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第１号議案・第２号議案 経過説明資料 

平成 29年度 これまでの経過について 

１ 平成 29 年６月６日（火）

磐田市都市計画審議会 

・都市計画マスタープラン(素案)及び立地適正化計画(素案)の説明及び意見聴取 

２ 平成 29 年７月４日（火）～７月 26 日（水）・・・・・・・・・・・・・・・資料① 

地域別説明会  

・出席者：107 人（10 地区述べ人数）

・都市計画マスタープラン：

将来像や土地利用等の基本方針、地域のまちづくり方針等の説明及び意見聴取

・立地適正化計画：

制度の概要、人口動向、誘導区域及び誘導施設の方針等の説明及び意見聴取

【開催状況】

３ 平成 29 年８月 28 日（月）～９月 28 日（木） 

パブリックコメント 

・都市計画マスタープラン(案)及び立地適正化計画(案)の公表

４ 平成 29 年 10 月 12 日（木）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料② 

都市計画マスタープラン特別委員会 

・都市計画マスタープラン(案)の説明及び意見聴取 ⇒ 提言書の受領

５ 平成 29 年 11 月 14 日（火） 

第４回 磐田市土地利用懇話会 

・都市計画マスタープラン(案)及び立地適正化計画(案)の説明 ⇒ 了承 

日時 会 場 説明地区 人数 日時 会 場 説明地区 人数 

7/4

（火） 
豊岡支所 豊岡 15 

7/13 

（木） 
南交流センター 

天竜・ 

長野・於保 
20 

7/5

（水） 
御厨交流センター 

田原・御厨・

西貝・南御厨 
11 

7/19 

（水） 
富岡交流センター 豊田北部 5 

7/6

（木） 
見付交流センター 見付 11 

7/20 

（木） 
井通交流センター 豊田南部 5 

7/11

（火） 
ワークピア磐田 中泉・今之浦 19 

7/25 

（火） 
竜洋交流センター 竜洋 7 

7/12

（水） 
福田中央交流センター 福田 10 

7/26 

（水） 
大藤交流センター 

岩田・ 

大藤・向笠 
4 

 合計 107 
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地域別説明会 10 地区 意見及び対応について（都市計画マスタープラン） 

No 地 区 意見要旨 対応内容 該当頁

１

豊岡地区 上野部川の事業化を目指すなど計画に位置づけでき

ないか。

県管理の上野部川は、平成 28 年度から暫定的な改修工事を行っ

ており「上野部川の河川改修の事業化を目指します」を追加しま

した。

４８

２

大学生の流出が著しい、都市計画の中に若者を対象と

した施設や企業、研究機関など、ぜひ豊岡地区に呼び

込んでもらいたい。

学生の流出は、本市に限らず県内でも同じような状況です。都市

計画の中では、産業拠点や新たに産業軸を設定することで、民間

企業の立地が検討できるよう可能性をもたせた位置づけとして

います。

４７

３

田原・御厨・西貝・南

御厨地区

渚の交流館と新駅の中間点に道の駅やどっさり市の

ようなものができないのか、雇用面、観光面からも必

要なものではないか。

計画への具体的な位置づけは難しいと考えますが、どっさり市な

ど民間の力とタイアップすることは良いことだと考えます。 ７３

４

コミュニティ拠点に日用品店舗の誘導を検討すると

は、どういう意味か。

市街化調整区域の日用品店舗については、市の立地基準があり、

現在は 50 戸連続するなどの要件があります。その中で、市が地

域の拠点として力を入れている交流センター周辺では、例えば、

50 戸連続する要件を外すなど、日用品店舗が立地できる土俵づ

くりを検討しています。

７１

５

高木大原線から袋井に抜ける道路計画の状況は。（浜

松小笠山間広域幹線）

高木大原線については、東は JT まで、西は豊島のメロン組合西

側あたりの整備が完了しています。浜松から袋井をつなぐ広域道

路のため、引き続き県や周辺市と調整をしていくため、引き続き

位置づけています。

３３

７３

６

見付地区 新東名 IC と東名 IC をつなぐ連絡道路（産業軸）は、

どんな計画なのか。

道路を作るのではなく、現在整備済みの幹線道路を産業軸として

位置づけ、その周辺で農業調整等必要になりますが、工場等の立

地が検討できるようにしたものです。
２３

（開催順に記載）

資
料
①
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７

見付地区 歴史的な街並みについて、掛川市は、東西には旧の街

並みを残して、南北には新しい街並み形成といった基

本的な考えがあるが、磐田市はそういった方針がな

い。市のプランはできないのか。

他市もそうですが、歴史的街並みの形成には個人所有の建築物に

建築規制をかけるため、合意形成を得たなかで進めてきたものと

聞いています。見付でこれまで話されてきた経緯がありますが、

現時点では、そこまでには至っていないと考えます。市では、景

観形成モデル事業（修理・修景）を周知しながら進めていきたい

と考えます。

６４

８

中泉・今之浦地区 現行計画のシンボルロード（現ジュビロード）が外れ

てしまった経緯は。

駅前では、再開発や駅前広場・区画整理事業などのハード整備を

実施し、にぎわい創出などに努めてきました。改定では、これら

の都市基盤を活かしつつ、今後はソフト事業など官民連携でのに

ぎわい創出に主体をおき、さらにハード整備を実施していく方向

ではないため、シンボルロードという表現を改めました。

６９

９

駅南口の商業機能の集積を促進が外れた経緯は。 平成 20 年の策定当時は、南口に工場跡地などの空き地がありま

したが、近年では、医療機関やスーパーなどが立地し、ほとんど

空き地がなくなってきていることから、集積という表現を商業・

業務等の誘導という表現に変更しています。

６７

10 

改定のポイントは。 大きくポイントは４つあります。これまでの人口増時代から「人

口減少に対応したコンパクトなまちづくり」が１点目、地域経済

の活性策として「産業拠点の見直し」が２点目、津波や地震に関

連する「防災の視点」が３点目、これまでの 10 年間の「都市づ

くりの進展や社会情勢の変化への対応」が４点目となります。

１３

11 

まちづくり方針の「歩いて楽しめる多様な都市機能の

維持・集積」によって地域がどのように変わっていく

のか見えてこない。

地域別構想においては、概ね 10 年間で整備又は着手可能なもの

を位置づけしているため、少し物足りなさがあるのかもしれませ

ん。しかし、市全体を見た時に、中泉・今之浦地区には公共施設

やお店なども多く、歩いて暮らせるエリアとしては１番だと感じ

ます。人口減少下であっても、この利便性の高さを維持していき

たいということで方針を定めています。

６７
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12 
福田地区 150 号バイパスの整備状況は。進んでいるのか。 県の事業になりますが、ゴルフ場のある鮫島まで整備が進んでお

