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特定規模集客施設制限地区の変更

審第３号
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富士市立地適正化計画及び市街化調整区域の土地利用方針の策定について

事

務

局

定刻となりましたので、ただ今から、平成３０年度第１回富
士市都市計画審議会を開催いたします。
本日は、御多忙の中、御出席いただき、誠にありがとうござ
います。
まず、会議に入る前に、本日の傍聴の取扱いですが、「富士
市審議会等の会議の公開に関する規則」に基づき、「公開」で
開催いたします。また、議事録につきましては、市のウェブサ
イトに公開いたしますので御了承願います。
次に、新任委員の御紹介をいたします。委員名簿を御覧くだ
さい。４月の人事異動により、富士農林事務所長 長谷川剛司
委員に、新たに御就任いただいております。長谷川委員、よろ
しくお願いいたします。
続きまして、本日の欠席、代理出席について御報告いたしま
す。第１号委員の勝亦光明委員、杉山瑠美委員、真下英人委
員、大山勲委員、第３号委員の夏目敏孝委員から、所用により
欠席との御連絡をいただいております。
なお、代理出席につきましては、富士市都市計画審議会運営
要領第５条において、「行政機関の職員においては、委員が会
議に出席できないときは、代理出席を認める」と規定されてお
ります。この規定により、公務の都合のため欠席された富士警
察署長 夏目敏孝委員の代理として、富士警察署地域交通官の
堀池秀樹様に御出席いただいておりますので、御報告申し上げ
ます。
それでは、審議会の開催に当たり、委員の皆様に、副市長か
ら御挨拶を申し上げます。

副

市

長

皆様、こんにちは。本来でしたら、市長がこの場で御挨拶を
申し上げるべきところですが、本日は宮内庁の新嘗祭献穀献納
式がございまして、代わりに私の方から御挨拶申し上げたいと
思います。
本日は、お忙しい中、平成３０年度第１回富士市都市計画審
議会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
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また、日頃から、委員の皆様には、本市のまちづくりの推
進、都市計画の推進につきまして、格別の御理解と御協力をい
ただいておりますことに、重ねてお礼を申し上げます。
本日御審議をお願いいたします案件は、４件ございます。１
件目から３件目までは、現在、土地区画整理事業を行っている
新富士駅南地区において、新幹線鉄道駅直近という立地優位性
を活かし、地区住民の生活利便性向上を図りつつ、良好な住環
境の維持と、地区の特性に応じたきめ細やかな土地利用の推進
を図るための「用途地域、特別用途地区、地区計画の変更」に
ついてであります。４件目は、現在の地区計画の内容に、角地
の緩和を盛り込むこととした「あしたの杜地区計画の変更」に
ついてであります。
また、集約・連携型の都市づくりの推進に向けて、現在策定
作業を進めております「立地適正化計画及び市街化調整区域に
おける土地利用方針」について、併せて報告させていただきま
す。
都市計画は、本市のまちづくりを進めるに当たって、非常に
重要な計画のひとつであり、都市づくりの方向を定める欠かす
ことのできないものであります。皆様方におかれましては、将
来の富士市がより良いまちになるよう、十分な御審議をお願い
申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日はよろしく
お願いいたします。
事

務

局

ありがとうございました。
続きまして、審議会へ付議を行います。副市長、会長、前へ
お願いいたします。

副

市

長

富士市都市計画審議会 会長
都市計画の変更について、都市計画法第２１条第２項の規定
において準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、次のと
おり都市計画審議会に付議いたします｡
審第１号 岳南広域都市計画用途地域の変更（富士市決定）
審第２号 岳南広域都市計画特別用途地区 特定規模集客施設
制限地区の変更（富士市決定）
審第３号 岳南広域都市計画地区計画 新富士駅南地区計画の
変更（富士市決定）
審第４号 岳南広域都市計画地区計画 あしたの杜地区計画の
変更（富士市決定）
よろしくお願いいたします。

事

務

局

申し訳ございませんが、副市長は他の公務のため、ここで退
席させていただきます。
《副市長退席》
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次に、会議に入る前に、資料の確認をお願いします。委員の
皆様に事前に配付し、御持参いただいた資料として、本日の次
第、議案書、資料１ 補足説明資料「新富士駅南地区都市計画
変更案」、資料２ 補足説明資料「あしたの杜地区計画の変更
について」、資料３ 「富士市立地適正化計画及び市街化調整
区域の土地利用方針の策定について」、委員名簿、の計６点と
なっております。また、当日配布資料といたしまして、本日、
席次表をお配りしております。資料は以上ですが、配付の不足
はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、これより議事に入りますが、富士市都市計画審議
会条例施行規則第３条により、「会長は、会議の議長となる」
と規定されておりますので、議事進行を会長にお願いします。
会長、議長席へお願いいたします。

議長(会長)

皆様、こんにちは。本日も何卒よろしくお願い申し上げま
す。
本日の出席委員は過半数に達しておりますので、本会議は成
立いたします。
まず、会議録署名人を指名させていただきます。牧田一郎委
員、お願いいたします。石橋広明委員、お願いいたします。
それでは、議事を進めます。よろしくお願いします。
本日の審議案件は、
審第１号 岳南広域都市計画用途地域の変更（富士市決定）、
審第２号 岳南広域都市計画特別用途地区 特定規模集客施設
制限地区の変更（富士市決定）、
審第３号 岳南広域都市計画地区計画 新富士駅南地区計画
の変更（富士市決定）、
審第４号 岳南広域都市計画地区計画 あしたの杜地区計画
の変更（富士市決定）、
についての４案件でございます。
それでは、議案の説明をお願いします。審第１号議案、審第
２号議案、審第３号議案は関連がございますので、都市計画課
より一括して説明をお願いしたいと思います。

