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Ⅱ 緑の現況 

１．伊豆の国市の概況 

（１）位置 

本市は、伊豆半島の北部、田方平野のほぼ中央に位置する、東西 13.5 ㎞、南北 10.4 ㎞、総面積

9,462ha の概ね長方形の都市です。 

静岡県東部の中心地である沼津市や三島市に近く、交通の利便性に恵まれています。東京から

は 100 ㎞圏内にあり、東海道新幹線や東名高速道路を利用して１時間半程度の位置にあります。 

 

■ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）気象 

本市の気候は、太平洋を流れる黒潮（暖流）の影響で、年間を通じて比較的温暖です。夏は太

平洋からの季節風の影響で雨が多く、冬は日本海からの季節風が山地や山脈で遮られるため晴れの

日が多くなっています。 

平成 27 年の気象データによると、年間平均気温は約 16.6℃、月別平均気温は年間を通じ０℃を

下回ることはありません。年間降水量は 2,278.5mm で、この年の県内各地点平均の年間降水量

2,473.3mm と比べ、やや少なかったです。この年は９月に最も雨が多く、降雨量 503.5mm でした。 

 

■ 平成 27年三島周辺気象 （出典：気象庁気象統計情報） 
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（３）人口・世帯 

平成 22 年国勢調査によると、本市の人口は 49,269 人で、このうち市街化区域内人口は 28,278

人、市街化調整区域人口は 20,991 人となっています 

人口の推移をみると、平成 7 年に 50,328 人でピークを迎え、その後、逓減傾向にあります。そ

の内訳をみると、市街化区域内人口は昭和 51 年の区域区分設定以降、継続して増加していますが、

市街化調整区域人口は平成 7 年以降、減少しています。 

また、年齢区分別人口は、少子高齢化が進み、平成 22 年における 65 歳以上の老年人口は

25.9％です。同年の全国平均 23.1％と比べ、老年人口割合が高くなっています。 

世帯数は、年々増加傾向にあるものの、世帯の小規模化により、世帯人員の減少がみられます。 

 

■ 人口の推移 （出典：国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

■ 年齢区分別人口の推移 （出典：国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

■ 世帯数及び世帯人員の推移 （出典：国勢調査） 
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（４）地形及び水系 

本市の地形をみると、市域中央を南北に狩野川が流れ、その周辺の標高 50ｍ未満の低地（平野

部）に、市街地と農地が広がっています。 

狩野川は、豊富な水量と清流に恵まれ、周囲にはジョギング・サイクリングコースや水辺の楽

校、堤外地公園等が整備され、市民や観光客などの憩いの場として利用されています。 

平野部より東方、西方に進むにつれ標高は高くなり、市東部では箱根山系から天城山系に続く

標高 300～700ｍの一帯に別荘地が点在し、さらに東の熱海市との境界付近には緑の丘陵地が位置

しています。 

また、市西部では、ハイキングコースのある葛城山（標高 452ｍ）や城山（標高 342ｍ）が本

市の景観ポイントとなっており、富士山や狩野川が眺望できる絶景の場所となっています。 

 

 

■ 地形及び水系図 （出典：都市計画基礎調査等） 
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（５）土地利用 

本市は、全域（9,462.0ha）が都市計画区域に指定されており、うち市街化区域は 594.3ha です。 

市全域では、農地や山林等の自然的土地利用が多く、全体の 77.4％を占めています。 

一方、市街化区域内では都市的土地利用（宅地、道路・鉄道、公園・緑地）が多く、全体の

85.9％を占めています。 

 

■ 土地利用現況 （参考：都市計画基礎調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 土地利用現況図 （参考：都市計画基礎調査） 

 

＊上段は ha、下段は合計に対する割合 

 

 

＊１：上記の「宅地」は、都市計画基礎調査の住宅地、商業地、

工業地、公益施設用地、農林漁業施設用地、その他空地を

割り当て 

＊２：市街化調整区域の「宅地」の多くは、ゴルフ場 

 

 

宅地

住宅 商業 工業 その他宅地
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市街化調整区域 1,296.2 5,230.8 118.3 599.1 387.9 477.8 71.4 201.2 422.6 62.5 8,867.7

(14.6%) (59.0%) (1.3%) (6.8%) (4.4%) (5.4%) (0.8%) (2.3%) (4.8%) (0.7%) (100.0%)
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（６）観光の動向 