り、現在は 僧川東の用地交渉や 僧川に橋を架けていく予定と

なっています。

３３

８５

13 

都市計画決定は、いつまで有効なのか。見直しなども

行うのか。

都市計画決定した場合は、廃止されるまで建築規制がかかりま

す。これまでの人口増を前提とした都市計画から人口減少を見据

え、全国的にも都市計画道路の見直し等が行われています。本市

も同様で、都市計画道路については見直しの方針を定め順次変更

や廃止を進めています。

３３

14 

天竜・長野・於保地区 長野地区に関する方針がほとんどない。この地区をど

のように考えているか。

都市計画マスタープランで示す大きな事業としては、（都）高木

大原線の道路整備があり、市街化調整区域では農地の保全が基本

的な考えとなります。今回の改定では、地域コミュニティの維持

を図る観点から、長野交流センター周辺をコミュニティ拠点と位

置づけ、日用品店舗等の誘導が検討できるよう基準の見直しを検

討しています。

７５

７７

15 

この地区の前回計画との違いや成果は。 新幹線南側は、工場などが立地し未利用地がなくなっています。

大池については、当初の計画ほど大規模なものではありません

が、周辺整備を進めています。道路については、幹線道路の整備

を進めています。調整区域については、農業サイドの考えもあり

ますので土地利用は難しいところですが、農業関連の動向に注視

しながら対応していきたいと思います。

７７

16 

河川について記載があってもいいのではないか。 太田川・ 僧川の下流部については、県が整備を進めています。

近年のゲリラ豪雨への対応は難しい面もありますが、河川の整備

だけではなく、避難情報を迅速に発信するなど、総合的に防災対

策を進めていきたいと考えています。

３９
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17 

豊田北部地区 新たに位置づけた産業軸によって企業の立地が有利

になるのか。

産業軸は、市の外周部にある工業団地と高速道路 IC をつなぐ整

備済の幹線道路で、大型車が通行できる道路であることと、市全

体を見渡しときには、中央部に住居系、外周部には工業系など働

く場があるといった概念も示しています。

市街化調整区域では、産業軸周辺であっても農業等との調整が必

要になりますが、概念の整理により産業軸周辺で工場等の立地が

検討できる可能性が生まれます。

２３

５７

18 

豊田南部地区 人口を増やすには、磐田市の住居系市街地面積が少な

すぎる。地区毎の市街地面積では、竜洋地区が 425ha、
福田地区が 427ha、豊田地区が 325ha で、特に豊田地

区の市街地面積が少なく、豊田町駅周辺や県道磐田細

江線沿道で宅地利用ができれば必ず住宅需要がある

と考える。

浜松市では、数年前から市街地縁辺集落制度を導入

し、一定条件のもと市街化調整区域においても住宅の

建築を認め、三島市や御殿場市でも制度を活用してい

る。磐田市においても、制度の導入を前向きに検討し

てもらいたい。

人口を増やしていくためには、市街化区域を広げ、土地区画整理

事業などによる住宅整備が有効だと思いますが、一方でスプロー

ル化と呼ばれる市街地の低密度化につながる要素ももっていま

す。

また、市街化区域の拡大は、市が単独でできるものではなく、県

が権限を持っており、国や農地等との調整も必要で、特に人口減

少下では難しい状況にあります。同様に、土地区画整理事業につ

いても財政的な負担が大きく現実的には難しいと考えます。

市街化調整区域では、今回の改定で新たに位置づけた産業軸周辺

への工場等の立地の可能性やコミュニティ拠点周辺への日用品

店舗等の誘導により、地域の活性・コミュニティの維持につなげ

ていきたいと考えています。

その他、市街化調整区域における地区計画制度の活用をはじめ、

市街地縁辺集落制度等についても調査研究を進めているところ

です。

５９

19 

竜洋地区 防災に関連して150号バイパスの堤防のように嵩上げ

する構想はないか。

県の事業になりますが、そのような構想はありません。市では、

海岸堤防の整備や緊急避難場所を確保していくとともに、ハザー

ドマップの周知や災害時の迅速な情報発信によりハードソフト

両面から防災対策に取り組んでいきます。

３９

８１
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20 

竜洋地区 掛塚・白羽地区の歴史的街並みの保全は何かするの

か。

この地区には、歴史的な資源が多く、他市では条例の規制によっ

て保全しているところもありますが、行政主導での規制は考えて

いません。ただし、地元の盛り上がりなどがあった際に対応でき

るよう、竜洋町時代のものを引き続き位置づけています。

８０

21 

岩田・大藤・向笠地区 （県）磐田袋井線沿道のにぎわいが持続される土地利

用とは何か。

（県）磐田袋井線沿道は、準住居地域に指定しており、住宅と沿

道サービス施設の共存を図っていくエリアのため、引き続き用途

地域に応じた土地利用により、現在立地している店舗の維持を主

としてにぎわいの維持を図っていくものです。

５１

22 
（仮称）大藤下神増線は、スマート IC の開通に向け

整備するのか。

豊岡地区で以前から要望がある道路で、スマート IC の開通に合

わせたものではありませんが、現在は、袋井市・県とルートなど

について調整している状況です。

５１

５３

23 
向陽中北側の（県）浜松袋井線の交差点部は、通学路

でもあり右折帯の整備が予定されていると聞いてい

る。マスタープランには位置づけされないのか。

部分的な整備などは、市全体の道路の考えとして「適正な幅員の

確保など、歩行者の安全性や周辺生活環境の向上を図る」として

位置づけています。

３１
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地域別説明会 10 地区 意見及び対応について（立地適正化計画） 