都市計画課長

都市計画課です。よろしくお願いいたします。
それでは、審第１号から審第３号まで、一括して議案を御説
明いたします。
はじめに、審第１号について御説明いたしますので、議案書
１ページをお願いいたします。岳南広域都市計画用途地域の変
更（富士市決定）について、次のように変更するものでありま
す。表には、変更後の用途地域の種類、面積、容積率、建ぺい
率、建築物の敷地面積の最低限度、建築物の高さの限度につい
て、本市全体の指定状況を示しております。今回の変更は、表
の上から６段目、第一種住居地域と、その下の、第二種住居地
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域の面積についてであります。第一種住居地域から第二種住居
地域への指定替えにより、それぞれの面積を変更しておりま
す。後ほど「変更概要」にて御説明いたします。
５ページをお願いいたします。理由です。新富士駅南地区土
地区画整理事業地内において、新幹線鉄道駅直近という立地優
位性を活かすとともに、地区住民の生活利便性向上に資する土
地利用の推進を図るため、用途地域を本案のとおり変更するも
のであります。
６ページをお願いいたします。理由を詳細に示した、変更理
由です。東海道新幹線新富士駅周辺は、地方拠点都市法（地方
拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する
法律）に基づく静岡県東部地方拠点都市（県東部４市３町）に
掲げた、岳南広域の玄関口にふさわしい高次都市拠点の形成を
目指し、新富士駅の南側において、土地区画整理事業（平成１
１年１０月都市計画決定、平成１２年９月事業認可）を進めて
おります。本地区は、平成２６年２月に策定した富士市都市計
画マスタープランにおいて、都市生活交流拠点に位置付けら
れ、商業・業務機能や居住機能の集積を進め、魅力あるまちな
か空間を形成することとしており、本市の拠点として、より一
層の商業・業務機能の集積や、地区住民の生活利便性向上に資
する土地利用の推進を図るため、新富士駅南地区土地区画整理
事業地内の第一種住居地域を第二種住居地域に変更するもので
あります。
７ページをお願いいたします。変更概要です。富士市の新富
士駅南地区における、約２０．７ヘクタールの用途地域の種類
を、「第一種住居地域」から「第二種住居地域」に変更いたし
ます。
８ページ、９ページをお願いいたします。区域につきまして
は、こちらの附図にて御確認をお願いいたします。
１０ページをお願いいたします。岳南広域都市計画用途地域
の変更に係る経緯です。１、説明会等の開催状況についてであ
りますが、説明会は、平成３０年１月１７日、１９日、４月２
４日、２６日の４日間で計８回開催し、地権者等合計１６１人
の方に参加いただきました。なお、説明会では、後ほど御説明
いたします審第２号・審第３号の内容につきましても、併せて
説明を行っております。次に、公聴会は、平成３０年５月３１
日に予定いたしましたが、公述の申出がありませんでしたの
で、開催いたしませんでした。２、変更案に関する縦覧状況に
ついてでありますが、平成３０年９月１９日から１０月３日ま
で、市役所都市計画課において、案の縦覧を行いました。縦覧
者は８人で、意見書の提出はありませんでした。
審第１号の説明は以上です。
続きまして、審第２号について御説明いたしますので、議案
書１１ページをお願いいたします。岳南広域都市計画特別用途
地区 特定規模集客施設制限地区の変更（富士市決定）につい
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て、次のように変更するものであります。表には、変更後の種
類、面積、備考として、建築してはならない建築物、対象用途
地域について、特定規模集客施設制限地区の内容を示しており
ます。今回の変更は、上段の「第１種」の面積のみでありま
す。後ほど「変更概要」にて御説明いたします。
１２ページをお願いいたします。理由です。新富士駅南地区
土地区画整理事業地内において、新幹線鉄道駅直近という立地
優位性を活かすとともに、地区住民の生活利便性向上に資する
土地利用の推進を図りつつ、良好な居住環境を維持するため、
特定規模集客施設制限地区を本案のとおり変更するものであり
ます。
１３ページをお願いいたします。変更理由です。２段落目ま
では審第１号と同様でありますので、３段落目のみ読み上げま
す。用途地域の変更に伴い、建築できる集客施設の床面積の最
高限度が緩和されることとなるが、地区の良好な住環境の維持
を図るため、用途地域の変更に合わせて特定規模集客施設制限
地区を本案のとおり変更するものであります。
１４ページをお願いいたします。変更概要です。富士市の新
富士駅南地区における約２０．７ヘクタールを、新たに特定規
模集客施設制限地区（第一種）といたします。これにより、変
更後の面積は、約２５５ヘクタールとなります。
１５ページ、１６ページをお願いいたします。区域につきま
しては、こちらの附図にて御確認をお願いいたします。
１７ページをお願いいたします。岳南広域都市計画特別用途
地区の変更に係る経緯でありますが、審第１号と同様でありま
すので、説明は省略させていただきます。
審第２号の説明は以上です。
続きまして、審第３号について御説明いたしますので、議案
書１８ページをお願いいたします。岳南広域都市計画地区計画
の変更（富士市決定）について、新富士駅南地区計画を次のよ
うに変更するものであります。表には、変更後の地区計画の名
称、位置、面積、「区域の整備・開発及び保全の方針」のう
ち、地区計画の目標を、１９ページには、土地利用の方針、地
区施設の整備の方針、建築物の整備の方針、その他の方針を示
しております。
２０ページをお願いいたします。本ページから２２ページに
かけまして、「地区整備計画」の建築物等に関する事項を示し
ております。今回の変更に係る部分につきましては、後ほど
「変更概要」にて御説明いたします。
２３ページをお願いいたします。理由です。新富士駅南地区
土地区画整理事業地内において、新幹線鉄道駅直近という立地
優位性を活かすとともに、地区住民の生活利便性向上に資する
ほか、地区の特性に応じたきめ細やかな土地利用の推進を図る
ため、新富士駅南地区計画を本案のとおり変更するものであり
ます。
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２４ページをお願いいたします。変更理由です。２段落目ま
では審第１号、審第２号と同様でありますので、３段落目のみ
読み上げます。用途地域の変更に伴い、特定規模集客施設制限
地区を変更し、良好な住環境を維持することとしております
が、地区の特性に応じたきめ細やかな土地利用の推進を図るた
め、新富士駅南地区計画を本案のとおり変更するものでありま
す。
２５ページをお願いいたします。本ページから２９ページま
でが変更概要になります。変更箇所を赤書き及び二重取り消し
線にて示しております。
２６ページをお願いいたします。土地利用の方針であります
が、②Ｂ地区（都市型住宅ゾーン）におきまして、「低層住宅
や中層住宅等が立地する落ち着いた住居と業務の複合地とす
る。」に変更いたします。なお、２７ページから２９ページま
での「地区整備計画」建築物等に関する事項の変更箇所の詳細
につきましては、後ほど担当から御説明させていただきます。
３０ページ、３１ページをお願いいたします。区域につきま
しては、こちらの附図にて御確認をお願いいたします。
３２ページをお願いいたします。岳南広域都市計画地区計画
新富士駅南地区計画の変更に係る経緯です。１、説明会等の開
催状況についてでありますが、説明会は、審第１号、審第２号
と同様であります。次に、市条例に基づく地区計画の変更原案
の縦覧につきましては、平成３０年５月１７日から３１日ま
で、市役所都市計画課において、原案の縦覧を行いました。縦
覧者は３人で、意見書の提出はありませんでした。２、変更案
に関する縦覧状況についてでありますが、平成３０年９月１９
日から１０月３日まで、市役所都市計画課において、変更案の
縦覧を行いました。縦覧者は１０人で、意見書の提出はありま
せんでした。
審第３号の説明は以上です。
私からの説明は以上でありますが、担当から、審第１号、審
第２号、審第３号について、補足説明をさせていただきます。
都市計画 課