① 観光客の推移 

観光交流客数は、平成 18 年度以降減少傾向にありましたが、平成 27 年度は韮山反射炉の世

界文化遺産登録により増加し、2,847 千人となっています。 

 

■ 観光交流客数（宿泊客数＋観光レクリエーション客数）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 交通基盤整備による観光動向への期待と懸念 

東駿河湾環状道路と伊豆中央道の接続（H26.2）や圏央道開通（H26.6）により、伊豆半島へ

のアクセス性が向上することで、観光客数や滞在時間の増加が期待される一方、宿泊客や立ち寄

り客の減少が懸念されています。 

滞在のきっかけや滞在期間の延長につながる市内の環境資源の魅力を高め、整備された交通

基盤の優位性を活かして、誘客へと結びつける取り組みが求められています。 

 

③ 韮山反射炉世界文化遺産登録の効果 

平成 27 年７月、韮山反射炉が明治日本の産業革命遺産として、世界文化遺産登録されました。

このことにより、平成 27 年度における韮山反射炉の来場者数は、726,114 人となり、前年度

107,159 人から約 6.8 倍と大幅に増加しました。 

その一方、市内の他の歴史文化施設及び観光施設等における来場者数は、同年度比 5％減、宿

泊者数は、1.6％増にとどまり、韮山反射炉の来場者数の大幅な増加が市内の他施設への誘客に

つながっておりません。 

今後は、地域資源の活用という観点から、さらなる市内への他施設への誘客及び宿泊に結び

付ける取り組みが求められています。 

 

以上参考：伊豆の国市観光基本計画、広報伊豆の国 
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２．上位計画 

（１）第２次伊豆の国市総合計画（平成 29 年 3 月） 

○計画期間：平成 29 年度～平成 37 年度 

○将来像 ：「ほんわり湯の国、美（うま）し国、歴史文化薫る国、未来を拓く伊豆の国」 

・「ほんわり湯の国」には、市民そして来訪者、みんながほっとする（ほんわりする）有意

義な時間と景色があります。 

・「美（うま）し国」には、美しい自然に恵まれたまちなみがあり、こころあったかで、や

さしい人々が、笑顔いっぱいでいきいきと暮らしています。 

・「歴史文化薫る国」には、さまざまな歴史・文化遺産が時代を超えて重層的に蓄積してお

り、これを土台に未来に向けた文化・芸術活動が展開しています。 

・「未来を拓く伊豆の国」には、歴史を学ぶ真摯な心と、次代を拓く探究心があふれています。 

○土地利用の基本方針： 

①安全で安心な土地利用 

②公共の福祉を優先し、地域の活力と利便性を高める土地利用 

③豊かな自然環境と共生し、地域資源を生かした土地利用 

④市民や民間の参画と連携による計画的な土地利用 

＜土地利用構想図＞ 
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（２）伊豆の国市都市計画マスタープラン （平成 23 年３月） 

○計画期間：平成 22 年度～平成 41 年度 

○基本理念：「自然や歴史と共生する活力ある健康都市“伊豆の国”」 

○緑に関わる基本方針・関連施策： 

・ 本市のかけがえのない財産である自然は、市民に潤いをもたらすだけでなく、生涯学習、

健康づくりに生かされる場として重要な役割を担っています。そこで、恵み豊かな自然を

守り引き継いでいくため、地域が一体となって生活環境や自然環境の保全に取り組みます。 

・ 自然のうち、緑については、身近な緑環境を守り育てていくために、既存の公園・緑地

の適正な維持・管理を行っていくとともに、市街地等の緑地が少ない箇所への、新たな公

園・緑地を適切に配置します。 

・ 公園・緑地が持つ防災等の公益的機能を考慮した整備を図るとともに、誰もが快適に使

えるユニバーサルデザインに配慮した施設整備を進めます。 

 

 

＜都市環境計画図＞ 
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３．緑地・緑化の現況 

（１）緑地現況調査 

① 都市公園 

市内には、都市公園が 30 箇所、面積にして約 59.1ha あります（未開設を入れると 31 箇所）。

その大半は市街化調整区域に分布しますが、市街化区域に隣接する都市公園も多く、周辺市街地

の住民や観光客等に利用されています。 

近隣公園や地区公園などの比較的規模の大きい公園の多くは、市内の河川の根幹となる狩野

川沿いに位置しています。 

なお、都市公園のうち、都市計画決定されている公園は６公園で、平成 27 年３月時点の開設

率は約 56％となっています。 

 