No 地 区 意見要旨 対応内容 該当頁

１

豊岡地区 人口密度が大切だとしていたが、周辺の地域や

低密度な地域についても、計画に含みをもたせ

てほしい。

立地適正化計画では、制度上、市街化区域内に誘導区域を設定し

ますが、都市計画マスタープランでは、市街化調整区域における

産業振興や地区計画制度を活用した土地利用も検討できるよう、

市全体のバランスを考慮して位置づけています。

都市マス

２３

２８

２

田原・御厨・西貝・南御厨

地区

誘導施設について、今後 5～10 年の具体的な取

り組みはあるのか。夢物語ではないプランニン

グはあるのか。

立地適正化計画は、他の個別計画のような具体的な事業計画では

なく、都市の状況や拠点としての役割などを考慮した際に必要と

なる誘導施設を示したものであるため、具体的にいつまでに施設

を整備・誘導しますというものではありません。

７２

３
P72 誘導施設の一覧に○がないものは、建てて

はいけないということか。

○がないものは、届出の対象になるもので、建築できないもので

はありません。
７２

４

立地適正化計画は、全国で失敗事例もあるよ

うだが、どのように捉えているのか。

全国的に立地適正化計画の策定が進んでおり、人口減少や高齢社

会を見据えたまちづくりが重要となってきています。事例につい

ては、例えば財政面ですと過度な公共投資などが考えられます。

本市では、現在の都市機能の維持が主な目的で、不足施設につい

ても民間施設の誘導を促していくため、過度な公共投資につなが

ることはないと考えます。

９４

５

見付地区 人口密度の目標値をどうやって維持するのか。

区画整理や空家対策を進めなくてはならないの

ではないか。

面整備は有効な手段と考えますが財政的には困難です。本市の特

性として約 80％を占める市街化調整区域に総人口の約 45％の方

が居住しており、長い時間をかけて整備された市街化へ緩やかに

誘導を図っていきたいと考えています。まずは概ね 10 年で実施の

可能性が高いものを位置づけているため、区画整理などの記載が

できないことをご理解いただきたいと思います。

９９

（開催順に記載）
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６

中泉・今之浦地区 P72 駅周辺の誘導施設に全て○が付いており、

ほとんど全て立地している。維持なのか、誘導

するものなのか。

本市では維持の側面が強く、国の支援メニューを示しつつ民間企

業を維持・誘導していくことがポイントになります。行政が誘致

するばかりではなく、官民連携で進めていきたいと考えています。

９４

７

車社会の中で公共交通を位置づける意味は。 20 年先を見据えた時に、高齢社会も進み、誰もが今のまま運転で

きるとは限らないため、主要なバス路線などの公共交通は、今後

のまちづくりにおいて重要な移動手段となるため位置づけていま

す。

５１

９６

８

福田地区 人口が減っている地域や過疎化が進みそうな地

域は何も施策をしないのか。

人口減少下で市街地にある買い物施設などを維持していくために

は、一定の人口を確保していかなければなりません。まずは、立

地適正化計画でそういった施設や居住が集まる誘導エリアを設定

し、買い物施設などの維持を図っていきます。そして、調整区域

の方も含め、今までと同じように公共交通や自動車を使って買い

物などができるようにと考えています。

５０

５３

９

天竜・長野・於保地区 市街化区域は施設の誘導ができるが、それ以外

の地区との地域差がでるのではないか。

市街化区域の施設を維持していくために居住を誘導するエリアを

設けますが、それ以外の地区の方についても、お店が残ることで

今までと同じように公共交通や車で買い物ができるようにと考え

ているため、地域格差を生じさせるものではありません。

５０

５３

10 

人口減少下で民間の施設も減っている。どうや

って誘導するのか。

計画を作ってすぐに誘致するものではありません。誘導エリアや

誘導施設を示しつつ、国の支援メニューも提示することで、民間

施設も含めて立地の際には本市を検討していただきたいという方

向性を示したものになります。

９５

11 

豊田北部地区 立地適正化計画の指標にある「居住誘導区域内

の人口密度」は、市内移動・市外移動どちらを

ターゲットにしているのか。

市内転居、市外転入といったターゲットは特に設定せず、住む場

所を探す際には、居住誘導区域を選んでもらえるよう、情報提供

などを行いながら時間を掛けて緩やかに誘導を図っていくことを

考えています。

９９

9
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磐田市都市計画マスタープランへの市議会からの提言書の反映状況について 

