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Ⅰ 災害リスクと対策状況等により、  

居住誘導区域設定を検討するエリア 
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１．土砂災害のリスクがあるエリアについて 

 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、土砂災害危険箇所を除き、居住誘導区域に含めないこととする。 

・ 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域は、「法令により住宅の建築が制限」され、あるいは「宅地建物取引において自然災害防止のため重要事項説明」の対象となっており、居住を誘

導する区域にふさわしくない。 

・ 県が定期的に実施する基礎調査（地形・地質・降水・土地利用の状況等を調査）の結果を踏まえ、危険な箇所が生じた場合は、県と連携して速やかに土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定を行い、居住誘導区

域から除くこととする。 

 

（２）検討材料 

 急傾斜地崩壊危険区域 土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域 土砂災害危険箇所 

都市計画運用指針等における 

位置付け 
・原則として、含まないこととすべき区域 ・原則として、含まないこととすべき区域 

・区域の災害リスク、警戒避難体制、防災・減災施設の整備状況・

見込み等から判断する区域 

・区域の災害リスク、警戒避難体制、防災・減災施設の整備状況・

見込み等から判断する区域 

区域指定の趣旨 

・急傾斜地の崩壊により、居住者等に危害が生じるおそれのある

区域及びこれに隣接する区域のうち、急傾斜地の崩壊を助長・

誘発する行為の制限が必要な区域 

 

＊実態として、対策工事の実施を前提とした箇所でしか指定され

ない 

・崩壊した土石等によって、住宅等の建築物が倒壊し、住んでい

る人の生命や身体に大きな危害が生ずるおそれがある区域 

 

＊被害を受ける恐れのある区域でソフト施策を推進するために

指定 

・崩壊した土石等によって、住民等の生命又は身体に危害が生ず

る恐れのある区域 

 

＊被害を受ける恐れのある区域でソフト施策を推進するために

指定 

・区域は、土砂災害危険箇所調査要領に基づき、図上で抽出。現

地測量や土石の到達範囲などの基礎調査を行ったうえで、法指

定に合致するものを、土砂災害（特別）警戒区域に指定。 

 

※指定された場合は、当該法指定区域と同じ扱いとする 

規制 等 

・静岡県建築基準条例により、住宅の建築が制限。ただし、対策

工事により県知事が被害を受けるおそれがないと認める場合

はこの限りではないとされる。 

・急傾斜地の崩壊を助長・誘発するおそれのある行為（立木竹の

伐採、土石の採取又は集積、切土・盛土等）について、県知事

の許可が必要 

・建築物の構造規制 

・特定開発行為に県の許可が必要 

・宅地建物取引における説明義務が発生 

・区域からの住宅移転に際し支援 

・宅地建物取引における説明義務が発生 
・土砂災害（特別）警戒区域指定後は、それぞれ区域の規制が 

発生 

市街化区域に含まれる地域 岡一色、志下、馬込、上香貫、下香貫、本郷町 中瀬町、本郷町、山ヶ下町、上香貫、下香貫、高尾台 等 中瀬町、本郷町、山ヶ下町、上香貫、下香貫、高尾台 等 
岡一色、中瀬町、本郷町、山ヶ下町、上香貫、下香貫、志下、馬

込等 

市街化区域に含まれる面積 6.7ha 11.2ha 77.8ha 49.2ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 
・岡一色…概ね 20～30人/ha 