 

■ 公園種類別の都市公園 

Ａ．湯らっくす公園（街区公園） 

 

Ｂ．狩野川さくら公園（近隣公園） 

 

C．狩野川ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ（地区公園） 

 

Ｄ．市民の森浮橋（総合公園） 

 

Ｅ．韮山運動公園（運動公園） 

 

Ｆ．守山西公園（風致公園） 
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街-1 湯らっくす公園 0.35

街-2 大堤池親水公園 0.76

街-3 千代田団地公園 0.52

街-4 山木グリーン公園 0.38

街-5 時代劇場公園 0.27

街-6 蛭ヶ島公園 0.42

街-7 広瀬公園 0.86 全面開設 S54.3.24

街-8 田京仲丸公園 0.08

街-9 守木川野公園 0.18

街-10 大仁青木公園 0.07

街-11 大仁淵端公園 0.35

街-12 鍋沢ふれあい公園 0.40

街-13 小坂清水池親水公園 0.64

街-14 古奈湯元公園 0.19

街-15 浮橋ふれあいの泉公園 0.41

街-16 反射炉自然公園 0.35

街-17 守木竪町公園 0.03

街-18 江間公園 0.78

街-19 中島公園 0.61

街-20 最明寺公園 未開設 S27.3.31

1.93 5.72

近-1 墹之上堤外地公園 1.34

近-2 千歳橋堤外地公園 1.32

近-3 狩野川さくら公園 1.70

0.00 4.36

地-1 狩野川リバーサイドパーク（天野公園） 4.11 一部開設 S45.2.27

地-2 城池親水公園 2.04

0.00 6.15

総-1 源氏山公園（伊豆長岡公園） 2.86 一部開設 S27.3.31

総-2 さつきヶ丘公園 11.47 全面開設 S53.1.20

総-3 市民の森浮橋 15.20

2.86 26.67

運動公園 運-1 韮山運動公園 6.72

0.00 6.72

特殊（風致公園） 特-1 守山西公園 4.13 一部開設 H14.12.25

特殊（歴史公園） 特-2 女塚史跡公園 0.55

0.00 4.68

4.79 54.30都市公園（31箇所）　総計

地区公園

地区公園（２箇所）　計

総合公園

総合公園（３箇所）　計

運動公園（１箇所）　計

特殊公園（２箇所）　計

近隣公園（３箇所）　計

街区公園

街区公園（20箇所）　計

近隣公園

市街化区域内
都市計画

決定年月日

種別 NO 名称

平成27年度
現況 緑地面積（ha）

市街化調整区域内

都市計画決定
公園概況

開設状況

■ 都市公園一覧 

 

  

＊    は、都市計画決定されている公園 
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② 公共施設緑地等 

市内には、都市公園以外の公園・緑地、及び公共施設緑地が 53 箇所、面積にして約 15.9ha

あります。 

公共公益施設及び公民館に隣接する公園・緑地が多く、なかには、長岡総合会館の姫の足湯

など、気軽に立ち寄れ、癒しや憩いの場として利用されている緑地もあります。 

施設の分布をみると、市街化区域と市街化調整区域に概ね２：３程度の割合で分布していま

す。 

 

■ 公共施設緑地等 

Ａ．神島グラウンド 

 

 Ｂ．韮山農村環境改善センター 

 

   

Ｃ．長岡総合会館 

 

 D．韮山福祉・保健センター 
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■ 公共施設緑地等一覧 

   

  