第１章 磐田市の現状と課題 

提言書の内容

変更後 変更前

方針

頁
内容 内容

「１．磐田市の現状と課題」

「１－２ 土地利用」

・課題に「市街地面積の拡大、人口

低密度化、郊外開発の抑制を図る」

とあるが、何を抑制するのか詳細に

記載すべきである。

変更

６

・課題文の変更 

「（２） 土地利用」 

区域区分や用途地域等の都市計画制度により適切な土地

利用の誘導を図り、住居系の市街化区域面積の拡大、市

街地人口の低密度化及び無秩序な郊外開発を抑制するこ

とが求められます。

「１－２ 土地利用」 

区域区分や用途地域等の都市計画制度により適切な

土地利用の誘導を図り、市街地面積の拡大、人口の低

密度化、郊外開発の抑制を図ることが求められます。

「１－３ 産業」

・現状説明の文中において工業だけ

に特化せず、農林水産業など他の産

業についても記載すべきである。

変更

７

・説明文の変更 

「（３） 産業」 

本市は、企業とともに発展してきた工業都市であり、積

極的な工業団地の整備や企業誘致の効果も加わって全国

有数の製造品出荷額を誇っています。また、近年では遠

州豊田 PA スマート IC 南側に次世代型の農業を誘致する

など、農業を核とした産業の活性化も期待されています。

今後は、新東名高速道路の(仮称)新磐田スマート IC の設

置や国道 150 号バイパスの整備などにより、広域交通ネ

ットワークのポテンシャルが一層高まり、産業誘致の面

で更なる発展の可能性を秘めた都市であると言えます。 

「１－３ 産業」

本市の総就業者数は約 8.6 万人で、産業別では第２次

産業が約 3.5 万人（約 41％）となっており、就業者

比率は県平均の約 33％を大幅に上回り、工業都市であ

る本市の特性を示しています。また、本市は、企業と

ともに発展してきた工業都市であり、積極的な工業団

地整備や企業誘致の効果も加わって全国有数の製造

品出荷額を誇っていますが、事業所数は減少傾向にあ

り、市の活力低下が懸念されます。一方で、新東名高

速道路の新磐田スマート IC の設置や国道 150 号バ

イパスの整備などにより、広域交通ネットワークのポ

テンシャルが一層高まり、産業誘致の面で更なる発展

の可能性を秘めた都市であると言えます。

資
料
②

1
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前頁の続き

「１－３ 産業」

・現状説明の文中において工業だけ

に特化せず、農林水産業など他の産

業についても記載すべきである。

（再掲）

変更

７

追加

７

追加

８

・課題文の変更 

人口減少に伴う市の活力低下が懸念される中、優良農地

の保全を基本としながら、広域交通基盤を活かした産業

機能のより一層の充実により、今後も継続的な雇用の場

の確保や地域経済の活性化を図り、都市の活力を持続的

なものとする必要があります。 

・説明文及び図の追加 

■就業者数 

本市の総就業者数は約 8.6 万人で、産業別では第２次産

業が約 3.4 万人（約 40％）となっており、就業者比率は

県平均の約 32％を大幅に上回り、工業都市である本市の

特性を示しています。 

・就業者数の推移及び就業者人口構成比の推移の図に H27

年を追加。 

■工業 

本市の製造品出荷額等のうち、輸送用機械器具製造業が

47%、飲料・たばこ・飼料製造業が 22%を占め、事業所数

は微減、従業者数及び製造品出荷額等は横ばいで推移し

ています。 

・製造品出荷額等の割合の図を追加。 

■商業 

商店数は、従業者数は減少傾向にあり、年間商品販売額

は、横ばいで推移しています。近年は、広域道路を活用

した大規模小売店舗の立地が進み、中心市街地における

商業活動が停滞しつつあります。 

・商店数等の推移及び大規模小売店舗の分布の図を追加。

人口減少に伴う市の活力低下が懸念される中、広域交

通基盤を活かした産業機能のより一層の充実により、

今後も継続的な雇用の場の確保や地域経済の活性化

を図り、都市の活力を持続的なものとする必要があり

ます。

・製造品出荷額等の静岡県上位５市の図を削除

1
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前頁の続き

「１－３ 産業」

・現状説明の文中において工業だけ

に特化せず、農林水産業など他の産

業についても記載すべきである。

（再掲）

追加

８

・説明文及び図の追加 

■農林水産業 

農業は経営耕地面積や専業及び兼業の農家数ともに減少

傾向で、特に兼業農家の減少が著しいです。 

漁業は総漁獲量及び就業者数ともに横ばい傾向で、総漁

獲量の約 99％を占めるしらすについては、県内有数の漁

獲量を誇っています。 

・農家数・経営耕地面積の推移及び就業者数・総漁獲量

の推移の図を追加。

「１－４ 防災」

・課題に「ハード・ソフトの両面か

ら総合的な取り組みを推進し」とあ

るがハード・ソフトの両面から基準

の見直しについても記載すべきで

ある。

変更

９

・課題文の変更 

「（４） 防災」 

人的・物的被害を最小限に抑えるため、引き続き沿岸部

の海岸堤防や防災施設の整備、避難対策の実施等、ハー

ド・ソフトの両面から総合的な取り組みを推進するとと

もに、近年の集中豪雨を考慮しポンプ場の運転開始基準

を見直す等、都市の安全性を高めていくことが重要とな

ります。 

「１－４ 防災」

人的・物的被害を最小限に抑えるため、引き続き沿岸

部の海岸堤防や防災施設の整備、避難対策の実施等、

ハード・ソフトの両面から総合的な取り組みを推進

し、都市の安全性を高めていくことが重要となりま

す。

「１－５ 道路交通」

・今後、自家用車から高齢社会に対

応する公共交通の役割が重要にな

ると思われるため、課題に自家用車

の位置づけを記載すべきである。

変更

１０

・課題文の変更 

「（５） 道路交通」 

広域連携軸や公共交通網の形成により、市民・来訪者の

活動の場となる中心市街地の充実を図り、人・モノの流

れや交流を効果的に促す中核都市にふさわしい都市構造

を構築していくことが重要となります。また、移動手段

については、自家用車主体の生活だけではなく、本格的

な高齢社会に対応する公共交通の役割も重要となってき

ます。 

「１－５ 道路交通」

広域連携軸や公共交通網の形成により、市民・来訪者

の活動の場となる中心市街地の充実を図り、人・モノ

の流れや交流を効果的に促す中核都市にふさわしい

都市構造を構築していくことが重要となります。

1
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「１－６ 環境」

・現状説明に「遠江国分寺に代表さ

れる歴史やジュビロ磐田を通じた

スポーツ文化活動などの魅力も豊

富に備えています」とある。また、

課題にも「歴史・文化的資源の保

全・活用を図ります」とある。歴史

や文化も触れていることから、「１

－６環境」の題目について見直しを

すべきである。

変更

１１

・題目及び説明文の変更 

「（６） 環境・歴史・文化」 

本市は、桶ケ谷沼に代表される貴重な自然環境をはじめ、

磐田原台地の斜面緑地、北部の  森林地域、南部の遠

州灘海岸、天竜川・太田川水系の水辺など、良好な自然

資源に恵まれています。これらの自然資源は、環境面の

みならず、景観や防災面等で重要な空間となっています。

また、遠江国分寺に代表される歴史文化やジュビロ磐田

を通じたスポーツ文化などの魅力も豊富に備えていま

す。

・画像の変更 

「１－６ 環境」

本市は、桶ケ谷沼に代表される貴重な自然環境をはじ

め、磐田原台地の斜面緑地、北部の森林地域、南部の

