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第２節 社会的状況 

 

１ 土地利用の状況 

 

１．１ 土地利用の現況 

計画地及びその周囲の土地利用状況は、図4.2-1に示すとおり主に林地や原野であり、そ

の一部が運動施設やゴルフ場等に開発されている。富士吉田駅周辺や富士河口湖駅から河

口湖の南側にかけては村落が広がっている。 

計画地は、針葉樹林（天然林）に含まれている。 

 

１．２ 土地利用計画の状況 

都市計画法に基づく用途地域等の状況 

計画地及びその周囲における「都市計画法」（昭和43年法律第100号）に基づく都市計画

地及び用途地域の指定状況は、図4.2-2に示すとおりである。 

計画地は、準工業区域である。 
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図 4.2-1(1) 土地利用現況図 
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図 4.2-1(2) 土地利用現況図（凡例）  
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図

図 4.2-2 都市計画用途地域図 
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２ 交通の状況 

計画地及びその周囲における道路交通網等の状況は、図4.2-3に示すとおりである。 

鉄道は富士急行大月線が敷設されており、大月を経由して甲府や都心を結ぶ主要な交通

となっている。道路は中央自動車道が、計画地西側を通る東富士五湖道路に接続している。

また、富士山に向かって富士スバルラインと富士上吉田線が南下している。 
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図 4.2-3 交通網図 
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３ 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅

の配置の状況 

 

３．１ 学校教育施設 

計画地及びその周囲における学校教育施設の状況は、表4.2-1～表4.2-5及び図4.2-4に示

すとおりである。 

環境の保全についての配慮が特に必要な施設である小学校が10箇所、中学校が6箇所、高

等学校等が6箇所、大学・短期大学・専門学校が2箇所、幼稚園が5箇所存在する。このうち、

計画地に近い学校教育施設として、昭和大学がある。 

 

表 4.2-1 学校教育施設（小学校） 

№ 市町村 名称 所在地 

1 富士吉田市 富士吉田市立下吉田第一小学校 山梨県富士吉田市下吉田5222 

2 富士吉田市 富士吉田市立下吉田第二小学校 山梨県富士吉田市緑が丘2-8-2 

3 富士吉田市 富士吉田市立下吉田東小学校 山梨県富士吉田市下吉4844 

4 富士吉田市 富士吉田市立明見小学校 山梨県富士吉田市小明見2112 

5 富士吉田市 富士吉田市立吉田小学校 山梨県富士吉田市上吉田5-1-1 

6 富士吉田市 富士吉田市立吉田西小学校 山梨県富士吉田市新西原3-7-1 

7 富士河口湖町 富士河口湖町立船津小学校 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3737 

8 富士河口湖町 富士河口湖町立小立小学校 山梨県南都留郡富士河口湖町小立2446番地 

9 富士河口湖町 富士河口湖町立勝山小学校 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山1047 

10 富士河口湖町 富士河口湖町立大嵐小学校 山梨県南都留郡富士河口湖町大嵐559 

出典：「山梨県内の学校・学級・児童生徒数等」（山梨県教育委員会ホームページ） 

 
表 4.2-2 学校教育施設（中学校） 

№ 市町村 名称 所在地 

11 富士吉田市 富士吉田市立下吉田中学校 山梨県富士吉田市下吉田886 

12 富士吉田市 富士吉田市立明見中学校 山梨県富士吉田市小明見2327 

13 富士吉田市 富士吉田市立吉田中学校 山梨県富士吉田市下吉田1904 

14 富士河口湖町 富士河口湖町立勝山中学校 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山1047 

15 富士吉田市 富士学苑中学校 山梨県富士吉田市緑ケ丘1-1-1 

16 富士河口湖町 組合立河口湖南中学校 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1164 

出典：「山梨県内の学校・学級・児童生徒数等」（山梨県教育委員会ホームページ） 
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表 4.2-3 学校教育施設（高等学校等） 