公-42 市民グラウンド 0.80

公-43 長岡総合会館 0.17

公-44 市営ゲートボール場 0.12

公-45 生涯学習センター 0.28

公-46 韮山福祉・保健センター 0.14

公-47
韮山農村環境改善センター広
場

0.01

公-48 伊豆高等職業訓練校前広場 0.03

公-49 韮山文化センター 0.55

公-50 市営テニスコート 0.13

公-51 台グラウンド 0.35

公-52 大仁駅前 0.01

公-53
大仁市民会館前ふれあい広
場

0.16

公共施設緑地（53箇所）　総計 1.24 14.66

NO 名称

平成27年度
現況 緑地面積

（ha）

市街化

区域内

市街化調整

区域内

公-1 大山公園 0.08

公-2 Ｒ136ＢＰ高架下公園 0.02

公-3 公民館広場公園 0.15

公-4 庵寺公園 0.05

公-5 多福遊園地 0.13 0.02

公-6 公民館広場 0.12

公-7 立花調整池下公園 0.04

公-8 公民館広場 0.05

公-9 蔵之上公園 0.03

公-10 長岡諏訪松分譲地内調整池 0.03

公-11 長瀬ダム下広場 0.30

公-12 長瀬龍泉寺西側 0.01

公-13 古奈曙町公園 0.01

公-14 長崎公園 0.10

公-15 奈古谷公園 0.11

公-16 多田公園 0.14

公-17 多田新池公園 0.39

公-18 天満坂公園 0.10

公-19 金谷地区運動公園 0.27

公-20 南條公園（なかよし公園） 0.25

公-21 南條田中21組公園 0.01

公-22 内中コミュニティ広場 0.02

公-23 立花台26ブロック公園 0.20

公-24 立花台コミュニティ広場 0.05

公-25 徳永公園 0.05

公-26 松原公園 0.03

公-27 狩野川グリーン公園 0.19

公-28 反射炉歴史公園 0.31

公-29 エメラルドパーク 0.46

公-30 古奈子供遊園地 0.06

公-31 あやめ公園 0.42

公-32 神島グラウンド 1.26

公-33
ふるさとの川整備事業緑地
（神島・中島）

0.62

公-34 狩野川放水路グリーンベルト 1.60

公-35 江間川沿い遊歩道 0.32

公-36 守山中世史跡群 2.65

公-37 守山緑道 0.12

公-38 長岡椎木調整池 0.02

公-39 第二分団詰所調整池 0.03

公-40 テクノタウン入口調整池 0.99

公-41 スポーツワールド調整池 1.34

NO 名称

平成27年度
現況 緑地面積

（ha）

市街化

区域内

市街化調整

区域内
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③ 民間施設緑地 

市内には、民間施設緑地が 152 箇所、面積にして約 43.3ha あります。 

内訳をみると、最も多いのは寺社境内地です。多くの神社は社叢林を有しており、市街地の

貴重な緑を担っています。 

また、民間による住宅地開発の際に整備された公園・緑地も多くみられ、近隣住民の憩いの

場として利用されています。 

 

■ 民間施設緑地 

Ａ．八坂神社 

 

 Ｂ．広瀬神社 

 

   

Ｃ．星和団地公園 

 

 D．賀茂川神社 
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■ 民間施設緑地一覧 

   

  