・志下、馬込…一部 40人/ha以上 

・香貫山周辺、下香貫、馬込、高尾台等…概ね 40人/ha以上 

・それ以外（岡一色、足高等）…30人/ha未満 

・香貫山周辺、下香貫、馬込、高尾台等…概ね 40人/ha以上 

・それ以外（足高等）…30人/ha未満 

・岡一色…30人/ha以下 

・香貫山周辺…概ね 40人/ha以上 

・それ以外（下香貫等）…約半分が 40人/ha以上 

都市機能の立地状況 なし ・子育て施設 １ 

・子育て施設 ４  ・福祉施設 ２ 

・公共施設 ６（小中学校、地区センター等） 

・福祉施設 ４ 

・公共施設 １（地区センター）  ・子育て施設 ２ 

・福祉施設 １ 

都市マスにおける位置付け 土砂災害の防止対策の推進 土砂災害の防止対策の推進 土砂災害の防止対策の推進 土砂災害の防止対策の推進 

対策 
・県による擁壁等の対策推進 

・区域指定による土地利用規制の推進 

・区域指定による土地利用規制の推進 

・ハザードマップによる情報の周知 

・地域による防災訓練の実施 

・土砂災害警戒情報の提供や避難場所指定等の避難体制の整備 

・ハザードマップによる情報の周知 

・地域による防災訓練の実施 

・土砂災害警戒情報の提供や避難場所指定等の避難体制の整備 

土砂災害（特別）警戒区域指定後は、それぞれの指定区域と同様。 

近年の大規模土砂災害の状況 

●平成 30年 7月豪雨 （西日本を中心とする集中豪雨）（H30.7.31時点） 

①人的被害：死者 220名、負傷者 407名、行方不明者 10名 

②物的被害：全壊 5,236棟、半壊 5,790棟、床上浸水 13,258棟、床下浸水 20,942棟 

       道路・橋梁 667件、河川堤防 412件 等 

③ライフライン被害：ピーク時、断水 8,549戸 等 

●平成 27年９月関東・東北豪雨災害 

①人的被害：死者 14名 

②物的被害：全壊 81棟、半壊 7,045棟、床上浸水 2,495棟、床下浸水 13,159棟 

③ライフライン被害：ピーク時、停電 11,236件、断水 11,800戸 等 

＊茨城県における被害総額（農業、商工、教育、公共施設等）は、401億円 

●平成 26年８月豪雨による広島市の土砂災害 

①人的被害：死者 74名、負傷者 69名 

②物的被害：全壊 179棟、半壊 217棟、床上浸水 1,084棟、床下浸水 3,080棟 

       道路・橋梁 667件、河川堤防 412件 等 

③ライフライン被害：ピーク時、停電 7,100件、断水 2,662戸 等 
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■ 土砂災害等の危険区域における都市機能の分布・状況図                         ■ 対策の例 

                                                   【ハード施策】 急傾斜地崩壊対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   【ソフト施策】 ハザードマップによる危険箇所、避難先の周知徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 擁壁工 

斜面の下にコンクリートで擁壁をつくり、 

斜面部分の崩壊を直接抑えるほか、上部から 

の崩壊土砂を人家手前で食い止めます。 

 

 

② 法面工 

斜面にコンクリートを使用して枠を組み、 

その枠内を植生等で被覆して、斜面の風化・ 

浸食を防ぎます。また、アンカー等との併用 

により崩壊を直接抑える効果を持たせること 

や、枠の配置を調整して斜面内の現存樹木を 

残すことも可能です。 

 

 

③ 落石防止柵工 

斜面の下の擁壁等の天端に支柱と金網で柵 

をつくり、崩れた土砂や落石を人家手前で食 

い止めます。 
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２．津波災害のリスクがあるエリアについて 

                                                        ■ 津波の危険区域における都市機能の分布・状況図 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めることとする。 

・ 本市の沿岸部は、漁業や観光、レジャー、日常生活において市を構成する重要な要素が存在し、既に多くの居

住や都市機能が分布。長い年月をかけて都市基盤ストックを蓄積しながら、海に近い地域特性を活かしてまちの

魅力を高めてきた歴史的背景のある地域であり、多くの住民が愛着を持ち、毎日の暮らしで活動する生活圏を形

成している。このようなまちの成り立ちや現状を踏まえると、これからのまちづくりにおいても欠かすことがで

きないエリア。 

・ このため、居住誘導区域に含め、まちづくりのなかで防災対策とともに都市機能誘導を進めることで、観光地

等としての魅力とともに安全性の向上を図る。 

・ 区域に位置付けることで、「民」の投資を引き込み、対策を“より早く”、リスクを“より低く”していく。 

 