遠州灘海岸、天竜川・太田川水系の水辺など、良好な

自然資源に恵まれています。これらの自然資源は、環

境面のみならず、景観や防災面等で重要な空間となっ

ています。また、遠江国分寺に代表される歴史やジュ

ビロ磐田を通じたスポーツ文化活動などの魅力も豊

富に備えています。

「１－７ 都市経営」

・現状及び課題に、公共施設の統廃

合についても記載すべきである。

変更

１２

・説明文及び図の変更 

「（７） 都市経営」 

本市の財政状況は、少子高齢化等に伴う扶助費の占める

割合が年々高まっており、高齢化の進展によりさらなる

増加が想定されます。このような中、公共施設等のイン

フラ資産の老朽化等に対応した維持管理コストの増大が

予測されており、厳しい財政環境の中、公共施設の統廃

合を進めていますが、行政が主体となって全ての課題に

対応していくことは困難な状況です。 

・歳出構造の変化のデータを直近 10 年に変更。 

「１－７ 都市経営」

本市の財政状況は、少子高齢化等に伴う扶助費の占め

る割合が年々高まっており、高齢化の進展によりさら

なる増加が想定されます。このような中、公共施設等

のインフラ資産の老朽化等に対応した維持管理コス

トの増大が予測されており、厳しい財政環境の中、行

政が主体となって全ての課題に対応していくことは

困難な状況です。

1
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前頁の続き

「１－７ 都市経営」

・課題に、「地域力の向上」につい

ても記載すべきである。

変更

１２

・課題文の変更 

今後のまちづくりにおいては、既存の公共施設の集約化

及び機能の複合化をさらに推進することや行政主体のま

ちづくりから民間の活力を活かしたまちづくりへの転換

など都市経営の効率化が求められます。また、まちづく

りの推進にあたっては、これまで以上に地域の特性や課

題を把握し、市民・NPO・企業等の意向を十分に踏まえた

上で、進めていくことも重要となります。なお、高齢化

が進み、まち美化パートナー制度等の地域力の衰退が懸

念されるため対応が必要となります。

今後のまちづくりにおいては、既存の公共施設の複

合・集約化や行政主体のまちづくりから民間の活力を

活かしたまちづくりへの転換など都市経営の効率化

が求められます。また、まちづくりの推進にあたって

は、これまで以上に地域の特性や課題を把握し、市民・

NPO・企業等の意向を十分に踏まえ上で、進めていく

ことも重要となります。

1
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第２章 全体構想 

提言書の内容

変更後 変更前

方針

頁
内容 内容

「２．将来都市構造」

「２－２ 将来都市構造構築の二つ

の視点」

・「（１）市民の持続可能な暮らしや

自然との共生を実現する視点」及び

「（２）産業活性化により市の活力

を高める視点」の題目と内容につい

て整合がとれていない。特に自然と

の共生は、生活や働く場と分けて記

載すべきである。

変更

１４

変更

１５

・題目及び説明文の変更 

「（１）市民の持続可能な暮らしを実現する視点」 

人口減少・高齢化への対応が求められている今、本市に

おいては拡大型の都市づくりを進めるのではなく、JR 駅

周辺や旧来から地域住民の生活を支えてきた拠点に日常

生活に必要となる医療・福祉・商業施設等の都市機能を

誘導し、それら拠点を公共交通で結ぶことで、コンパク

トにまとまりのある市街地を形成し、将来にわたって持

続可能な暮らしを実現していきます。また、豊かな自然

環境は、市民にやすらぎを与える空間として共生を図り

ます。 

・題目の変更 

「（１）市民の持続可能な暮らしを実現する都市構造」

「（１）市民の持続可能な暮らしや自然との共生を実

現する視点」

人口減少・高齢化への対応が求められている今、本市

においては拡大型の都市づくりを進めるのではなく、

JR 駅周辺や旧来から地域住民の生活を支えてきた拠

点に日常生活に必要となる医療・福祉・商業施設等の

都市機能を誘導し、それら拠点を公共交通で結ぶこと

で、コンパクトにまとまりのある市街地を形成し、将

来にわたって持続可能な暮らしを実現していきます。

「（１）市民の持続可能な暮らしや自然との共生を実

現する都市構造」

「３．分野別基本方針」

「３－１ 土地利用の基本方針」

・既存の法体系の中だけでなく、長

期間の計画であることを鑑み、特別

区域制度の活用についても検討す

べきである。

変更

２２

・目標文の変更 

活力があり暮らしやすいまちづくりに向け、将来都市像

や地域特性を踏まえた計画的な土地利用の規制･誘導に

より、市街地として土地利用を図る区域、田園や自然環

境として保全する区域など土地利用のあり方を明確に

し、メリハリのある土地利用を進めます。また、都市の

活力を高めるため県の内陸フロンティア推進区域に位置

づけられた事業を推進するとともに、既存制度のほか総

合特別区域制度等の活用も検討します。

活力があり暮らしやすいまちづくりに向け、将来都市

像や地域特性を踏まえた計画的な土地利用の規制･誘

導を進めます。また、市街地として土地利用を図る区

域、田園や自然環境として保全する区域など土地利用

のあり方を明確にし、メリハリのある土地利用を進め

ます。

1
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前ページの続き

・沿道市街地地区においては、「来

訪者や往来者に向けた沿道サービ

ス機能を誘導し」のあと、若者が楽

しめ魅力あるサービスの充実につ

いても加えるべきである。

変更

２２

・沿道市街地地区の説明文の変更 

通過交通等の交通量が多い国道 150 号、（県）磐田袋井線、

（県）磐田山梨線、（都）見付岡田線の沿道は、来訪者や

往来者及び若者に魅力ある沿道サービス機能を誘導し、

にぎわいが持続される土地利用を図ります。

通過交通等の交通量が多い国道 150 号、（県）磐田袋

井線、（県）磐田山梨線、（都）見付岡田線の沿道は、

来訪者や往来者に向けた沿道サービス機能を誘導し、

にぎわいが持続される土地利用を図ります。

「３－２ 市街地整備の基本方針」

・面的整備検討地区の方針のうち

JR 磐田駅西地区の基本方針におい

ては、市街地再開発事業や民間活力

の活用等により、商業の活性化を優

先して推進し、商店街の集客につな

げるよう記載すべきである。

・面的整備検討地区の方針のうち７

駒場地区から 11 匂坂地区までの基

本方針について土地利用の関係を

含め、具体的に記載すべきである。

また、基本方針図との整合性も図る

べきである。

変更

２７

変更

２７

２９

・説明文の変更 

「13 JR 磐田駅西地区の基本方針」 

中心市街地にあり、市街地再開発事業や民間活力の活用

等、柔軟な手法により、土地の高度利用、商業の活性化、

良質な住宅の供給を図ります。 

・説明文及び図の変更 

「７駒場地区～11匂坂地区の基本方針」

産業集積地に近接し、大型車等の円滑な通行が確保され

ている幹線道路沿道では、周辺環境との調和や土地利用

規制との調整を図った上で、既存の産業集積地と一体と

なった新たな産業の集積を図ります。 

・市街地整備の基本方針図に産業集積地区を追加。 

中心市街地にあり、市街地再開発事業や民間活力の活

用等、柔軟な手法により、土地の高度利用、良質な住

宅の供給、商業の活性化を図ります。

企業誘致により、既存の産業集積地と一体となった新

たな産業の集積を図ります。
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「３－５ 河川・下水道の基本方針」

