境づくりをすすめ、静岡県の中心エリアとして様々な

人々が活発に交流する賑わいに満ちた都市空間を形成します。 

 

② ＪＲ清水駅を中心とする一帯については、臨港地区の交流施設などと

の連携をはかりながら、市街地再開発事業などにより商業業務地として

の整備及び都市型居住地の整備を促進するとともに、交通結節点として

の環境づくりを総合的にすすめ、港町の文化を活かした個性豊かな交流

拠点を形成します。 

また、その周辺については、利便性の高い居住区域として定住増加を

はかるため、公共・公益施設の充実や災害に強い安全な環境づくりと住

宅地の供給を促進します。さらに、巴川などの水辺空間や歴史資源等を

活かした個性的な景観形成を促進するなど、文化と歴史が香る質の高い

都市環境を創造し、新たな財産として未来へ継承していきます。 

 

 

 



 ２３

③ ＪＲ東静岡駅一帯については、静岡駅や清水駅一帯の都市機能と連携

をはかりながら、コンベンション機能、情報関連産業や生活文化関連産

業の集積及び文化、国際交流、情報発信等の高度な都市機能を有する交

流拠点として質の高い都市空間を形成します。 

 

④ 三保から興津川河口にいたる港湾一帯は、国際競争力を備えた物流拠

点としての機能向上や新たなリーディング産業を創造するための研究開

発及び情報の受発信機能の充実、さらに、ＪＲ清水駅周辺等と連携した

観光・レクリエーション機能の向上や陸・海交通のネットワークの充実

及び美しい港づくりなど、官民一体となり、幅広い視点から静岡市の活

力創造の原動力となる土地利用を推進します。 

 

⑤ 有度山一帯は、市街地に接する骨格的緑地として、生活環境上及び生

態環境上重要な役割を果たすことから、自然環境の保全を基本とし、各

区域の特性を踏まえた土地利用をすすめていきます。 

また、ハイキング道や新たな自然的環境の創出などにより、四季折々

の自然の美しさに接することができる身近な空間として充実させていく

とともに、富士山などの優れた眺望や景観を活かした国際級の観光及び

芸術文化の交流拠点として、周辺の自然環境との調和に配慮しながら、

既存施設の改善や関連施設の整備をすすめます。 

 

⑥ 三保真崎地区から大崩海岸にいたる一帯は、美しい松林や砂浜を個性

ある郷土景観として保全・育成していきます。また、高潮や津波、海岸

侵食等の災害防止のための事業を推進するとともに、特色ある地域農業

の振興や水産業の高付加価値化及び海洋資源を活かした交流拠点として

の充実、さらに、資源活用のための研究開発施設の誘致等を推進します。 

 

⑦ 麻機地区の遊水地一帯は、治水機能をはじめ多様な機能を持つ遊水地

として、農用地の保全及び河川整備等と調整をはかりつつ、水生動植物

や水鳥の生息空間及びそれらの環境と共生した憩いの場、自然観察、学

習の場等を整備し、水辺の自然環境を活かした交流拠点を形成します。 

 

⑧ 安倍川河川敷は、災害時における防災拠点としての機能発揮にも配慮

しながら、市民に身近な緑地として、また、スポーツ・レクリエーショ

ンの場及び親水空間として整備をすすめます。 



 ２４

⑨ 賤機地区や大谷地区、庵原地区などの第二東名自動車道のインター 

チェンジや東名高速道路の新インターチェンジの建設にともなって交通

条件が向上する一帯は、幹線道路の整備をすすめるとともに、無秩序な

開発を抑制しつつ、面的な整備事業の導入を検討するなど、地域の実情

を踏まえながら、開発需要の調整をはかっていきます。 

 

⑩ 大谷、三保地区などの基盤整備が必要な一帯は、土地区画整理事業に

より、面的に基盤整備をすすめ、住宅地を中心とする新市街地として環

境改善をはかります。また、整備された良好な住環境の維持及び一層の

向上をはかるため、地区計画等を活用した住民主体のまちづくりを促進

します。 

 

⑪ 庵原地区の庵原川西岸一帯は、土地利用の混在解消と市街地側及び第

二東名自動車道インターチェンジ側からの開発需要に対応するため、計

画的に都市基盤整備をすすめるとともに、地区住民が主体となったまち

づくり計画等にもとづき、庵原地区の賑わい拠点としてふさわしい土地

利用及び環境づくりを促進します。 

 

⑫ 新間、油山、矢部、茂畑地区などの市街地周辺の農業地帯及び集落等

については、畑地帯総合整備事業等の農業関連事業をすすめ、農用地の

集団化等による生産性の向上と集落環境の改善をはかるとともに、付加

価値の高い作物の産地化など、需要創造型農業の振興拠点を形成します。 
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(2) 中部地域 
 