（２）検討材料 

 
L2津波 基準水位２ｍ以上 

（≒津波災害特別警戒区域指定が考えられる区域） 

L2津波 基準水位２ｍ未満 

（≒津波災害警戒区域指定が考えられる区域） 

都市計画運用指針等における

位置付け 
・区域の災害リスク、警戒避難体制、防災・減災施設の整備状況・見込み等から判断する区域 

区域指定の趣旨 

・現在は指定されていない（県知事が指定することができる） 

・レベル２津波があった場合に、建築物が損壊又は浸水し、住

民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある 

・レベル２津波があった場合に想定される基準水位２ｍ以上の

区域が基本（静岡県の考え方） 

・現在は指定されていない（県知事が指定することができる） 

・レベル２津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危

害が生ずるおそれがある区域 

・レベル２津波があった場合に想定される浸水の深さが 1cm

以上の区域が基本（静岡県の考え方） 

規制 等 

・特に防災上の配慮を要する方々が利用する社会福祉施設、学

校、医療施設の建築とそのための開発に関して、津波に対し

安全な構造の確保及び病室などの居室の床面の高さを基準

水位以上 

・宅地建物取引における説明義務が発生 

・防災上の配慮を要する方々が利用する施設における避難確保

計画の作成 

・宅地建物取引における説明義務が発生 

市街化区域に含まれる地域 沼津港周辺、香貫、我入道、牛臥海岸周辺、静浦海岸周辺 等 
沼津港周辺、狩野川沿岸（永代橋より海側）、香貫、我入道、

牛臥海岸周辺、静浦海岸周辺 等 

市街化区域に含まれる面積 125.1ha 421.2ha（うち津波災害特別警戒区域 125.1ha） 

人口密度（100ｍメッシュ） 漁港周辺や海岸沿いを除く大半が 40人/ha以上 漁港周辺や海岸沿いを除く大半が 40人/ha以上 

都市機能の立地状況 
・公共施設 ３（小学校、博物館等）  ・医療施設 ３ 

・福祉施設 ３  ・商業施設 ５  ・金融施設 ３ 

・公共施設 ６（小学校、博物館、地区センター） 

・子育て施設 ６  ・医療施設 13 

・福祉施設 10   ・商業施設 25   ・金融施設 15 

都市マスにおける位置付け 
・津波避難困難地区の解消に向けた取組の推進 

・津波リスクに応じた適切な土地利用と建築の誘導 

対策 

【現在の対策状況】 

・地震・津波対策アクションプランに基づく津波対策の推進…避難場所及び避難路の確保、ハザードマップの作成・周知、避

難行動計画の作成 等 

・県が沼津港及び牛臥海岸で堤防の整備 

 

【今後の対策】 

・喫緊の対策として、避難行動の改善、避難施設（ビル、タワー）の追加により、津波避難困難地区を解消 

・立地適正化計画の誘導施設に耐浪性を条件付けることで、津波避難施設になりうる施設を誘導するとともに、住まい方のル

ールづくり等を研究し、「民」の投資を引き込み津波対策を推進 

・さらに、「災害危険度判定調査⇒防災都市づくり計画」により、津波避難できる環境づくりを推進（避難に係る課題を地区ご

とに洗い出し、優先順位をつけたうえで、対策推進。建物の耐震化、狭隘道路の解消等） 
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■ 「災害危険度判定調査⇒防災都市づくり計画」により、津波避難できる環境づくりを推進 

 

（１）災害リスクの洗い出しイメージ（老朽建築物の分布⇒建物倒壊）   （３）災害危険度判定調査のイメージ（エリアごとの道路閉塞危険度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）災害リスクの洗い出しイメージ（木造建築物の分布⇒延焼）      （４）地区ごとの対策カルテのイメージ 
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３．洪水リスクがあるエリアについて 

 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めることとする。 

・ 各河川で想定される浸水想定区域は極めて広範で、既に多くの居住や都市機能が分布。災害リスクはあるものの、まちの成り立ちを踏

まえ、これからのまちづくりにおいても欠かすことができないエリア。 

・ このため、浸水が想定される区域も居住誘導区域に含め、堤防や放水路整備等のハード整備や避難体制強化等のソフト施策を重点的に

行い、災害リスクを低減。 

＊ 堤防や放水路は 1/1,000規模の降雨を想定した整備ではないものの、避難時間をより多く確保、被災範囲の軽減等を見込む。 

 