・（２）方針の２．汚水処理施設の

整備において「公共下水道以外の区

域は、水環境の保全を図るため、合

併処理浄化槽・農業集落排水による

生活排水対策を推進します」とある

が、農業集落排水事業について新た

に建設する予定はないと思われる。

農業集落排水については、この後の

維持管理の方針を記載すべきであ

る。

変更

３６

・４段落目の説明文の変更 

「② 汚水処理施設の整備」 

●公共下水道以外の区域は、水環境の保全を図るため、

合併処理浄化槽による生活排水対策を推進するととも

に、既存の農業集落排水施設の維持管理に努めます。

●公共下水道以外の区域は、水環境の保全を図るた

め、合併処理浄化槽・農業集落排水による生活排水対

策を推進します。

「３－６ 災害に強い都市づくりの

基本方針（都市防災）」

・２．地震対策・津波対策の推進の

うち、市指定緊急輸送路においても

国や県の緊急輸送路に準じて、無電

柱化の推進について記載をすべき

である。

・３．風雨水害対策の推進のうち、

豪雨が恒常化していることから、通

常の雨水排水設備の整備※につい

ても記載すべきである。

※３－５ 河川・下水道の基本方針

追加

３８

変更

３６

・３段落目の説明文の追加 

「② 地震対策・津波対策の推進」 

● 災害時に緊急輸送路としての機能を守るため、緊急輸

送路への新たな電柱の設置を抑制し、無電柱化を推進し

ます。 

・３段落目の説明文の変更 

「① 河川及び雨水排水施設の整備」 

● 近年の集中豪雨の浸水記録等を考慮した上で、都市下

水路やポンプ場の排水施設の整備を推進します。また、

排水施設の適正な維持管理により、河川の流出能力の向

上を図ります。 

● 都市下水路やポンプ場の排水施設の整備を推進す

るとともに、排水施設の適正な維持管理により、河川

の流出能力の向上を図ります。
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前頁の続き

・３．風雨水害対策の推進のうち、

がけ地に近接する住宅の移転につ

いて居住誘導区域を移転先として

記載するとともに、補助金や固定資

産税等の税金の減免を検討すべき

である。

・３．風雨水害対策の推進のうち、

災害時において、地域の実情に合わ

せた情報収集をするよう記載すべ

きである。

立地

変更

９４

変更

３９

立地適正化計画 

・説明文９行目の変更 

「２．誘導施策の基本的な考え方」

行政においては、前述の届出制度の運用に加え、未整備

の都市基盤等の整備の推進や民間活力に対しては、国の

支援施策等を基に側面から支援していくとともに、居住

の誘導に関する施策については、既存の助成制度の活用

や国の動向を注視し活用できる施策については検討して

いきます。

・４段落目の説明文の変更 

「③ 風水害対策の推進」 

● 近年の集中豪雨等の異常気象による水害を未然に 防

ぐため、引き続き治水対策を進めるとともに、災害時の

配備体制の強化や避難情報を迅速に発信します。また、

きめ細かな情報収集に努めるとともに、地域の実情に合

わせた対応を図ります。 

行政においては、前述の届出制度の運用に加え、未整

備の都市基盤等の整備の推進や民間活力に対しては、

国の支援施策等を基に側面から支援していきます。

● 近年の集中豪雨等の異常気象による水害を未然に

防ぐため、引き続き治水対策を進めるとともに、災害

時の配備体制の強化や避難情報を迅速に発信します。

「３－８ 人や環境に優しい都市づ

くりの基本方針」

（２）方針の３．環境共生型の建築

物等の普及のうち、「街灯や道路照

明灯・防犯灯のＬＥＤ化を推進し、

ＣＯ2排出量の削減による環境負荷

の低減を図ります」とあるがすでに

街灯、防犯灯は大半がＬＥＤ化され

ており、残りの道路照明灯の設置数

から考えると、ＣＯ2 排出量の削減

による環境負荷の低減に寄与でき

るのか不明であるので、削除すべき

である。

削除

４３

・２段落目の説明文の削除 

「③ 環境共生型の建築物等の普及」

● 道路や公園・広場、公共施設の敷地等の公共空間

において、街灯や道路照明灯・防犯灯のＬＥＤ化を推

進し、ＣＯ２排出量の削減による環境負荷の低減を図

ります。
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「第２章全体」

・コンパクトにまとまりのある市街

地を形成するにあたり、誘導施策等

の検証をするよう記載すべきであ

る。

立地

追加

１０１

立地適正化計画 

・２段落目の説明文の追加 

「９章 計画の評価と進行管理」

「３．計画の進行管理と見直しについて」 

評価については、国勢調査等の結果公表に合わせた概ね

５年毎に人口密度の比較や誘導施設の立地状況、誘導施

策の取り組み状況等を検証し、目標値の達成状況を評価

します。なお、その結果は磐田市都市計画審議会へ報告

し、必要に応じて計画を見直します

2
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第３章 地域別構想 

提言書の内容

変更後 変更前

方針

頁
内容 内容

「３－１ 豊岡地区」

・１．土地利用、市街地整備の基本

方針のうち拠点機能の充実（豊岡駅

周辺）について福祉施設やケアハウ

ス等の機能の充実についても記載

すべきである。

・２．道路・交通の基本方針のうち、

天竜浜名湖鉄道の活用についても

記載すべきである。

・３．都市環境の基本方針のうち、

財産区の位置づけを検証し、今後の

方向性についても記載すべきであ

る。

現状

４７

追加

４７

現状

４８

・福祉施設については、一定の敷地面積が必要なことや

周辺の住環境への配慮が必要なため、駅周辺ではなく、

郊外型の立地が望ましいと考えるため本計画では位置づ

けていません。

・項目及び説明文の追加 

「１． 豊岡地区」 

「（２）地域のまちづくり方針」