都市計画課です。私から新富士駅南地区の都市計画変更案に
ついて補足説明いたします。おおよそ２５分程度の説明となり
ます。よろしくお願いいたします。
前方のスクリーン、又は、お手元の資料１を御覧ください。
本日の説明のながれですが、まず、新富士駅南地区の都市計画
について、次に、新富士駅周辺地区の目指す姿について、３点
目に、都市計画変更案作成の流れについて、４点目に、都市計
画変更案、最後に今後のスケジュールといった順に御説明いた
します。
まず、新富士駅南地区における現在の都市計画と変更を検討
している都市計画について御説明いたします。都市計画とは、
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良好な都市づくりを進めるため、土地の使い方に関するルール
や道路・公園などの施設を定めた計画でございます。様々な制
度がございますが、今回、新富士駅南地区では３つの変更を検
討しております。一つ目が用途地域、二つ目が特別用途地区、
三つ目が地区計画です。いずれも、施設や事業ではなく土地の
使い方に関するルールですが、それぞれについて簡単に御説明
いたします。
まず一つ目、用途地域です。用途地域とは、互いの生活環境
や業務の利便性悪化を防ぐため、住居・商業・工業を住み分け
し、地域毎に建てられる建築物の種類などを定めたものでござ
いまして、住居系８種類・商業系２種類・工業系３種類の計１
３種類に分けられます。新富士駅南地区は、住居系の第一種住
居地域と準住居地域、商業系の商業地域が指定されておりま
す。こちらは、新富士駅南地区の用途地域図です。図の中で大
きな割合を占める黄色の地域が「第一種住居地域」です。第一
種住居地域は、既成市街地にあって住環境を保護するための地
域であり 、一般住宅や共同住宅のほ か、床面積が３,０ ００㎡ま
での店舗・事務所などが建てられます。図のオレンジ色、国道
１号バイパス沿道は「準住居地域」を指定しております。幹線
道路沿い において、主に沿道サービ スを図る地域であり、１０,
０００㎡までの店舗などが建てられます。図のピンク色、駅前
は「商業地域」の指定です。都市の中心部などで、商業・業務
等の施設の集中立地を図る地域です。危険物を扱う工場や施設
を除くほとんどの建物が建てられます。用途地域は以上のよう
に指定しております。
次に二つ目、特別用途地区です。本市が導入しております特
別用途地区 特定規模集客施設制限地区は、地域の状況に応じ
て集客施設の床面積の最高限度を定め、周辺環境に適さない規
模が大きすぎる集客施設の立地を抑制する制度です。制度の概
要でございますが、用途地域が第二種住居地域の場合、本来床
面積１０,０００㎡までの集客施設が立地可能ですが、５,００
０㎡までに制限されます。富士市では、第二種住居地域の指定
箇所については、全てにこの特別用途地区を定めておりまし
て、後ほど説明いたしますが、第二種住居地域への変更を予定
している地域への導入を検討しております。
三つ目、地区計画です。地区計画とは、地区の特性に応じ、
土地利用の方針を設定した上で、用途地域の規制に上乗せをし
て定める地区レベルの建築等に関するルールのことです。地区
計画では、建築物の用途、高さの最高限度、壁面の位置など、
さまざまな上乗せルールを定めることができます。富士市で
は、新富士駅南地区や市役所周辺地区など計１１地区に導入し
てございます。新富士駅南地区計画は、平成１４年４月１日に
都市計画決定を行っております。図は地区計画の区分図です
が、地区内をＡＢＣＤＥの５地区に区分しておりまして、地区
毎に土地利用の方針や土地利用制限がございます。主な制限で
ございますが、Ａ地区では、ホテル、旅館、自動車教習所、倉
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庫等は建築不可、店舗・事務所については、床面積の合計が、
併せて１ ,００ ０㎡以内であること 、建 築物の高さの最 高限度は
１２メートルまでとしております。Ｂ地区では、ホテル、旅
館、自動車教習所、倉庫等は建築不可、建築物の高さの最高限
度は２０メートルまでとしております。Ｃ地区では、自動車教
習所、マージャン屋、ぱちんこ屋等は建築不可、建築物の高さ
の最高限度は、Ｂ地区同様２０メートルまでとしております。
Ｄ地区では、自動車教習所、倉庫等は建築不可としておりま
す。Ｅ地区では、自動車教習所、マージャン屋、倉庫、キャバ
レー等は建築不可、といったように、それぞれの地区毎にルー
ルが設けられております。このうち、黄色の第一種住居地域
Ａ・Ｂ・Ｄ地区では、駅から遠くなるにつれて落ち着いた住宅
地の形成を図るため、制限が厳しくなっていくよう定めてござ
います。
次に、新富士駅周辺地区の目指す姿について説明いたしま
す。こちらは富士市の航空写真です。広域の玄関口新富士駅
は、こちらに位置してございます。地図を拡大いたします。
本地区は、東海道新幹線新富士駅、国道１号バイパス、田子
浦伝法線といった幹線道路に近接しており、交通の要衝の地区
であります。東海道新幹線新富士駅を擁す本地区は、富士、富
士宮、山梨県南部を含めた広域の玄関口として、非常に重要な
拠点でございます。その拠点性を活かした商業・業務機能の集
積、また、良好な居住環境の創出による魅力あるまちなか空間
の形成、２点ともに本地区の目指す姿であり、双方のバランス
が非常に重要であると考えております。
本地区は、本市の都市計画の最も基本となる計画である「都
市計画マスタープラン」において、都市生活交流拠点と位置付
け、商業・業務機能の集積や、魅力あるまちなか空間の形成を
図ることとしております。
また、本地区には、市民も高い期待を寄せており、平成２９
年度に実施した都市づくりに関する世論調査では、「富士駅、
吉原へのアクセス向上」や「活気あふれる駅前になってほし
い」「魅力ある施設ができ発展してほしい」など、魅力や活気
を高めて欲しいといった多くの声が寄せられております。
重要な拠点である本地区では、赤枠で囲いました駅の南側に
て、市の玄関口にふさわしい市街地の形成を目指し、土地区画
整理事業を施行してございます。事業の概要ですが、施行面積
は２９.２ヘク タール、施行期間は 平成 １２年度から平 成４１年
度、総事業費は２１４億円、進捗率は平成２９年度の事業費ベ
ース見込みで４８％となっております。こちらはお手元の資料
にはございませんので前方スクリーンを御覧ください。区画整
理事業の進捗状況を表した参考図面です。図で黒く塗られてい
る部分が平成２８年度まで、黄色が昨年度、青・赤が今年度に
施工をしている箇所であります。
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お手元の資料ではスライドナンバー１８に戻ります。新富士
駅周辺地区は、本市の重要な拠点であり、土地区画整理事業を
施行しておりますが、事業の進捗が概ね半分を迎える中、本市
の人口減少は予測よりも早く進行するなど、社会情勢は大きく
変化しております。そのような人口減少時代にあっても、市の
活力を向上するためには、都市拠点において、商業・業務機能
の集積や、魅力あるまちなか空間を形成する必要があると考
え、一定の土地利用の規制が課せられている事業地内の「第一
種住居地域」を対象に、新幹線駅直近という優位性と生活利便
性の向上につながる土地利用について検討を開始し、まず、地
権者の皆様を対象とした意向調査を実施いたしました。
次に、どのような流れで都市計画案を作成してきたか、地権
者の意向や、説明会でいただいた意見などを交えて御説明いた
します。まずは、意向調査の概要です。一定の土地利用の規制
が課せられている第一種住居地域に仮換地を所有される権利
者、地区計画の区分図でいいますとＡ・Ｂ・Ｄ地区の皆様、計
２７３名に対し、郵送により調査を実施し、回収率は全体で４
８.７％ でござ いました。主な設問は、 ①土地利用のあり方、②
土地利用の規制緩和、③建築物の高さ制限緩和についてでござ
います。
全体の集計結果では、①土地利用のあり方については、７
３％の方が、今以上に産業面や転入者の増加に配慮すべきとの
回答でした。②土地利用の規制緩和については、８７％の方
が、住環境を阻害しない範囲で変更すべきとの回答でした。③
建築物の高さ制限緩和については、賛成の割合が若干減り、６
８％の方が、住環境を阻害しない範囲で変更すべきとの回答で
した。地区別の集計結果では、土地利用の規制緩和について
は、３地区共通して緩和を望む意向が高い一方で、建築物の高
さ制限緩和については、Ａ地区で３７．５％の方が反対の意向
を示しておりました。
この結果を踏まえ、Ａ・Ｂ・Ｄの３地区で土地利用の規制を
緩和、Ｂ・Ｄの２地区で建築物の高さ制限緩和といった都市計
画の変更案を作成、説明会を開催し、変更案に対する意見を収
集いたしました。
一度目の説明会は、平成３０年１月１７日と１９日に計４回
開催し、合計９０名の方に御参加いただきました。いただいた
意見では、「建築物の高さ制限を緩和すると住環境に影響が出
る」といった高さ制限緩和に反対の意見が多く見られたほか、
事業に対して、「土地区画整理事業の早期完了を望む」「今
後、どのようなまちにしていきたいのか？」といった御意見・
御質問をいただきました。なお、建築物の高さ制限緩和につき
ましては、反対の意見を多くいただいたことを踏まえて検討し
た結果、行わないことといたしました。
高さ制限の緩和を行わない案に修正し、再度説明会を開催し
ました。平成３０年４月２４日と２６日に計４回開催し、合計
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７１名の方に御参加いただきました。説明会では、アンケート
の回収率が５０％程度で変更してよいのか？といった意見をい
ただきました。これに対しては、アンケートの結果だけではな
く、複数回の説明会を開催し、意見を収集・反映しながら変更
作業を進めてきた旨をお答えいたしました。また、参加者以外
にも内容を周知すべきとの意見をいただきましたので、より一
層の周知を図るため、説明会終了後に全地権者宛に変更概要資
料を郵送いたしました。なお、４月の説明会では、変更の内容
に関し、反対の意見はございませんでした。こちらは参考とな
りますが、変更の概要についての案内資料です。都市計画の変
更点やスケジュールについて、手続きの節目でお知らせ文とし
て郵送し、周知を図ってまいりました。
それでは、意向調査や説明会の結果を踏まえて作成した、都
市計画変更案について御説明いたします。変更内容は、大きく
３つございます。一つ目が、土地利用規制の緩和を目的とした
用途地域の変更、二つ目が、住環境を阻害するような大規模集
客施設の立地を制限するための特別用途地区の変更、三つ目
が、建築物の用途や規模、屋外広告物の表示面積制限を変更
し、各地区の状況に応じた施設の立地を促進するための地区計
画の変更です。
変更１・２・３について、順に御説明いたします。まず変更
１、用途地域の変更です。本地区内の大半を占める第一種住居
地域を第二種住居地域に変更いたします。第二種住居地域は、
住居の環境保護を図りつつ、店舗等の立地を誘導する地域に指
定するとされております。本市においては、主要な都市拠点周
辺において主に指定されており、地権者の皆様の「土地利用の
規制緩和を望む」という意向を踏まえ、第二種住居地域に変更
いたします。この変更に伴い、店舗・事務所の床面積の最高限
度が緩和されるとともに、カラオケボックスやぱちんこ屋など
の施設が立地可能となりますが、これらについては、この後説
明します、特別用途地区・地区計画により、地区毎の状況に応
じた制限を定めることとします。
変更２、特別用途地区の変更です。第二種住居地域への変更
に伴い、 １０,０００㎡までの集客施設 が立地できるよ うになり
ますが、大規模な施設の立地は、住環境の悪化を招く恐れがあ
ることから、本市では第二種住居地域全域に特別用途地区を導
入し、住環境の保全を図っております。このことから、本地区
において も、特 別用途地区の 導入により 、５,０００㎡を超える
集客施設の立地を制限いたします。さらに、詳細なルールにつ
いては、地区計画により、地区毎の状況に応じた制限を定めて
まいります。
変更３、地区計画の変更です。変更点は大きく３つございま
して、３－１、店舗や事務所等の床面積の最高限度を地区毎の
状況に応じて定めます。３－２、カラオケボックス、マージャ
ン屋、ぱちんこ屋など、住環境の悪化が懸念されるものの建築
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を制限します。３－３、屋外広告物条例の許可基準に即した上
で、各地区の状況に応じた施設の立地を促進するため、看板・
広告物に関する表示面積の制限を変更します。
それでは地区毎に、地区計画の変更点を御説明いたします。
まずはＡ地区です。用途地域の変更に伴い、店舗や事務所の床
面積の最 高限度が緩和されますが、 店舗は１,０００㎡ まで、事
務所は３ ,００ ０㎡までといたしま す。 また、用途地域 の変更に
伴い、カラオケボックス、マージャン屋・ぱちんこ屋等の立地
が可能となりますが、地区計画により立地不可といたします。
さらに、看板・広告物の表示面積は２０㎡までに変更します。
ただし、野立て看板・広告物は除きます。この制限は、コンビ
ニエンスストアの立地が許容できるよう設定したものでござい
ます。床面積の考え方、屋外広告物の面積制限の変更理由につ
いては、後ほど補足させていただきます。次にＢ地区です。Ｂ
地区では 床面積の最高限度を、店舗 は３,０００㎡まで 、事務所
は５,０ ００㎡ までといたします。 また 、Ａ地区と同様 に、カラ
オケボックス、マージャン屋等を立地不可とします。看板・広
告物の表示面積制限は、地区計画では行いません。次にＣ地区
です。Ｃ地区では、看板・広告物の表示面積制限は、地区計画
では行いません。次にＤ地区です。Ｄ地区では、Ａ・Ｂ地区と
同様に、カラオケボックス、マージャン屋等を立地不可といた
します。また、看板・広告物の表示面積制限は、地区計画では
行いません。最後にＥ地区です。Ｅ地区では、看板・広告物の
表示面積制限は、地区計画では行いません。Ａ地区からＥ地区
までの地区計画の変更により、適切な用途・規模の建築物の立
地誘導を図ってまいります。
ここで、床面積の考え方について補足いたします。例として
Ｂ地区の ケースとなりますが、一つ の階の床面積が１, ５００㎡
で５階建ての建築物の場合、１・２階の３,０００㎡を店舗、
３・４・ ５階の４,５００㎡を事務 所の 用途として使用 する建築
物の立地が可能となってまいります。
次に、看板・広告物の表示面積制限の変更について補足いた
します。表は、地区計画による現在の看板・広告物の制限で
す。ＡからＥの全地区において、周囲の景観に調和した色調・
形状・意匠・規模とすることや、屋上広告は設置してはならな
いなどのルールに加えて、赤枠で囲った箇所ですが、地区毎に
看板・広告物の面積制限がございます。Ａ・Ｂ地区では、表示
面積の合計が５㎡を超えるもの、Ｃ地区では、合計が２０㎡を
超えるもの、Ｄ・Ｅ地区では、壁面１面における表示面積の合
計が壁面 面積の１/１０を超えるも の、 以上については 、その設
置が制限されております。
現在の地区計画による制限では、どのようなものが立地でき
るのか、一例として、単独で立地するコンビニエンスストアと
ドラッグストアを例に挙げて御説明いたします。あるコンビニ
エンスストアでは、看板面積が約１６㎡、壁面面積が約９０㎡
であり、コンビニの野立て広告塔が約９㎡ありました。また、
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あるドラッグストアの看板面積は２０㎡強、壁面面積は約２０
０㎡ありました。これらを、現在の地区計画にあてはめた場
合、Ｃ地区でかろうじてコンビニが立地できますが、ほとんど
の地区でその立地が困難となります。そこで、今後、生活利便
施設の立地を許容するためには、看板・広告物の表示面積制限
を変更する必要があると考えました。
一方、看板・広告物の表示面積制限を変更したからといっ
て、無秩序、無制限に屋外広告物が設置できるわけではござい
ません。市の全域、区域毎に許可基準を設けている屋外広告物
条例により、野立て広告塔は１面３０㎡以内、壁面広告は壁面
面積に応じて１/５以内、１/１０以内といった許可基準をクリ
アしたものでなければその設置は認められません。さらに、本
地区は景観形成型広告整備地区に指定されております。良好な
景観形成が特に必要な地区として、地色の基準をマンセル値に
て推奨しており、地色を落ち着いた色に、高彩度は１/２以下
に、色使いをシンプルに、大きさは周囲と調和、といったよう
に、景観に配慮がなされます。面積の基準は、市の他地区と同
様、屋外広告物条例によるものとなりますが、色彩の基準を継
続していくことで、今後も景観に配慮してまいります。
ここまで、都市計画の変更点について申し上げましたが、変
更のひとつひとつが複雑ですので、こちらの表にて変更概要を
御説明いたします。Ａ・Ｂ・Ｄ地区の用途地域を第一種住居地
域から第二種住居地域に変更いたします。Ａ地区では、店舗は
１,０００㎡まで、事務所は３,０００㎡まで立地可能といたし
ます。また、制限する看板・広告物の表示面積は、合計が２０
㎡を超えるもの（ただし、野立て看板・広告物は除く）、とい
たします 。Ｂ地区では、事務所を５ ,０ ００㎡まで立地 可能とい
たします。また、地区計画による看板・広告物の表示面積制限
は行いません。Ｃ地区では、地区計画による看板・広告物の表
示面積制 限は行いません。Ｄ地区で は、店舗を５,００ ０㎡まで
立地可能 とするとともに、これまで ３, ０００㎡までだ った事務
所やホテルの床面積の最高限度がなくなります。また、地区計
画による看板・広告物の表示面積制限は行いません。Ｅ地区で
は、地区計画による看板・広告物の表示面積制限は行いませ
ん。以上の変更により、商業・業務機能の集積と、魅力あるま
ちなか空間の形成を図っていきたいと考えます。
最後に変更スケジュールについて御説明いたします。これま
で、説明会の開催や縦覧の実施など、都市計画変更のスケジュ
ールを進めてまいりました。なお、縦覧では、都市計画案に対
する意見書の提出はございませんでした。先週１０月１６日に
勉強会を開催させていただき、本日１０月２２日、本審議会と
なっております。
補足説明は以上です。御審議よろしくお願いいたします。
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議長(会長)