（２）検討材料 

 
狩野川 

浸水想定区域 

新中川 

浸水想定区域 

高橋川・沼川 

浸水想定区域 

都市計画運用指針等に 

おける位置付け 
・区域の災害リスク、警戒避難体制、防災・減災施設の整備状況・見込み等から判断する区域 

区域指定の趣旨 ・想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 

規制 等 ・要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施 

市街化区域に含まれる地域 ・大岡、三枚橋、吉田町、下河原町 等 ・東間門 等 ・原新田、原西町、大塚、今沢 等 

市街化区域に含まれる面積 
【国土数値情報では…】432.5ha 

【H28狩野川水系洪水浸水想定では…】605.7ha 
204.4ha 240.1ha 

人口密度（100ｍメッシュ） ・沼津港周辺を除き、概ね 40人/ha以上 
・西・東間門周辺は概ね 40人/ha以上、 

・片浜工業団地周辺は概ね 10人/ha以下 
・原新田の工業団地を除き、概ね 40人/ha以上 

都市機能の立地状況 

【国土数値情報では…】 

・公共施設 13（県市行政施設、小学校、地区セン

ター等） ・子育て施設 ７ ・医療施設 17 

・福祉施設 15 ・商業施設 25 ・金融施設 17 

【H28狩野川水系洪水浸水想定では…】 

・公共施設 13（県市行政施設、小学校、地区セン

ター等） ・子育て施設 12 ・医療施設 24 

・福祉施設 20 ・商業施設 28 ・金融施設 25 

・公共施設 ２（中学校、資料館） 

・子育て施設 １  ・医療施設 １ 

・福祉施設 ８  ・商業施設 ４ 

・金融施設 ４ 

・公共施設 18（小学校、地区センター等） 

・子育て施設 ３  ・医療施設 ３ 

・福祉施設 ６  ・商業施設 14 

・金融施設 ５ 

都市マスにおける位置付け 水害を受けにくい市街地の形成 

対策 

【現在の対策状況】 

○狩野川水系河川整備計画に基づくﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ対策 

・堤防整備（1/50規模対応、将来的には 1/100） 

・調整池の整備による流出量抑制 

・ハザードマップによる情報の周知 

・避難場所の指定等による避難体制の整備 

 

【今後の対策】 

○1/1,000規模対応のハザードマップ作成・配布 

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成と避難訓練

実施 

【現在の対策状況】 

○新中川水系河川整備基本方針に基づくﾊｰﾄﾞｿﾌﾄ対策  

・河川の改修 

・土地利用規制による流出量抑制・保水機能維持 

・ハザードマップによる情報の周知 

・避難場所の指定等による避難体制の整備 

 

【今後の対策】 

○1/1,000規模対応のハザードマップ作成・配布 

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成と避難訓練

実施 

 

【現在の対策状況】 

○沼川・高橋川流域における 100mm/h安心プラン（沼

川河川整備計画）に基づくﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ対策 

・沼川新放水路の設置（1/10規模対応） 

・都市下水路改修や河道拡幅 

・洪水調整施設の検討 

・想定を超える豪雨に対し、防災情報の提供等 

○沼川（高橋川）流域豪雨災害対策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに基づ

くﾊｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ対策の継続実施 

【今後の対策】 

○1/1,000規模対応のハザードマップ作成・配布 

○要配慮者利用施設の避難確保計画作成と避難訓練実施  

 

 

■ 浸水想定区域における都市機能の分布・状況図 

■ 沼川 洪水浸水想定区域（最大規模） 
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（３）対策状況 

■狩野川水系河川整備計画 （中部地方整備局 H28.12） 

○堤防整備 

・ 目標流量を安全に流下させるため、高さや幅が不足する堤防を整備 

・ 堤防の浸透対策 

・ 低水護岸や高水護岸を保護する必要がある場所の整備 

○河道掘削等 

・ 必要な河道断面積が確保されていない箇所の河道掘削や樹木伐採 

○横断工作物の改築等 

・ 洪水流下の支障となっている橋梁の改築（黄瀬川大橋） 

○内水対策 

・ 家屋浸水被害を防止するため、河道整備や排水ポンプ整備等 

・ 流出抑制、河川情報の提供等 

○その他、地震・津波対策や施設の能力を上回る洪水等への対策等 

 

 

 

 

堤防整備 

低水護岸整備 

堤防整備 

堤防整備 

低水護岸整備 

低水護岸整備 浸透対策 

今後整備する箇所 （出典：狩野川水系河川整備計画附図（H28変更版）） 
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■新中川水系河川整備方針 （静岡県 H28.4） 

○洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止または軽減について 

・ 目標流量を安全に流下させることのできる治水施設の整備を目指す 

・ 高潮被害を防除・軽減するための対策を実施 

・ 流域内の市街地で発生している内水被害の軽減対策を推進 

・ 地域住民や関係機関と連携し、雨水流出抑制対策の推進や土地利用の適正化を推進 

・ 河川水位等の防災情報の提供や洪水ハザードマップの有効活用等による総合的な被害軽減対策推進 

・ Ｌ１津波に対する堤防等の嵩上げ、耐震・液状化対策による津波災害の防御 

・ Ｌ２津波に対する土地利用、避難施設、防災施設などを組み合わせた津波防災地域づくり等と一体

となった減災を目指す 等 

■沼川・高橋川流域における 100mm/ｈ安心プラン（静岡県・沼津市 H30.1） 
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■洪水ハザードマップ 
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Ⅱ 地域地区の指定及び土地利用の状況等により 