「② 道路・交通の基本方針」 

● 天竜浜名湖鉄道の活用 

天竜浜名湖鉄道の駅周辺は、地区計画制度を活用し住宅

又は商業施設の誘導を検討します。また、駅の利用促進

に向け、引き続きＰＲに努めます。 

・財産区の位置づけについては、農林部局で管理してお

り、方向性についても、財産区と農林部局で協議し検討

していくこととなるため本計画では位置づけていませ

ん。
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「３－６ 中泉・今之浦地区」

・旧東海道を想像し、歩いて楽しめ

るような、まち全体を公園化する発

想と民間活力の導入によるまちづ

くりについて記載すべきである。

追加

６７

変更

６８

・説明文の追加 

「６． 中泉・今之浦地区」 

「（２）地域のまちづくり方針」

「① 土地利用、市街地整備の基本方針」

JR 磐田駅周辺は、土地区画整理事業、都市計画道路及び

駅前広場等の都市基盤が整備されたことや駅周辺に数多

く立地する行政・教育施設により人々の交流が促進され、

これらの人々を取り込むことのできる魅力ある土地利用

を図ります。また、商店街においても、引き続き様々な

世代が足を止めるような楽しいイベントや仕掛けづくり

に努めます。 

・説明文の変更 

「③ 緑地・水辺の基本方針」

特別史跡である遠江国分寺史跡公園は、再整備により多

くの市民の憩いの場・交流の場として活用するとともに、

駅や見付地区と一体となった、歩いて歴史を楽しめる観

光の場としての魅力を高めます。また、今ノ浦川や加茂

川、磐田久保川などの河川空間や府八幡宮の社の緑地、

街路樹等は、緑のつながりにより良好な景観の形成やま

ちにうるおいを与える自然空間として保全に努めます。 

なお、今之浦市有地は、今之浦公園と合わせて市民の憩

いの場となるよう検討していきます。 

人が多く集まる今之浦公園等は、適切な維持管理に努

めるとともに、特別史跡である遠江国分寺史跡公園の

再整備等により、都市拠点における市民の憩いの場・

交流の場としての魅力を高めます。また、今ノ浦川や

加茂川、磐田久保川などの河川空間や府八幡宮の社の

緑地、街路樹等は、緑のつながりにより良好な景観の

形成やまちにうるおいを与える自然空間として保全

に努めます。

「３－７ 田原・御厨・西貝・南御

厨地区」

・「まちづくり方針図：田原・御厨・

西貝・南御厨地区」に旧東海道や古

道、古墳群等の歴史的資源の保全・

活用等の記載をすべきである。

追加

７３

・説明文の追加 

「７． 田原・御厨・西貝・南御厨地区」 

「まちづくり方針図」

 旧東海道や古道、古墳群等の歴史的資源の保全や観光

資源・学習の場としての活用を検討 
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「第３章全体」

・各地区に記載されている「面積・

土地利用の状況」について現在の状

況だけではなく、目標値を設定し記

載すべきである。

・ＪＲ３駅を含む地区において１．

土地利用、市街地整備の基本方針の

うち「拠点における都市機能及び居

住の誘導」の内容が類似している。

それぞれの土地や地域の実情を踏

まえ特徴を考慮し記載すべきであ

る。

変更

４６

５０

５４

５８

６２

６６

７０

７４

７８

８２

追加

５９

・面積・土地利用の状況は、各地区とも（１）地区の現

況の説明文に地区面積として記載。なお、目標値につい

ては、別に内部資料とする。 

【目標値例】

・拠点や産業軸周辺等への施設の立地件数

（産業・商業・日用品店舗等）

・都市計画道路の整備率

・下水道処理人口の普及率

・土地区画整理事業の整備進捗率

・就業者数

・説明文の追加 

「４． 豊田南部地区」 

「① 土地利用、市街地整備の基本方針」

「● 拠点における都市機能及び居住の誘導（JR 豊田町

駅周辺等）」

JR 豊田町駅周辺は、駅を中心として南北に延びる都市基

盤をもとに都市型住宅や商業施設等が立地しコンパクト

な市街地が形成されており、今後も地域の中心的な機能

を維持するとともに、交通の利便性を活かした土地利用

を図ります。 
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前頁の続き

・ＪＲ３駅を含む地区において１．

土地利用、市街地整備の基本方針の

うち「拠点における都市機能及び居

住の誘導」の内容が類似している。

それぞれの土地や地域の実情を踏

まえ特徴を考慮し記載すべきであ

る。（再掲）

・防潮堤整備計画にあわせて太平洋

岸自転車道の位置づけについて記

載すべきである。

追加

６７

追加

７１

現状

７６

８０

８４

・説明文の追加 

「６． 中泉・今之浦地区」 

「① 土地利用、市街地整備の基本方針」 

「● 中心都市拠点としての魅力向上（JR 磐田駅北口周

辺、今之浦地区等）」 

JR 磐田駅周辺は、土地区画整理事業、都市計画道路及び

駅前広場等の都市基盤が整備されたことや駅周辺に数多

く立地する行政・教育施設により人々の交流が促進され、

これらの人々を取り込むことのできる魅力ある土地利用

を図ります。また、商店街においても、引き続き様々な

世代が足を止めるような楽しいイベントや仕掛けづくり

が重要です。

・説明文の追加 

「７． 田原・御厨・西貝・南御厨地区」 

「① 土地利用、市街地整備の基本方針」 

「● 新駅周辺における都市機能及び居住の誘導（(仮

称)JR 磐田新駅周辺等）」 

(仮称)JR 磐田新駅周辺は、駅を中心に土地区画整理事業

により良好な環境が確保された住宅地や既存工場群から

なる市街地が形成されており、今後は開業する駅の利便

性を活かしたにぎわいのある土地利用を図ります。さら

に市街地周辺には、田園や緑地、水辺等の自然や歴史的

資源があり、都市と自然と歴史との共存を図ります。 