民-1 千代田コミュニティー広場 0.11

民-2 宝積寺 0.44

民-3 正漣寺 0.22

民-4 東漸寺 0.12

民-5 北條寺 0.46

民-6 薬師堂 0.05

民-7 福寿院 0.13

民-8 本円寺 0.24

民-9 宗徳寺 1.01

民-10 長岡教会 0.08

民-11 曽源寺 0.01

民-12 大仙寺 0.22

民-13 東昌寺 0.22

民-14 最明寺 0.10

民-15 西琳寺 0.19

民-16 陽進寺 0.31

民-17 長温寺 0.08

民-18 豆塚神社 0.08

民-19 熊野神社 0.11

民-20 聖神社 0.04

民-21 大国主神社 0.07

民-22 八幡神社 0.18

民-23 熊野神社 0.08

民-24 小坂神社 0.03

民-25 八幡神社 0.06

民-26 若宮神社 0.06

民-27 日枝神社 0.03

民-28 駒形神社 0.09

民-29 熊野神社 0.02

民-30 荒木神社 0.10

民-31 光照寺広場 0.20

民-32 若宮神社 0.03

民-33 長源寺 0.79

民-34 昌渓院 0.71

民-35 妙正寺 0.49

民-36 長楽寺 0.19

民-37 信光寺 0.39

民-38 真珠院 0.57

民-39 願成就院 0.78

民-40 成福寺 0.48

民-41 本立寺 1.40

民-42 浄念寺 0.16

民-43 香山寺 0.27

民-44 不動明王奥之院 0.05

民-45 旗上不動明王 0.07

平成27年度
現況 緑地面積

（ha）名称No

市街化調整

区域内

市街化

区域内

民-46 蓮華寺 0.17

民-47 漣長寺 0.24

民-48 長徳寺 0.47

民-49 花尊院 0.09

民-50 実相寺 0.20

民-51 成願寺 0.39

民-52 竹慶院 0.04

民-53 実成寺 0.28

民-54 隣光院 0.30

民-55 慈光院 0.81

民-56 高岩院 0.06

民-57 徳隣院 0.79

民-58 竜泉院 0.26

民-59 長昌院 0.30

民-60 松月院 0.44

民-61 賀茂川神社 0.21

民-62 金比羅神社 0.02

民-63 荒神社 0.06

民-64 意利日神社 0.10

民-65 若宮八幡神社 0.06

民-66 御嶽神社 0.06

民-67 皇大神社 0.13

民-68 八幡神社 0.02

民-69 八坂神社 0.14

民-70 愛宕神社 0.04

民-71 長崎神社 0.11

民-72 熊野神社 0.13

民-73 青野稲荷 0.04

民-74 高原山神社 0.13

民-75 芙蓉公園 0.16

民-76 西緑が丘公園 0.39

民-77 中霧が丘公園 1.03

民-78 中緑が丘公園 0.52

民-79 緑が丘公園 0.25

民-80 東緑が丘公園 0.31

民-81 プラザ公園 0.27

民-82 しいたけ公園 0.07

民-83 西思い出が丘公園 0.15

民-84 日本庭園ベビーゴルフ場 0.31

民-85 フィッシングパーク 0.25

民-86 立花台自然公園 0.19

民-87 立花台第１緑地 0.64

民-88 立花台第２緑地 0.34

民-89 立花台第３緑地 0.13

民-90 立花台第４緑地 0.15

市街化

区域内

市街化調整

区域内

No 名称

平成27年度
現況 緑地面積

（ha）
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民-91 立花台第５緑地 0.19

民-92 立花台第６緑地 0.04

民-93 野グロ池公園 0.88

民-94 野グロ渓流緑地 0.51

民-95 富士見小公園 0.07

民-96 阿原公園 0.13

民-97 小松ヶ原別荘地児童遊園 0.19

民-98 慶寿院 0.34

民-99 長伝院 0.31

民-100 随応寺 0.17

民-101 随昌寺 1.14

民-102 蓮光寺 0.13

民-103 蔵春院 0.82

民-104 澄楽寺 0.17

民-105 龍源院 1.97

民-106 福厳院 0.11

民-107 蓮池観音 0.03

民-108 西光寺 0.21

民-109 常雲寺 0.41

民-110 龍源寺 0.15

民-111 洞泉院 0.14

民-112 唱題寺 0.05

民-113 功信寺 0.05

民-114 泉正院 0.43

民-115 永明寺 0.04

民-116 本導寺 0.54

民-117 慈眼寺 0.12

民-118 浅間神社 0.16

民-119 白幡神社 0.04

民-120 第六天神社 0.02

民-121 金山神社 0.06

民-122 御門塞神社 0.02

民-123 穴不動尊 0.03

民-124 二宮神社 0.04

民-125 広瀬神社 1.57

民-126 子之神神社 0.01

民-127 熊野神社 0.56

民-128 御嶽神社 0.03

民-129 日吉神社 0.03

民-130 吉田神社 0.01

民-131 大仁神社 0.05

民-132 稲荷神社 0.12

民-133 神益麻志神社 0.14

民-134 高塚山神社 0.02

民-135 村杜子神社 0.11

市街化

区域内

市街化調整

区域内

No 名称

平成27年度
現況 緑地面積

（ha）

民-136 賀茂神社 0.18

民-137 子之神神社（浮橋） 0.07

民-138 子ノ神社（田原野） 0.17

民-139 三島神社 1.30

民-140 葛城神社 0.39

民-141 浮島神社 0.17

民-142 宗光寺コミュニティ広場 0.80

民-143 つつじヶ丘公園 0.19

民-144 大仁梅林公園 2.50

民-145 宗光寺自然公園 1.66

民-146 長岡総合会館東側緑地 0.02

民-147
皆澤橋北側緑地（長岡川沿
い）

0.01

民-148 大黒堂 0.03

民-149 白石の石棺周辺緑地 0.06

民-150 長岡市民農園 0.14

民-151 韮山ふれあい農園 0.16

民-152 大仁ふるさと農園 0.33

民間施設緑地（152箇所）　総計 11.48 31.83

No 名称

平成27年度
現況 緑地面積

（ha）

市街化

区域内

市街化調整

区域内
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④ 地域制緑地 

本市において、法や条例等により位置付けされた地域制緑地は、約 6,153ha あります。 

その大半は、本市の市街地を取り囲む東西の丘陵地や山間地の森林で、保安林や地域森林計

画対象民有林として指定されています。 

また、市街地と森林の間の農地の多くは、農業振興地域農用地区域内農地として指定されて

います。 

河川については、河川法により指定されています。 

これらの法に位置付けられた森林、農地、河川などが一体となって、本市特有の景観を生み

出しています。 

 