ありがとうございました。
それでは、審第１号から審第３号までの議案について、委員
の皆様から質疑、御意見がございましたらお願いいたします。
Ａ委員、お願いします。

Ａ

変更点については、良く分かりました。補足資料の１５ペー
ジに、世論調査で寄せられた市民の声というものがございま
す。富士駅・吉原へのアクセス向上とか、新横浜駅のように活
気あふれる駅前に、また、魅力ある施設ができ発展してほし
い、とか、駅の周りを発展させて活気のあるまちにしてほし
い、というお声を受けられて、魅力や活力を高めて欲しいとい
った多くの声が上がっていたということでございました。新横
浜駅は商業施設が集積されているような地域でございますの
で、この点を受けられて、どのようにお考えになられているの
かをお伺いしたいと思います。

委

員

議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)
Ａ

委

員

議長(会長)
Ｂ

委

員

都市計画課、お願いいたします。
はい、都市計画課です。
新富士駅南地区につきましては、説明にありましたとおり、
富士市の玄関口であるとともに住宅地も兼ねていることから、
バランスの取れた都市計画が必要だと考えております。地区計
画については、平成１４年に決定されて以来、１６年が経過し
てまいりまして、土地区画整理事業も半分くらいの進捗があ
り、いよいよ駅前の整備に入るといった状況になっています。
駅前周辺を、今のニーズに合った形で開発を促進していきたい
と考えております、このような考え方が世論調査の中でも現れ
たのではないかと考えております。
Ａ委員、いかがですか。
これからしっかり促進していくということで、活気あふれ
た、魅力のある、行きたくなるような駅前を構築していただき
たいと思っております。このように、並行して計画を立ててい
くということが重要であると思いますので、また、お示しいた
だきたいと思います。
ありがとうございました。ほかに御意見いかがでしょうか。
一点、私の方からよろしいでしょうか。
勉強会の時よりも、補足資料１７ページの土地区画整理事業
の概要のところで進捗率をお示しいただきまして、ありがとう
ございます。一つ質問なのですが、例えば、静岡市ですと、東
静岡もこのように換地を行いながら整備をしてきているわけで
す。新富士駅南地区も、駅近で、大変質の高い、富士市の中で
可能性を秘めた地区でございますが、このような地区で、どの
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くらいの転入が今までにあるのかをお示しいただけますでしょ
うか。よろしくお願いいたします。
新富士駅南整備課長

議長(会長)

Ｃ

委

新富士駅南整備課から回答させていただきます。
転入というお話でございますが、現在、こちらの地区には、
川成島地区と柳島地区という二つの地区がございまして、残念
ながら、今のところ人口は減っているという状況でございま
す。新たな転入という部分についての数字は掴んでいない状況
になります。
ありがとうございました。ほかにございますか。
はい、Ｃ委員。

員

これは意見なので特に回答はいらないのですが、静岡県内で
も、熱海市や三島市を見ていますと、新幹線の駅前は賑わって
いるところが多いと感じております。新富士駅南地区は富士市
の中では期待すべき土地でありますので、富士市民が移り住む
ということもあるかと思いますが、例えば、首都圏や静岡市で
働いている人が移り住んで、テレワークのような形で、東京で
仕事をもっていて、週１回か２回東京に通うというような、そ
のようなライフスタイルを実現できるようなまちであってほし
いと思います。そういったことも意識しながら取り組んでいた
だきたいと思います。

議長(会長)

ありがとうございます。私もそのように思います。やはり、
駅近であり、環境が良いということになれば、このような地区
に転入、移り住む方もおられるのではないかと思うような都市
空間にしていただきたいと願っております。
ほかによろしいですか。
それでは、お諮りいたします。
審第１号 岳南広域都市計画用途地域の変更、
審第２号 岳南広域都市計画特別用途地区 特定規模集客施
設制限地区の変更、
審第３号 岳南広域都市計画地区計画 新富士駅南地区計画
の変更
について、委員の皆様から質疑・御意見がございましたが、
基本的には原案どおりで異存がないと思われます。本案件につ
いては原案どおり決定することに御異議ございませんか。
《異議なしの声あり》

議長(会長)

ありがとうございます。
御異議がございませんので、原案とおりといたします。
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続きまして、審議案件の４件目、岳南広域都市計画地区計画
あしたの杜地区計画の変更（富士市決定）についてでございま
す。それでは、都市計画課から説明をお願いいたします。
都市計画課長