№ 市町村 名称 所在地 

17 富士吉田市 吉田高等学校 富士吉田市下吉田2075-2 

18 富士吉田市 富士北稜高等学校 富士吉田市新西原1-23-1 

19 富士河口湖町 富士河口湖高等学校 富士河口湖町船津6663-1 

20 富士吉田市 ひばりが丘高等学校 富士吉田市上吉田3531 

21 富士吉田市 富士学苑高等学校 富士吉田市緑ヶ丘1-1-1 

22 富士河口湖町 ふじざくら支援学校 富士河口湖町船津6663-1 

出典：「山梨県内の学校・学級・児童生徒数等」（山梨県教育委員会ホームページ） 

 
表 4.2-4 学校教育施設（大学、短期大学、専門学校） 

№ 市町村 名称 所在地 

23 富士河口湖町 健康科学大学 山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187 

24 富士吉田市 昭和大学(富士吉田) 山梨県富士吉田市上吉田4562 

出典：山梨県教育委員会ホームページ 

 
表 4.2-5 学校教育施設（幼稚園） 

№ 市町村 名称 所在地 

25 富士吉田市 新倉幼稚園 山梨県富士吉田市新倉610 

26 富士吉田市 月江寺幼稚園 山梨県富士吉田市下吉田996 

27 富士吉田市 聖徳幼稚園 山梨県富士吉田市下吉田5775-3 

28 富士吉田市 小さき花幼稚園 山梨県富士吉田市上吉田3-5-7 

29 富士河口湖町 マリア国際幼稚園 山梨県南都留郡富士河口湖町小立5699-2 

注）帝京短大付属幼稚園は現在、休園中。 

出典：「山梨県内の学校・学級・児童生徒数等」（山梨県教育委員会ホームページ） 
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図 4.2-4 学校等の分布状況図 
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３．２ 病院、福祉施設等 

  計画地及びその周囲の病院及び福祉施設等は、表4.2-6～表4.2-8及び図4.2-5に示

すとおりであり、病院が3箇所、老人ホーム等が3箇所、保育所が11箇所存在する。

このうち、計画地に近い病院、福祉施設として、特別養護老人ホーム芙蓉荘、高齢

者向賃貸住宅ウェルライフヴィラ河口湖がある。 

 
表 4.2-6 病院及び福祉施設等（病院） 

No. 市町村 名称 所在地 

1 富士吉田市 富士吉田市立病院 山梨県富士吉田市上吉田6530 

2 
富 士 河 口 湖

町 
山梨赤十字病院 

山梨県南都留郡富士河口湖町船津

字剣丸尾6663-1 

3 富士吉田市 
富士北麓総合医療センター 

（富士吉田医師会臨床検査センター） 
山梨県富士吉田市緑ケ丘2-7-21 

出典：「県内の医療機関」（平成21年8月、山梨県福祉保健部医務課ホームページ） 

「医療機関一覧」（山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所ホームページ）  
 

表 4.2-7 病院及び福祉施設等（老人ホーム等） 

№ 市町村 分類 名称 所在地 

4 富士吉田市 特別養護老人ホーム 寿荘 山梨県富士吉田市下吉田7575 

5 富士吉田市 特別養護老人ホーム 芙蓉荘 山梨県富士吉田市松山1613 

6 富士吉田市 高齢者向賃貸住宅 ウェルライフヴィラ河口湖 山梨県富士吉田市松山1278 

出典：「社会福祉施設一覧」（山梨県福祉保健部福祉保健総務課ホームページ） 

 

表 4.2-8 病院及び福祉施設等（保育所） 

No. 市町村 名称 所在地 

7 富士吉田市 市立第一保育園 富士吉田市下吉田990 

8 富士吉田市 市立第二保育園 富士吉田市大明見1720-1 

9 富士吉田市 市立第三保育園 富士吉田市下吉田3346 

10 富士吉田市 市立第四保育園 富士吉田市松山4-11-27 

11 富士吉田市 市立第五保育園 富士吉田市新屋1236 

12 富士吉田市 市立第六保育園 富士吉田市上吉田3808 

13 富士吉田市 私立富士保育園 富士吉田市上吉田7-7-1 

14 富士河口湖町 船津保育所 富士河口湖町船津3391 

15 富士河口湖町 小立保育所 富士河口湖町小立1824 

16 富士河口湖町 こもも保育所 富士河口湖町船津3333 

17 富士河口湖町 勝山保育所 富士河口湖町勝山4136-1 

出典：「社会福祉施設一覧」（山梨県福祉保健部福祉保健総務課ホームページ）  
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図 4.2-5 病院、福祉施設等の分布状況図 
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３．３ 住宅 

計画地周辺における民家の状況は、図4.2-6に示すとおりである。計画地はおお

むね森林に囲まれており、北側はスケート場、南側は林地・草地・企業、西側は東

富士五湖道路となっている。計画地の東側付近には民家が5件ほど存在しており、

計画地東側を流れる宮川の東は住宅が点在している。 
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図 4.2-6 住宅の分布状況図 