安倍・藁科川や興津川などの良質で豊かな水資源や自然豊かな森林資源

の保全、育成及び山地災害防止をはかるとともに、地域産業の活力向上を

目指し、農林業基盤施設の整備や地域資源を活用した交流基盤の整備をすす

めます。また、都市部との道路ネットワークの充実及び生活基盤施設の整備

により、日常生活における都市部との連携を強化し、定住化を促進します。 

 

① 安倍・藁科川、興津川中流域などに形成される集落地と集落地周辺の

農用地及び森林地帯は、大規模な土地の改変や開発を抑制し、水源かん

養をはじめとする森林の諸機能の維持、増進をはかりつつ、農林業振興

のための基盤整備や集落環境の改善をすすめます。 

さらに、地域の自然資源を活かした自然学習やレクリエーションの場

の整備及び農山村の伝統的文化の体験施設の整備等を推進し、既存関連施

設や地域産業と連携をはかるなど、地域全体がグリーン・ツーリズムやエ

コ・ツーリズム等に対応した、環境共生型の交流基盤づくりをすすめます。 

 

② 国道 52 号沿いに形成される集落地とその周辺の農林業地帯は、住民参

加のまちづくり計画等にもとづき、居住地としての環境整備と農林業振

興を推進します。また、第二東名自動車道のインターチェンジ整備等に

より増加が予想される沿道サービス型施設等の立地需要に対しては、集

合化による土地利用の効率化や周辺土地利用への影響などに配慮しなが

ら適切に規制、誘導します。 

 

③ 宍原地区の富士川流域に含まれる一帯は、第二東名自動車道のイン 

ターチェンジ整備にともなう開発ポテンシャルの高まりに計画的に対応

するため、都市計画法や農業振興地域の整備に関する法律等の適切な運

用及び地域住民が主体となって策定したまちづくり計画等により、農業

区域、居住区域、業務区域、森林区域などの土地利用区分を明確にし、

計画的に規制、誘導します。 

 

④ 安倍・藁科川、興津川中流域の尾根沿いなどの自然度が高い植生域一

帯は、開発を抑制し、森林の適正管理により水源かん養など、森林の諸

機能の維持、増進をはかっていきます。また、関係組織等と連携しなが

ら市民参加による森づくりをすすめ、森林の諸機能の充実とともに、自

然環境保全に対する市民意識の高揚をはかっていきます。 



 ２６

(3) 北部地域 

南アルプス国立公園及びその周辺一帯の貴重な自然環境の保全をはかり

ながら、アクセスのための交通環境の充実や森林、水辺空間、温泉、伝統

文化等の地域資源を活用した滞在型の交流拠点としての整備をすすめると

ともに、観光や農林業等の地域産業の育成と生活基盤施設の整備を推進し、

地域の活性化と定住化をはかっていきます。 
 

① 南アルプス国立公園を中心とする自然度が極めて高い一帯は、自然環

境の厳正な保全を基本とし、周辺の関係都市と連携をはかりながら、世

界レベルの貴重な自然資源を有する地域にふさわしい環境整備を計画的

にすすめます。 

 

② 井川湖周辺一帯は、自然環境の保全につとめるとともに奥大井地域の

観光・レクリエーション拠点として、また、南アルプスの玄関口として、

大井川流域や安倍川流域の関連施設との連携をはかりながら環境整備を

すすめます。 

 

③ 安倍川上流部の梅ケ島地区一帯は、自然環境の保全につとめるととも

に、保健休養、スポーツ・レクリエーション活動の交流拠点として、観

光・レクリエーション施設の充実及び自然資源の活用をはかりながら、

相互の連携を強化していきます。 

 

④ 尾根沿いなどに分布する自然度の高い植生域は、適正管理のもと自然

環境の保全をはかるとともに、自然学習の場やエコ・ツーリズムのコー

スなどとして、地域の状況に適した環境整備をすすめます。 

 

⑤ 山村集落一帯については、定住環境の向上や複数地域居住志向への対

応をはかるため、生活基盤施設の整備をすすめるとともに、地域内外と

の交通ネットワーク及び情報通信基盤の整備を推進します。また、地域

住民が主体となった、周辺の自然環境と調和した美しい景観づくりやグ

リーン・ツーリズム、エコ・ツーリズム等に対応した環境づくりをすす

め、都市と山村の交流活動を促進します。 

 

⑥  地域全体として、森林の諸機能の維持、向上をはかるため、森林資源の

保全及び林道等の基盤施設の整備をすすめるとともに、地盤や地質が脆

弱な区域等における山地災害の防止のための治山施設の整備を推進します。 



 ２７

４ 土地に関する調査の実施及び管理の充実 

土地利用の実態把握と適正な土地利用を推進するため、必要に応じて土地

の利用状況や動向及び自然的、社会的条件等の土地に関する基礎的な調査を

実施し、計画と実態との評価を行い、「国土利用計画（第一次静岡市計画）」

の管理の充実をはかります。 