それでは、審第４号について御説明いたしますので、議案書
３３ページをお願いいたします。岳南広域都市計画地区計画の
変更（富士市決定）、岳南広域都市計画あしたの杜地区計画を
次のように変更するものであります。表には、変更後の地区計
画の名称、位置、面積、「区域の整備・開発及び保全の方針」
のうち、地区計画の目標、土地利用の方針、建築物等の整備の
方針、「地区整備計画」の建築物等に関する事項のうち、建築
物の敷地面積の最低限度、建築物の容積率の最高限度、建築物
の建蔽率の最高限度を、３４ページには、建築物の高さの最高
限度、建築物の壁面の位置の制限をお示ししております。今回
の変更に係る部分につきましては、後ほど「変更概要」にて御
説明いたします。
３５ページをお願いいたします。理由です。本地区内の街区
の角にある敷地又はこれに準ずる敷地の建築物について、建築
基準法第５３条第３項第２号の規定に準拠して、通常の建蔽率
の数値に１０分の１を加えたものをもって建蔽率とする措置を
講ずるため、あしたの杜地区計画を本案のとおり変更するもの
であります。
３６ページをお願いいたします。変更理由です。本地区は、
建築物の建蔽率等を制限し、自然と調和するゆとりある住環境
の形成を図っております。こうした中、街区の角にある敷地又
はこれに準ずる敷地は、他の敷地より有効空地に面する割合が
大きく、他の敷地との比較において日照、通風等をより確保す
ることが可能であると考えられます。また、建築基準法（昭和
２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号においては、こ
のような敷地の建築物について、通常の建蔽率の数値に１０分
の１を加えたものをもって建蔽率とする特例（以下「角地等の
特例」という。）が規定されております。これらを踏まえて、
本地区内においても建築基準法第５３条第３項第２号の規定に
準拠して角地等の特例と同様の措置を講じ、地区計画の目標の
実現を図るため、あしたの杜地区計画を本案のとおり変更する
ものであります。
３７ページをお願いいたします。変更概要です。変更箇所を
赤書きにて示しております。一番下の段となりますが、建築物
の建蔽率の最高限度につきまして、「建築物の建蔽率は、１０
分の５（建築基準法第５３条第３項第２号に該当する建築物に
あっては１０分の６）以下でなければならない。」に変更いた
します。
３９ページ、４０ページをお願いいたします。区域につきま
しては、こちらの附図にて御確認をお願いいたします。
４１ページをお願いいたします。変更に係る経緯です。１、
説明会等の開催状況についてでありますが、市条例に基づく地
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区計画の変更原案の縦覧を、平成３０年８月２９日から９月１
２日まで、市役所都市計画課にて行いました。縦覧者は０人
で、意見書の提出はありませんでした。２、変更案に関する縦
覧状況についてでありますが、平成３０年９月１９日から１０
月３日まで、市役所都市計画課において、変更案の縦覧を行い
ました。縦覧者は０人で、意見書の提出はありませんでした。
審第４号の説明は以上です。
私からの説明は以上でありますが、担当から補足説明をさせ
ていただきます。
都市計画 課

都市計画課です。あしたの杜地区計画の変更案について補足
説明いたします。おおよそ７分程度の説明になりますが、引き
続きよろしくお願いいたします。
前方のスクリーン、又は、お手元の資料２を御覧ください。
説明のながれでございますが、まず、あしたの杜地区計画の概
要について、次に、変更に至った経緯について、３点目に、都
市計画変更案について、最後に、変更スケジュールといった順
に御説明いたします。
まず、あしたの杜地区計画の概要について御説明いたしま
す。こちらの航空写真を御覧ください。田子浦小学校のすぐ南
東に位置する大規模事業所社宅跡地を有効利用するため、一戸
建て専用住宅地９９区画が開発行為にて造成されました。この
開発分譲地において、将来に渡って住宅地としての優位性を担
保するため、開発者から地区計画の都市計画提案がなされ、都
市計画決定したものでございます。こちらは現在の現地の様子
です。御覧のように造成が完了し、建築行為が進んでいます。
あしたの杜地区計画は平成３０年４月１６日に当初決定した
もので、計画の概要を表にてお示ししておりますが、表の中央
の列が決定前の制限で、右の列が現在の制限となります。建築
物の敷地面積の最低限度、容積率の最高限度、建蔽率の最高限
度、高さの最高限度、壁面の位置について、従前よりも厳しい
制限を課すことにより、一戸建て専用住宅地としての優位性を
保ち、良好な住環境を形成することとしております。今回は、
これらのうち建築物の建蔽率の最高限度を変更したいと考えて
おります。
ここで、建蔽率・容積率について御説明いたします。建蔽率
とは敷地面積に対する建築面積の割合で、右図のように、５０
坪の土地に１階部分３０坪、２階部分２０坪の建築物の場合、
建蔽率は５０分の３０で、１０分の６となります。一方、容積
率とは敷地面積に対する建築延べ面積の割合で、右図の場合、
５０分の２０足す３０で、１０分の１０となります。建蔽率・
容積率の最高限度により、建てられる建築物の規模が決まって
まいります。
次に変更に至った経緯について御説明いたします。現在、あ
したの杜地区の建蔽率の最高限度は、地区内一律に１０分の５
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と決定しておりますが、通常、街区の角にある敷地の建築物に
ついては、建蔽率の数値に１０分の１を加えたものをもって定
める数値としております。これを角地緩和と言いますが、本地
区においては角地緩和が適用されない状況となっていることが
判明し、地区計画の提案者側も角地緩和の適用を望んでいるこ
とから、都市計画の変更を進めるに至りました。
ここで、角地緩和について御説明いたします。角地緩和は、
建築基準法第５３条第３項第２号に規定されており、街区の角
にある敷地又はこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するも
のの内にある建築物については、建蔽率の数値に十分の一を加
えたものをもって定める数値とすることとされております。特
定行政庁が指定するものについては、富士市建築基準法施行細
則にて、 １.二 つの道路に接し、そ の内 角が１２０度以 内である
角の敷地、２.二つの道路に挟まれた敷地、３.公園、広場、水
面その他これらに類するものに接する敷地、と規定してござい
ます。角地緩和のイメージについて、図で御説明いたします。
街区の角にある敷地は、有効空地に面する割合が大きく、日
照、通風等をより確保することが可能なことから、建蔽率の数
値に１０分の１を加えたものをもって定める数値としておりま
す。こちらの図の場合、赤枠で囲った箇所が角地となります
が、都市計画による建蔽率の最高限度が１０分の５の場合、角
地については、１０分の１を加えた、１０分の６を建蔽率の最
高限度とするものです。
次に、都市計画変更案について御説明いたします。こちらは
計画書の抜粋でございますが、角地緩和を適用させるべく、建
築物の建蔽率の最高限度の欄に、かっこ書きにて「建築基準法
第５３条第３項第２号に該当する建築物にあっては、１０分の
６」、こちらを追加で記載したいと考えております。これによ
り本地区内においても角地緩和が適用されることとなります。
最後に変更スケジュールについて御説明いたします。これま
で、縦覧の実施など、都市計画変更のスケジュールを進めてま
いりました。なお、縦覧では、都市計画案に対する意見書の提
出はありませんでした。
補足説明は以上となります。御審議よろしくお願いいたしま
す。
議長(会長)

ありがとうございました。
それでは、審第４号議案について、委員の皆様から質疑、御
意見をいただきたいと思います。
Ｄ委員、お願いします。

Ｄ

全体で９９区画ですが、そのうち何区画が角地に該当するの
でしょうか。それから、４月に１０分の６から１０分の５にし
ているのに、角地についてはもう一度戻すというような手続き
にも見えます。途中で判明したということでしたが、その経緯
について、もう少し詳しくお示しください。

委

員
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議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)
Ｄ

委

員

議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)

Ｅ

委

員

都市計画課、お願いいたします。
まず、１点目の角地の区画数についてでございますが、９９
区画中６６区画が角地に該当いたします。約３分の２が該当す
るという形です。
２点目の経緯についてでございますが、４月に都市計画決定
を行いまして、６月議会において地区計画条例を可決していた
だきました。そして、今現在、あしたの杜地区においては、住
宅の申請、着工、建築が進められております。その中で、角地
の建築申請を受けました指定確認検査機関から、角地緩和を適
用しなくて良いのかという問い合わせが、市の建築指導課にあ
りまして、内容を確認いたしましたところ、このような状況で
あることが判明いたしました。その後、旭化成側と協議を行い
ました。旭化成は、都市計画提案制度の前に、まちづくりガイ
ドラインを策定しておりまして、その中でも１０分の１を緩和
するということを記載し、角地緩和の適用を望むということで
した。
また、現時点では案件がございませんが、今後、二世帯住宅
が建築される可能性等を踏まえますと、都市計画の変更を行っ
た方が良いのではないかということで協議いたしまして、この
ような経緯になった次第でございます。
Ｄ委員、どうぞ。
前回の都市計画決定の時点では、予見というか想定ができな
かったということでしょうか。また、実際に土地が売り出され
ている中で、このような要望があって変更することになったと
いうよりも、今後を見通して変更するということでよろしいで
しょうか。
都市計画課、お願いいたします。
認識不足という部分も無きにしも非ずであったと思います。
建蔽率、容積率についての都市計画決定が富士市では初めてだ
ったこともあり、予測できなかったということがございます。
また、変更は要望があったというよりは、今後のためをいろ
いろ考えた中で、予め定めていこうということでございます。
よろしいでしょうか。ほかにございますか。
Ｅ委員、お願いいたします。
この地区は何期かに分けて分譲していまして、１期、２期と
進んでいると思いますが、その中には、変更前の条件、制限さ
れた中で建築された方もいらっしゃると思います。今回その制
限が広がるということで、そのような方から苦情等の御意見は
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なかったのでしょうか。説明の中では意見はなかったようです
が、いかがですか。
議長(会長)
建築指導課長

議長(会長)