居住誘導区域設定を検討するエリア     
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１．工業専用地域 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めないこととする。 

・ 建築基準法において、住宅は建てられない用途地域 

・ 都市マスにおいても、工業系に特化した土地利用を進めることを位置付けている。 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 含めることについては、慎重に判断を行うことが望ましい区域 

区域指定の趣旨 工場に特化した土地利用を誘導し、住宅や店舗等の混在を排除する区域（県：用途地域指定の手引き） 

規制 等 建築基準法により、住宅や店舗・事務所、教育施設、病院、福祉施設等の建築が制限 

市街化区域に含まれる地域 宮本、原新田、東間門 等 

市街化区域に含まれる面積 155.4ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 0人/ha 

都市機能の立地状況 なし 

都市マスにおける位置付け 

・既存企業の移転・集団化や新規産業の立地促進を図るため、片浜工業地域の基盤整備を進めるとともに、IC周辺等に

おいて、先端産業の工場や研究開発施設等の立地誘導 

・広域道路網が結節するIC周辺等や駿河湾環状線の整備が予定される西部地域は、立地特性を活かした物流機能誘導 

 

■ 工業専用地域における都市機能の分布・状況図 

 

 

 

 

 

２．工業地域（大岡駅周辺） 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めることとする。 

・ 都市マスの位置付けを踏まえ、地区内の大規模な工場等の土地利用転換が図られる際に、ヒト・モノ・コト

を引き込む都市機能導入を検討していく 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 特になし 

区域指定の趣旨 原則、工場に特化した土地利用を誘導する区域とされる（県：用途地域指定の手引き） 

規制 等 建築基準法に基づき、教育施設や病院の建築が制限される 

市街化区域に含まれる地域 大岡駅前町、大岡高田等 

市街化区域に含まれる面積 40.1ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 区域の大半が10人/ha以下 

都市機能の立地状況 医療施設 １ 

都市マスにおける位置付け 
・地域交流拠点として位置付け 

・地域内の大規模な工場等の土地利用転換が図られる際には適切な機能を誘導 

 

■ 工業地域（大岡駅周辺）における都市機能の分布・状況図 
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３．工業地域（片浜） 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めることとする。 

・ 現状の土地利用として、住工が混在。工業地域であるものの、東椎路地区への大規模商業施設の立地により、

更に住宅建設が進むことも想定される。 

・ このため、今後、宅地や工業地の需要や動向を踏まえたうえで、住工が共生できる方策を検討する。 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 特になし 

区域指定の趣旨 原則、工場に特化した土地利用を誘導する区域とされる（県：用途地域指定の手引き） 

規制 等 建築基準法に基づき、教育施設や病院の建築が制限される 

市街化区域に含まれる地域 東椎路、西沢田、西間門、小諏訪、大諏訪、松長 

市街化区域に含まれる面積 167.6ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 概ね40人/ha以下、さらにそのうち約半分は10人/ha以下 

都市機能の立地状況 ・子育て施設 ２  ・医療施設 １  ・福祉施設 ３ ・商業施設 ７  ・金融施設 ２ 

都市マスにおける位置付け 無秩序な宅地化を制限し、計画的に誘導することを検討 

今後の検討方針等 
・近年の宅地及び工業地の需要や動向を踏まえたうえで、関係部局が当該地区の土地利用の戦略を検討 

・そのうえで、必要に応じ、地区計画等を導入し、住工が調和したまちづくりを検討 

 

■ 工業地域（片浜）における都市機能の分布・状況図 

 

 

 

 

 

４．工業地域（足高・鉄工団地） 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めないこととする。 

・ 現状、工業に特化した土地利用が進んでいる。 

・ 都市マスにおいても、今後も交通利便性の高い立地特性を活かし、工業系土地利用を図るとしている。 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 特になし 

区域指定の趣旨 原則、工場に特化した土地利用を誘導する区域とされる（県：用途地域指定の手引き） 

規制 等 建築基準法に基づき、教育施設や病院の建築が制限される 

市街化区域に含まれる地域 足高 

市街化区域に含まれる面積 32.7ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 区域の大半が10人/ha以下 