■ 地域制緑地 

Ａ．風致地区（源氏山公園） 

 

Ｂ．農振農用地区域（江間地区） 

 

Ｃ．河川区域（狩野川） 

 

 

 

■ 地域制緑地一覧 （出典：都市計画基礎調査、旧３町緑の基本計画） 

 市街化区域 都市計画区域 備考 

法
に
よ
る
も
の 

風致地区 29.2 ha ―  弥勒山風致地区 

国立公園（特別地区） ―  551.0 ha  

地域森林計画対象民有林 ―  4,948.1 ha  

保安林 2.1 ha 578.2 ha  

農業振興地域農用地区域 ―  826.1 ha  

河川区域 ―  444.0 ha  

計 31.3 ha 7,347.4 ha  

条例によるもの ―  147.1 ha 韮山町水道水源保護に関する条例 

地域制緑地間の重複 2.1 ha 1,341.7 ha 水道水源管理・保護区域等 

合 計 29.2 ha 6,152.8 ha  
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⑤ 緑地総量 

施設緑地(都市公園、公共施設緑地等、民間施設緑地)と地域制緑地を合わせた本市の緑地総量

は、約 6,239ha です。 

■ 伊豆の国市緑地現況一覧表（平成 27年４月１日現在） 
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（２）緑化の取り組み 

本市では、身近な公園・道路の緑化や河川の美化などの活動に、市民や市民団体等が日常的に

取り組んでいます。 

公園の緑化・美化に係る代表的な活動としては、源氏山周辺の旅館関係者等のボランティア団

体による「七福神プロジェクト」があり、源氏山やその周辺の花植えや草刈り等を行っています。

また、道路の緑化・美化に係る代表的な活動としては、県が主催する「しずおかアダプトロードプ

ログラム」に市内６団体が参加し、プランターや花壇を使った花植えや清掃等を行っています。 

市内の緑化活動には、市の花き緑化推進事業等により、草花の種子及び球根や、プランター、

肥料などの原材料を市民団体等に支給しています。 

平成 28 年には、花や緑を取り入れた生活の提案、花によるおもてなしの観光振興、花と緑にあ

ふれたまちづくりの推進を目的に、上記団体などが参画する「花咲く伊豆の国推進協議会」が設立

され、花のまちづくりによる官民一体のおもてなしに取り組んでいます。 

 

■ 公園・道路の緑化・美化に係る活動団体 

団体名 活動エリア 活動内容 

公
園 

七福神プロジェクト 源氏山及びその周辺 花植え、草刈り等の美化活動 

道
路
（
し
ず
お
か
ア
ダ
プ
ト
ロ
ー
ド
プ
ロ
グ
ラ
ム
） 

小坂緑化美化委員会 国道 414 号 
小坂公民館付近のプランターや大型タワ

ー式花壇の管理・清掃など 

小坂第一花の会 国道 414 号 小坂大門橋付近の花壇の管理・清掃など 

さくらの会 
国道 136 号、県道静浦港韮山停

車場線 

四日町交差点付近の緑地、花壇の管理・

清掃など 

特定非営利活動法人 

NPO サプライズ 

県道韮山伊豆長岡修善寺線、県道

古奈伊豆長岡停車場線 

伊豆長岡駅前の南條交差点から古奈交差

点を経由し、長岡交差点までの歩道の清

掃など 

伊豆の国市商工会女性部 国道 136 号 
南條反射炉入口交差点付近の花壇、大仁

市民会館前の花壇の管理・清掃など 

土屋建設株式会社 主要地方道伊東大仁線 
三福上バス停先の交差点から新深沢橋信

号までの歩道の清掃など 

そ
の
他 

花咲く伊豆の国推進協議会 市全域 
花壇づくりを通じた地域交流や、花や緑

に溢れたまちづくり 

＊しずおかアダプトロードプログラム参加団体は平成 27年７月時点 
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（３）公園・緑地を使った活動 