Ｆ

委

建築指導課、お願いいたします。
はい、建築指導課です。
こちらにつきましては、建築確認の事前に地区計画の届出を
提出することとなっておりまして、その件数が今現在２２件と
なっております。その中で、建蔽率の最高は４４％ということ
です。制限を超えてできないのか、もっと面積を増やしたかっ
た、といったような御意見は、伺っておりません。
Ｅ委員、よろしいでしょうか。
ほかにございますでしょうか。
はい、Ｆ委員。

員

先程のＤ委員からの質問、角地緩和が最初から予測できなか
ったのか、ということに対して、回答がまだ出ていないと思い
ます。変更以前の買主は不利益を被ることとなりますので、訴
訟になる可能性もあると思います。最初から角地緩和する予定
では決めていなかったのですよね。今回、どういう理由で角地
緩和を行うのか、あるいは、緩和することで生じる変更以前の
買主の不利益に対する考えを聞かせてください。

議長(会長)

改めて、建築指導課、お願いいたします。
先程の都市計画課と建築指導課の回答を整理して、御説明を
お願いします。

建築指導課長

基本的に、事業者・販売者の方は、角地緩和を適用できるも
のと認識をして、販売をされているということでありました。
たまたま、結果として、角地緩和を適用しなくても地区計画に
適合している状況にありましたが、当然、それを超えて計画さ
れることも考えられました。このため、判明後は、地区計画条
例において適用除外、市長が認める場合は適用除外することが
できるという規定がございますので、この規定を適用し、不利
益を被らないように対策をとっておりました。こちらの許可に
よる場合は、建築審査会において許可をしていただくことにな
りますので、建築審査会には了承をいただいております。
また、最初に予見できなかったことにつきましては、地区計
画と建築基準法とで整合を図りながら地区計画条例を策定して
まいりますが、その中で、法的な解釈として、地区計画のあの
表現で角地緩和を適用できるのではないかということで進んで
しまったということであります。実際は、今回変更するような
地区計画の記載内容でないと、角地緩和は適用できないという
ことが判明いたしました。このような理由で変更に至りまし
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た。また、その間も不利益にならないように、許可の適用で対
応したということでございます。
議長(会長)

Ｆ委員、よろしいでしょうか。
不利益を被られた方はいないということですね。そのように
皆さんに御理解いただいてよろしいですね。
ほかによろしいでしょうか。
それでは、お諮りいたします。
審第４号 岳南広域都市計画地区計画 あしたの杜地区計画
の変更について、委員の皆様からいろいろ御意見がございまし
たが、基本的には原案どおりで異存がないかと思われます。
本案件については原案どおり決定することに御異議ございま
せんか。
《異議なしの声あり》

議長(会長)

ありがとうございました。御異議ございませんので、原案の
とおりとさせていただきます。
それでは、ここで１５分程の休憩を取りたいと思います。午
後３時３５分に再開いたします。よろしくお願いします。
《休憩》

議長(会長)

それでは再開させていただきます。よろしくお願いします。
本日は都市計画課から、「富士市立地適正化計画及び市街化
調整区域の土地利用方針の策定について」の報告がございます
ので、よろしくお願いいたします。

都市計画 課

都市計画課です。富士市立地適正化計画及び市街化調整区域
の土地利用方針の策定について、御説明いたしますので、資料
３をお願いいたします。
これまで、立地適正化計画と市街化調整区域の土地利用方針
につきましては、別々の計画として御説明してまいりました
が、いずれも人口減少時代の土地利用に係る計画であることか
ら、市民の皆様に、併せて御提示する方がわかりやすいだろう
と考え、サブタイトルのグレーの網掛けの部分になりますが、
「（仮称）富士市集約・連携型都市づくり推進戦略」として、
今回とりまとめをいたしました。今後につきましては、こちら
をタイトルとさせていただき、その中で２つの計画が構成され
ているという組立にしたいと考えております。そのため、今後
は、名称を「集約・連携型都市づくり推進戦略」といたしまし
て、この「骨子」に基づき、パブリック・コメント（案）をま
とめていきたいと考えております。
１枚おめくりいただき、目次をお願いいたします。この計画
の構成ですが、本市の都市づくりの課題に対応するための計画
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を整理した「立地適正化計画編」と「市街化調整区域の土地利
用方針編」という大きく２編を中心にまとめております。ま
た、「はじめに」では、これら２つの計画を導くため、策定の
背景や位置付け、富士市の現状と課題などを整理しておりまし
て、「おわりに」では、都市づくりの実現に向けた推進体制を
お示ししてございます。それでは、「はじめに」から御説明い
たします。
２ページをお願いいたします。本戦略の背景と目的でござい
ますが、これまでの人口増加時代の都市計画は、量の充足を目
指すものでありましたが、人口減少時代の都市計画は、質の向
上を図るものに変化していることを御説明してございます。３
ページをお願いいたします。このような背景から、本戦略の目
的でございますが、人口減少時代の将来都市像の実現に向けた
「道すじ」を明らかにするものとして策定いたします。
４ページをお願いいたします。本戦略の位置付けでございま
す。上位計画に即すとともに、「都市計画マスタープラン」の
高度化版として、将来都市像を具現化するものとして位置付け
をしております。また、計画の目標年次といたしましては、都
市計画マスタープランと同じ、概ね２０年後の平成４７年とし
ております。
５ページをお願いいたします。まず、現状分析や課題整理の
前段といたしまして、人口減少が地方のまち・生活に与える一
般的な影響ということで、人口減少が与える影響は、生活利便
性や地域の魅力の低下を通じて、さらなる人口減少を招くとい
った一般的な悪循環のイメージ図を、下段、「国土交通白書２
０１５」から引用し、資料に掲載しております。
６ページと７ページをお願いいたします。６ページから７ペ
ージで富士市の現状を整理しております。まず、６ページ上
段、生活利便施設として１４の施設などを抽出し、点数化した
ものを図化いたしました生活利便施設集積図になります。こち
らで、生活利便施設の立地状況をお示ししています。その上
で、グラフや図を用いまして、「中心市街地における来街者数
の推移」、「生活利便施設の集積地等での人口減少予測」、７
ページに移りまして、「空き家の発生状況」、「路線バス網の
撤退・縮小の様子」、「市街化調整区域における高齢化率の予
測」「工業系未利用地の状況」について、富士市の現状を分析
してございます。
８ページと９ページをお願いいたします。本市の現状を踏ま
えた問題点と課題です。どこで何が起こっていて、このまま何
もしないとどういった問題点があるか、そして、そこから導き
出される課題を、体系的に整理し、それぞれの課題解決に向け
た２つの計画を策定することをお示ししております。
上から順番に御説明いたしますと、中心市街地において商業
施設の撤退や来街者数の減少が続いている現状から、中心部の
賑わいづくりにより都市全体の魅力向上につなげることを課題
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１としています。次に、生活利便施設の集積地域などにおいて
人口減少が予測されていることから、生活関連サービスを維持
するために人口密度を確保することを課題２としております。
課題３は、市内全域で空き家が増加傾向にある現状から、空き
家などの既存ストックを有効活用し良好な生活環境を創出する
ことを課題としております。課題４は、公共交通の撤退や縮小
が進行している現状を受けまして、利便性の高い公共交通ネッ
トワークを構築し、市民の暮らしの足を確保することを課題と
しております。これら、上段にお示しした市街化区域における
４つの課題について、立地適正化計画で対応する課題として整
理しております。
下段に移りまして、市街化調整区域では、大幅な高齢化の進
行が予測されていることから、既存集落地での暮らしを維持す
るため、適切な人口と生活に必要な機能を確保することを課題
１としております。次に、市街化区域の工業系用途地域におい
ては、良好な操業環境を創出する一団の工場適地が無いという
現状から、市街化調整区域において既存工業団地の操業環境の
維持と良好な工場適地を創出することを課題２としておりま
す。下段で整理した２つの課題については、市街化調整区域の
土地利用方針で対応いたします。
１０ページをお願いいたします。こちらでは、策定する２つ
の計画の概要をまとめております。ここまでが、「はじめに」
になります。
それでは次に、立地適正化計画編を御説明いたします。
１２ページをお願いいたします。こちらでは、立地適正化計
画の目的と手法をお示しするとともに、立地適正化計画におい
て定める事項と構成を整理してございます。
１３ページをお願いいたします。先ほど御説明した４つの課
題に対応した都市づくりを進めるため、都市づくりの方針を
「暮らしの質を維持する集約・連携型都市づくり」と定めまし
て、それぞれの課題に対応した４つの視点と、課題解決のため
の基本方針を設定しております。
１４ページをお願いいたします。こちらは、立地適正化計画
区域内における５つの区域設定についてです。下段の「まちの
骨格形成の考え方」や「生活利便施設の立地状況」等、４つの
要素を重ね合わせ、５つの区域の設定をしております。設定し
た区域が、１５ページの区域図となっております。法令に基づ
く区域として、地図上赤で示しております都市機能誘導区域
と、地図上オレンジで示しております居住誘導区域を設定して
おります。なお、都市機能誘導区域については、「まちなか」
と「地域拠点」に分類しております。また、市が独自に設定す
る区域として、住宅店舗等共存区域、ゆとりある低層住宅区
域、工業振興区域を設定しております。なお、土砂災害の危険
性の高い区域などは、誘導区域から除外しております。
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１６ページと１７ページをお願いいたします。都市機能誘導
施設は、下段のイラストの９施設を「まちなか」と「地域拠
点」の位置付けに応じて、それぞれの拠点に誘導する施設とし
て設定しています。１７ページの表は、誘導する施設の種類
と、先程お示しした誘導する区域の星取表となっております。
黒丸は、現在既に立地している施設を表していまして、白丸
は、現在立地していないことを示してございます。表の上段、
「大学・専修学校・各種学校」から「金融機関・郵便局」まで
を、法に基づく「都市機能誘導施設」として位置付けるととも
に、下段にあります「ホテル・オフィス」や「コンビニエンス
ストア」については、市独自設定の誘導施設である「立地推奨
施設」として位置付けております。
１８ページと１９ページをお願いいたします。ここからは誘
導施策となります。１３ページでお示しした４つの視点と基本
方針に基づく１４の施策を、対象区域別に計画に位置付ける予
定です。視点１「賑わう」については、魅力ある拠点の形成を
図るため、都市機能誘導区域を対象とした、中心部の市街地整
備事業や賑わいづくりに関する事業を位置付けています。視点
２「導く」については、暮らしに必要な都市機能の確保を図る
ため、居住誘導区域内開発を促すための啓発に係る施策を展開
します。視点３「活かす」については、居住地拡大の抑制を図
るため、空き家の活用などの施策を展開します。視点４「つな
ぐ」については、公共交通の利便性確保に係る施策などを位置
付けます。１９ページでは、それらの誘導施策が対象としてい
る区域をお示ししております。魅力ある拠点の形成に係る施策
１から４は「都市機能誘導区域」を、暮らしに必要な都市機能
の確保に係る施策５から７は「居住誘導区域」を、居住地拡大
の抑制と公共交通による拠点と地域間の強固な連携に係る施策
８から１４は全域を、対象としております。２０ページから２
３ページまでは、それぞれの視点に基づいた具体的な施策の概
要と期待される効果を、個別に記載しておりますので、お目通
し願います。
２４ページと２５ページをお願いいたします。こちらは、数
値目標の設定になります。前ページまでの施策を展開すること
で、４つの視点と方針に基づく目標値を設定しました。施策の
効果を比較検証できるよう、策を講じない場合の予測を立てる
とともに、目標値を設定しております。視点１「賑わう」につ
いては、誘導施設の充足度として、まちなか拠点におけるスー
パーや金融機関などの誘導施設数、視点２「導く」について
は、居住誘導区域内の人口密度、視点３「活かす」について
は、居住誘導区域内における住居系開発行為の件数、視点４
「つなぐ」については、公共交通の利用者数の目標値を、それ
ぞれ設定しています。これらの４つの数値目標を掲げ、魅力あ
る都市づくりを進めた結果として、右上の人口グラフですが、
平成４７年時点の総人口を、現時点の推計値より１万３千人程
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度上回ることを目標としています。こちらの、具体的な数値に
つきましては、現在検証作業を進めているところであります。
２６ページをお願いいたします。立地適正化計画編の最後と
して、進行管理と成果の検証について記載しています。国勢調
査の結果をベースとして、５年毎の評価によって、計画や施策
の見直しを図ってまいります。以上が、立地適正化計画編の説
明となります。
次に、市街化調整区域の土地利用方針編について、御説明い
たします。２８ページをお願いいたします。２８ページでは、
市街化調整区域の土地利用制度として、市街化調整区域での開
発を認めている都市計画法第３４条の開発許可の条項を示して
おります。
２９ページをお願いいたします。「はじめに」で、市街化調
整区域の土地利用方針で対応する２つの課題を整理しました。
この課題に対応するための方針をそれぞれに設定し、課題解決
に資する手法として、地区計画制度を導入することをお示しし
ております。
３０ページと３１ページをお願いいたします。３０ページで
は、地区計画制度の概要を御説明しております。市街化調整区
域の性格を変えない範囲で、開発を許容できることをイメージ
図で示しております。続いて、３１ページでは、地区計画制度
を適用する地区の選定方法についてお示ししております。適用
候補地区は、２段階の評価により、選定を行いました。まず、
評価１といたしまして、都市計画法に基づく地区計画の適用が
可能な区域を選定いたしました。続いて、評価２といたしまし
て、地区計画策定の必要性が高い地区として、都市計画マスタ
ープランまたは国土利用計画といった上位計画に位置付けのあ
る地区や、既に人口や産業の集積がみられる地区などの評価を
行い、１７地区を適用候補地区として選定いたしました。ま
た、選定した１７地区を、法律の適用条件に基づき、下段の表
の着色のとおり、４つの類型に区分いたしました。３２ページ
と３３ページをお願いいたします。地区計画の適用候補地区及
びそれぞれの地区の土地利用方針と許容する用途をまとめてお
ります。地区計画を作成すれば何でも建築できるという誤解の
無いように、それぞれの地域特性にあった土地利用方針と許容
する用途を地区毎に設定しまして、どういったものが建てられ
るかという目安を示しております。
３４ページをお願いいたします。市街化調整区域の土地利用
方針の今後の展開についてお示ししております。地区計画の策
定についてはガイドラインを作成し、詳細な手順やルールを示
し、候補地区の住民の皆様や土地所有者の皆様等の地区計画の
策定を支援します。また、市街化調整区域の地区計画は、都市
計画提案制度を活用することとし、地区の皆様が合意形成を図
りつつ、地区からの提案により都市計画決定の手続きを進める
ことを基本としております。その他に、地区計画制度以外で
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も、市街化調整区域の課題と関連のある立地基準について必要
に応じて研究することをお示しております。
３６ページをお願いいたします。「おわりに」といたしまし
て、今後の都市づくりの実現に向けてについてですが、都市づ
くりの担い手である市民・事業者・行政が協働体制により取り
組むことを示し、本戦略の結びとしております。
最後に、３７ページをお願いいたします。今後のスケジュー
ルについてですが、１２月からパブリック・コメントを実施い
たします。その後、平成３１年の４月に、計画の策定と公表を
予定しております。
以上が説明となります。よろしくお願いします。
議長(会長)