都市機能の立地状況 なし 

都市マスにおける位置付け 東名・新東名IC周辺に位置する交通利便性の高い立地特性を活かし、本市の新たな発展を牽引する都市的土地利用を検討 

 

■ 工業地域（足高・鉄工団地）における都市機能の分布・状況図 
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５．工業地域（大岡の飛地等） 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めないこととする。 

・ 現状、工業に特化した土地利用が進んでいる。 

・ 都市マスにおいても、今後も地域経済を支える産業地として、工業系土地利用を図るとしている。 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 特になし 

区域指定の趣旨 原則、工場に特化した土地利用を誘導する区域とされる（県：用途地域指定の手引き） 

規制 等 建築基準法に基づき、教育施設や病院の建築が制限される 

市街化区域に含まれる地域 大岡 

市街化区域に含まれる面積 5.7ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 0人/ha（区域のほぼ全てが工業的土地利用） 

都市機能の立地状況 なし 

都市マスにおける位置付け 地域経済を支えるとともに就業の場を提供する主要な産業地として、今後も工業用地を確保 

 

■ 工業地域（大岡の飛地等）における都市機能の分布・状況図 

 

 

 

６．飛地の市街化区域（第２種中高層住居専用地域） 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めないこととする。 

・ 飛び市街地であり、生活利便施設もない。 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を設定することが必要 （立地適正化計画の作成に係るQ&A） 

区域指定の趣旨 
中高層を含む住宅地で、住民の日常生活の利便から中規模な店舗及び事務所等の立地を許容する区域とされる（県：用途

地域指定の手引き） 

規制 等 建築基準法により、大規模な店舗や事務所、工場等の建築が制限される 

市街化区域に含まれる地域 宮本、足高 

市街化区域に含まれる面積 54.9ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 区域の大半が10人/ha以下 

都市機能の立地状況 なし 

都市マスにおける位置付け 県が進める内陸のフロンティアを拓く取組において、「多様な価値を内包した居住空間づくり推進区域」と位置付け 

 

■ 飛地の市街化区域（第２種中高層住居専用地域）における都市機能の分布・状況図 
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７．臨港地区 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めないこととする。 

・ 県の条例により住宅が建てられないため、居住を誘導する区域にふさわしくない。 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 特になし 

区域指定の趣旨 
港湾を管理運営するため定める地区で、分区条例等港湾法に基づき必要な土地利用規制が課せられる 

（都市計画運用指針） 

規制 等 県の条例により、住宅建築を制限 

市街化区域に含まれる地域 千本 

市街化区域に含まれる面積 20.3ha (商港区11.8ha、保安港区0.9ha) 

人口密度（100ｍメッシュ） 0人/ha 

都市機能の立地状況 商業施設 １ 

都市マスにおける位置付け 

・観光交流拠点として位置付け、 

・港湾、水産業、商業機能を強化し、沼津港の魅力を活かした観光まちづくりや、にぎわいづくり 

・周辺住民や働く人、訪れる観光客が、安心して地域の魅力を享受できるよう、津波対策を中心とした防災まちづくり

を推進 等 

■ 臨港地区における都市機能の分布・状況図 

 

 

 

８．地区計画で建築が制限される地区 

（１）居住誘導区域設定に係る基本的考え方 

○ 以下から、居住誘導区域に含めることとする。 

・ 地区計画区域の一部では、戸建て住宅の建築を制限しているものの、広域幹線道路網からヒト・モノ・コト

を受け止める東椎路地区は、都市機能及び居住の誘導を考えた上で欠かせないエリアであり、都市機能誘導区

域及び居住誘導区域に設定する。 

 

（２）検討材料 

都市計画運用指針等における位置付け 含めることについては、慎重に判断を行うことが望ましい区域 

区域指定の趣旨 
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわし

い態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画 

規制 等 

・医療福祉地区では、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除き、住宅

建築を制限 

・物流業務地区では、共同住宅以外の住宅建築を制限 

市街化区域に含まれる地域 東椎路、西沢田 

市街化区域に含まれる面積 （東椎路地区計画 30.3haのうち）  ・医療福祉地区 4.5ha   ・物流業務地区 9.8ha 

人口密度（100ｍメッシュ） 0人/ha 

都市機能の立地状況 ・子育て施設 １   ・医療施設 ２   ・福祉施設 ２ 

都市マスにおける位置付け 商業、医療・福祉、物流の複合拠点としてまちづくりの推進 

 

■地区計画で建築が制限される地区における都市機能の分布・状況図 

 

 

 