① 公園・緑地を使ったイベント 

本市では、年間を通じ、伝統・文化、自然観賞、スポーツ、にぎわいなど、様々なイベントが

行われています。これらのイベントの多くは、屋外の公園・緑地を舞台に行われ、毎年、多くの

市民が参加しています。 

また市内には、ハイキングが楽しめる葛城山・城山、散歩やサイクリングが楽しめる坦庵公思

索の道、頼朝・政子語らいの路など、屋外での活動を行える場所が多く位置付けられています。 

 

 

■ 公園・緑地を使ったイベントの様子 

Ａ．かわかんじょう 

・狩野川で行われる無形民俗文化財指定の行事 

・８月１日夕刻、松明を立てた筏が幻想的に流れる 

Ｂ．ライド＆ライド狩野川 

・天城山系の美しい緑、狩野川水系の豊かな水を巡る

サイクルライド 

  

Ｃ．大仁梅まつり 

・大仁梅林で、約 80 種 600 本の紅白の梅を観賞 

・境内を使ったステージの催しも楽しまれている 

Ｄ．韮山反射炉ホタル観賞の夕べ 

・韮山反射炉付近古川護岸で、天然自生のホタル観賞 

・ライトアップされた韮山反射炉も楽しめる 
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■ 平成 28年度 伊豆の国市観光イベントカレンダー （出典：市ホームページ） 

日 程 イベント名 会場等 

5 月 14 日～6 月 12 日 韮山反射炉ホタル観賞の夕べ 韮山反射炉付近・古川護岸 

7 月 2、3 日 源氏あやめ祭 アクシスかつらぎ他 

7 月 18 日 ありがとう！狩野川 狩野川さくら公園 

8 月 1 日 きにゃんね大仁夏祭り 大仁橋下流 

8 月 1 日 かわかんじょう 神島橋下流 

8 月 3 日 韮山狩野川まつり 2016 千歳橋付近 

8 月 4 日 伊豆長岡温泉戦国花火大会 千歳橋付近 

8 月 7 日 田中山すいか祭り 田中山公民館周辺 

9 月 24、25 日 ライド＆ライド狩野川 2016 中島公園・狩野川沿いｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ他 

10 月 2 日 温泉まんじゅう祭 アクシスかつらぎ 

10 月 2 日 長嶋茂雄ロード記念・野球講演会 あやめ会館 

10 月 9 日 長嶋茂雄ロード記念・少年野球教室 大仁中学校グラウンド 

10 月 15 日 第 12 回市民ふれあい広場 韮山福祉・保健センター 

10 月 16 日 韮山商工祭 2016 韮山時代劇場ひだまり広場 

10 月 30 日 産業振興祭 アピタ大仁店北側駐車場 

11 月 6 日 伊豆の国時代まつり 韮山時代劇場周辺 

11 月 13 日 消防フェスタ 韮山時代劇場 

11 月 19、20 日 韮山竹灯籠まつり 江川邸 

11 月 20 日 第 40 回伊豆長岡商工祭 伊豆の国市役所本庁駐車場 

11 月 23 日 シルバーまつり 韮山時代劇場ひだまり広場 

11 月 27 日 農業まつり グリーンプラザ 

12 月 4 日 浮橋そばの里まつり 浮橋公民館・広場 

12 月 11 日 韮山反射炉ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｾﾝﾀｰｵｰﾌﾟﾝ 韮山反射炉 

1 月 14 日 いちご祭り 韮山時代劇場 

1 月 21、22 日 パン祖のパンまつり 韮山時代劇場 

1 月中旬～3 月中旬 まゆ玉の里 ホテルサンバレー富士見 

1 月 29 日 鵺ばらい祭 湯らっくす公園 

2 月 19 日 おおひと梅まつり 大仁梅林 

2 月 25、26 日 伊豆あやめ座 ~華の宴~ 韮山時代劇場 



伊豆の国市緑の基本計画 
 

26 

② 公園施設の使用状況 

市の統計書をみると、市内の公園のうち、野球場、テニスコート等、スポーツのための施設が

整備されている公園は頻繁に使用されていることが読み取れます。韮山運動公園など照明施設が

ある公園は、夜間であっても、年間の半分弱、稼働しています。 

 

■ 公園施設の使用状況 （出典：伊豆の国市統計書 2016） 

 

 

 