ありがとうございました。
それでは、ただいまの報告について、委員の皆様から質疑、
御意見がございましたらお願いいたします。
Ｇ委員、お願いいたします。

Ｇ

都市再生特別措置法によって地方に策定が義務付けられたと
いうことは分かるのですが、１７ページの都市機能誘導施設に
ついて、まちなかとして富士駅周辺、富士中部周辺、吉原中央
駅及び本町駅周辺、新富士駅周辺がありますが、「大学・専修
学校・各種学校」は、誘導する施設で現在既に立地ありの黒丸
に全部なっています。左側のページには、「大学・専修学校・
各種学校」として、東京大学の安田講堂のような絵が載ってい
ます。市民の人たちにこれを説明する時に、富士市では常葉大
学富士キャンパスが撤退した後、高等教育機関はなくなったと
いうことが一般論となっている中で、このように示されると戸
惑ってしまうと思います。おそらく、日本語学校とか英会話ス
クールを捉えて、各種学校があるということになるのですが、
これは、法律によってこのような分類になっているから仕方が
ないことなのか、この分類を分けるということは出来ないので
しょうか。

委

員

議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)

都市計画課、お願いいたします。
大学・専修学校・各種学校について、分けることは可能であ
ると思います。分けて表示することについては少し検討させて
いただきますが、基本的には高等教育機関という位置付けの中
で、大学・専修学校・各種学校等がまちなかにあれば、既存の
施設もありますが、さらに誘致できれば良いのではないか、と
考えて掲載しております。
Ｇ委員、よろしいでしょうか。
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Ｇ

委

員

議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)
Ｇ

委

員

議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)
Ｇ

委

員

法律でこの分類しか認められないというのであれば分かるの
ですが、柔軟性があるのであれば、各種学校と分けた方が良い
と思います。そうでなければ、富士市には大学や専修学校があ
るのかと皆さんが思ってしまう。これはきちんと分けないと、
公表した時に質問を必ず受けますよ。
それから、もう一点よろしいですか。同じところで、「スー
パーマーケット」と「金融機関・郵便局」ですが、立地の有無
を分類して、現在あるのは黒丸、ないのは白丸としています
が、どこを基点にして半径何百メートルとか、決まっているの
でしょうか。
都市計画課、お願いいたします。
半径何メートルという決め方ではございません。１５ページ
に区域図を掲載しておりますが、その中の、都市機能誘導区域
の区域内にあるかどうかで決めております。例えば、富士駅周
辺地区と富士中部周辺地区ですが、境が少し分かりにくいかも
知れませんが、真ん中あたりに赤い線が入っておりまして、そ
ういったところで区域としてしっかり分けております。半径何
メートルということではございません。
Ｇ委員、お願いいたします。
スーパーマーケットについてですが、例えば入山瀬駅周辺の
所はスーパーがなく、ずっと離れた大月線の方にあるのです
が、表には入山瀬駅周辺で立地ありとなっていまして、地図で
は分からなかったものですから、どの程度の範囲の中なのか質
問させていただきました。
もう一点、金融機関・郵便局について、新富士駅周辺は白丸
で立地なしとなっていますが、駅南には柳島郵便局がありま
す。駅からすぐの場所です。なので、半径どのくらいなのか伺
いました。それがきちんと決まっていて、その範囲に入らない
のであれば仕方がないのですけれど、見える近さにありますか
ら。なので、質問いたしました。
都市計画課、お願いいたします。
御質問にありました、新富士駅南側の柳島郵便局につきまし
ては、地区計画のＡ地区、いわゆる住宅地区の中にありまし
て、こちらについては都市機能誘導区域ではなく、居住誘導区
域でありますので、外れているということでございます。
Ｇ委員、よろしいでしょうか。
駅から見える場所にあるものですから、これだけでは理解で
きませんでした。でも、そのように決まっているのですね。
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議長(会長)

Ｈ

委

員

議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)
Ｈ

委

員

議長(会長)

ほかにございますか。
Ｈ委員、お願いいたします。
２５ページに、人口の目標が載っていると思いますが、立地
適正化計画については理解はできておりますが、目標を立てる
時に、人 口が２ ０年後に１３,３５２人 も期待される効果とする
のは、これは過大ではないかと感じます。どのように積算した
のか、おそらく、国立社会保障・人口問題研究所のコーホート
予測に社会減の予測を上下させているものですけれど、上の破
線の部分の値はどのように求めるのでしょうか。
都市計画課、お願いいたします。
こちらは、人口推計でございます。資料にも記載しておりま
すように、いずれも、実線・破線ともに、国立社会保障・人口
問題研究所の推計値となっております。立地適正化計画につき
ましては、国が示している策定の手引きの中で、国立社会保
障・人口問題研究所の最新のデータを最終的な人口の値にする
ことになっておりまして、実線のＨ３０推計が、今後策を講じ
ない場合の予測となっております。このような中、期待される
効果の点線のところを、いわゆる目標値にしております。こち
らにつきましては、静岡県と一緒に策定しております岳南広域
都市圏の交通計画の交通体系調査が、Ｈ２５推計の人口を根拠
に目標を設定してございますので、これを破線として掲載して
おります。転出の人口の率を市の方で何か積算しているのでは
なく、５年前の推計値・推計率をそのまま採用しているという
形となっております。県の計画とも整合を図ったということで
ございます。
Ｈ委員、お願いいたします。
それでは、これは単純に５年前の数値を使用しただけであっ
て、どのような理屈で１３，３５２人の本来いなくなってしま
う人を呼び寄せるか、それだけ魅力アップするか、ということ
を示しているのではないということでしょうか。
また、数値目標を設定するからには、目標を何とか達成しよ
うと努力するべきであると思いますが、１３ページに記載のと
おり、この計画の最大の目標は「暮らしの質を維持する集約・
連携型都市づくり」であって、暮らしの質を維持することが最
終目標なのに、想定より人口を増やす・維持することとは結び
付かない かと思 います。これをやらない と人口が１３, ３５ ２人
減って大変なことになるみたいなミスリードは、載せる必要が
あるのかなという印象を持ちましたが、いかがでしょうか。
都市計画課、お願いいたします。
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都市計画 課

議長(会長)
Ｈ

委

員

議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)

Ｉ

委

員

今回、数値目標を４つ記載しておりますが、実は、国の策定
の手引きの中で、人口密度と公共交通の利用者数については、
必ず設定するように明記されております。そして、その上で、
どういう形になるのか、どういうことを目指していきたいの
か、ということも併せて示すよう明記されております。そのよ
うな中で、人口密度と公共交通の利用者数については、５年前
の推計値を基にした人口と施策を併せて目標値を設定しており
ますので、それを合わせた形の中での説明ということで、５年
前の数値も併せて記載しているという形になっております。
Ｈ委員、お願いいたします。
そういうことでしたら、そのことを明記していただかない
と、立地 適正化 計画を策定することによ って１３,３５ ２人 が増
えるという印象を受け、分かりにくいので、載せるべきではな
いと考えます。
また、富士市ならではの目標として、まちづくりセンターを
中心としたまちづくり計画があって、２６地区それぞれがまち
づくりの目標を作りましょう、指定管理に向けていきましょう
というような目標がある中で、そういった地区毎のバランスだ
とか老壮青のバランスといったところを含めて、もっと富士市
ならではの計画にして、国から言われたことを当てはめるだけ
ではなく、そういった努力をしていただきたいと思います。
都市計画課、いかがでしょうか。
全国各地で立地適正化計画が策定されている中で、富士市の
オリジナルという部分については、非常に重要であると考えて
おります。今回の区域につきましても、通常の都市機能誘導区
域と居住誘導区域のほかに、市独自として３つの区域を付け足
したこともありますし、目標値についても富士市ならではであ
ると考えております。また、市街化調整区域の土地利用方針も
併せているということも特徴的だと考えております。表現につ
きましては、検討させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
ほかにございますか。Ｉ委員、お願いいたします。
市街化調整区域の地区計画適用候補地区について伺います。
３３ページに、住宅団地環境保全型とありまして、その中の１
２番に陽光台団地周辺地区がございますが、御承知のとおり、
陽光台団地は、都市計画区域外にあった白地農地の頃に、谷を
土砂で埋め立てて、石積みを作り、市の指導方針に従わないま
まどんどん作って乱開発されてしまった区域の団地でありま
す。説明会等を経て昭和５５年に都市計画区域に入りました
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が、そのような場所が、「計画的に開発された住宅団地」で
「良好な居住環境を維持するため」というような記載をされま
すと、それは違うのではないかな、と感じてしまいます。その
辺がちょっと、ニュアンスが違うような気がしますが、いかが
でしょうか。
議長(会長)
都市計画 課

議長(会長)
Ｉ

委

員

議長(会長)
都市計画 課

都市計画課、お願いいたします。
陽光台団地地区につきましても、地区として成り立っており
ますし、現在のコミュニティの確保は必要であると考えており
ます。このような地区は、市街化調整区域の中に多くあるもの
と思っていますけれど、地区計画は市街化調整区域の中のどこ
でもできるというわけではございません。ある程度のルールが
あって、法の下でできることであります。そのような背景か
ら、静岡県の基準等を踏まえて整理した中で、地区計画を策定
することができる可能性があるとなったものですから、今回、
候補地区として定めたものでございます。過去の都市計画の経
緯はございますが、現在住んでいるという現状を意識した中
で、位置付けたということでございます。
Ｉ委員、よろしいでしょうか。
現在の住環境が良いというわけではないことは確かなので
す。行き止まりの道があったり、途中から階段になってしまう
道があったり、非常に崖が多いとか。これからそのような道を
整備しながら、もっと住み良くするという考え方であるとは思
いますが、資料の表現だと、候補に書かれている場所は現在の
住環境が良いと認めているような印象を受けるので、どうなの
かなと思います。実際に住んでいる人たちのために、良くして
いきたいという気持ちでの地区計画は本当に必要であると思い
ます。ただ、現状を良しとするような表現の部分が、少し気に
なります。
都市計画課、いかがでしょうか。
仰るとおりでございます。いずれの地区も、道路が狭かった
り、水路が狭小であったりなど、様々な問題があろうかと思い
ます。地区計画を定めるに当たっては、地区施設の位置付けが
必要となる可能性もございます。そのようなことに対する一定
のルールが必要であると考え、３４ページにありますように、
ガイドラインを作成し、地域の方とお話しながら、より良いま
ち、地域、地区が出来るよう考えていきたいと思っておりま
す。あくまでも今回は、候補地という形でありますので、今
後、地区の住民の皆様と話し合いながら、課題の解決に向けて
検討していきたいと考えております。
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議長(会長)

よろしいでしょうか。ほかにございますか。
最後に、私から。立地適正化計画の策定に向けて、多くの調
査を行ってまいりました。また、市街化調整区域の地区計画を
定めることについて、本日御説明がありました「富士市集約・
連携型都市づくりの推進戦略」という一本化した御提議は、大
変富士市らしい特徴が出ているかと思います。しかしながら、
先程委員からもありましたように、この後、パブリック・コメ
ントがございます。その際には、やはり市民にとって分かりや
すいということが重要となります。今までの研究プロセスや蓄
積された沢山のデータから、最後のところ、市民がどうしたら
良いのか、交流人口をどのように増やすのか、何に次のまちづ
くりを求めていくのか、という点について、少し強調していた
だいた方がよろしいかと思いました。立地適正化計画は、市民
の期待が込められたものであり、事実のデータを示すとともに
将来性をどう予測するのかを共有していただくものだと、私は
考えております。これまでの御苦労に対して、大変敬服いたし
ますが、今一つ、市民への共有・理解という点で、もう一踏ん
張り、お願いしたいと思っております。以上でございます。
よろしいでしょうか。
それでは、御意見、御質問を終了いたします。
以上をもちまして議事を終了いたします。
進行を事務局にお戻しいたします。

事

務

局

ありがとうございました。
最後に、富士市都市計画審議会の今後の予定について連絡事
項がございます。本日、平成３０年度第１回目の審議会を開催
いたしましたが、委員の皆様の任期は１１月２７日をもって満
了となります。委員の皆様、２年間御審議いただき、ありがと
うございました。
次回は、新任期での審議会として、１２月に委嘱状の交付を
予定しております。議題といたしましては、会長・副会長の互
選についてでございます。新委員の方には、後日改めて御案内
させていただきます。連絡事項は、以上となります。
それでは、これをもちまして、都市計画審議会を閉会させて
いただきます。委員の皆様、長時間にわたりお疲れ様でした。
ありがとうございました。

（午後４時２０分
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閉会）