・海岸堤防の整備及び太平洋岸自転車道の維持管理を

各々位置づけているため、自転車道としての機能も維持

していきます。
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第４章 マスタープランの実現に向けて 

提言書の内容

変更後 変更前

方針

頁
内容 内容

「（３）市民と行政の協働」

・都市計画提案制度を活用し、市

民・事業者等も行政と共に広く積極

的にまちづくりに取り組めるよう

記載すべきである。

変更

８８

・題目及び説明文の変更 

（３）市民等と行政の協働

市は、将来都市像の実現に向けた取り組みを進める中で、

住民説明の場や都市計画提案制度等の活用により、市民

等から広く意見を求め協働でまちづくりを進めます。

（３）市民と行政の協働

都市計画マスタープランで示した将来都市像の実現

には、行政が主導的・先導的な役割を果たすとともに、

市民・事業者等が広くまちづくりに取り組めるよう、

都市計画提案制度等の活用により、まちづくりへの参

画を促進します。
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計画書 全体 

提言書の内容

変更後 変更前

方針

頁
内容 内容

「都市計画マスタープラン（案）全体」

・第２次磐田市総合計画や国勢調査

等から引用している資料について

最新のデータを掲載すべきである。

・今回の都市計画マスタープラン

（案）について将来像を作成し掲載

すべきである。

・都市計画マスタープラン（案）を

審査するにあたり、前回との比較も

資料として作成すべきである。

追加

５

７

変更

１２

追加

追加

・最新のデータを追加 

・年齢別人口（H27 年→H52 年）に平成 27 年を追加。 

・就業者数の推移及び就業者人口構成比の推移に平成

27 年を追加。 

・財政の状況のデータ年を H19年度から H28 年度に

変更

・巻末の参考資料に添付します。 

・主要箇所の新旧対照表を作成し、ホームページ上で公

表していきます。

2
6



27

３

１



28

３

２



東新町地区計画 東新町団地建築協定 第 7 条関係 

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限

Ａ地区（戸建住宅地区）  

○住宅     ※共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を除く。 

○兼用住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の 1/2 以

上を居住の用に供し、かつ、非住宅面積が 50㎡以下のもので次に掲げる建築物 

・事務所（汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で駐車施

設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。） 

・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店 

・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサー

ビス業を営む店舗 

・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営

む店舗（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75kW以下のものに限 

る。） 

・自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子 

屋その他これらに類するもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 

0.75kW以下のものに限る。） 

・学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類する施設 

・美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房（原動機を使用する場合にあって 

は、その出力の合計が 0.75kW以下のものに限る。） 

○建築物に附属する自動車車庫、自転車置場、物置、離れその他これらに類するもの（建築基

準法施行令第 130条の 5 で定めるものを除く。） 

○自治活動の目的のために設ける集会所 

○ゴミ置場、防災のために設けられる備蓄倉庫 

○建築基準法施行令第 130 条の 4第 3号、第 4号に掲げる公益上必要な建築物 

○物置、車庫、付属建築物等で床面積２０㎡以下のもの 

○建築物の延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合

においては、その延べ面積の合計。）は、３０㎡以上であること。

Ｂ地区（近隣商業地区）  近隣センター用地  

○Ａ地区に建築することができるもの 

○店舗その他これらに類するもの  ※キャバレー、料理店、その他これらに類するものを除く。 

店舗専用又は店舗兼用住宅を目的としたものであること。 

※待合、料理店、キャバレー、舞踏場、その他これらに類するも

のを除く。 

規定なし（廃止） 

※保育園用地はＡ地区（戸建住宅地区）とされた 

保育園用地  

保育園以外のものでないこと。 

規定なし（廃止） 

※公共用地はＡ地区（戸建住宅地区）とされた 

公共用地  

専用住宅以外でも可。 

その他  

委員会の決定に基づき委員長が公共、公益上必要な建築物で、

地域の環境を害さないと認めたものついてはこの限りではない。 

建築物の 

容積率の 

最高限度

8／10 

建築物の 

建ぺい率の

最高限度

5／10   

※角地にあっても、1／10 の緩和は適用しない。 

建築物の 

敷地面積の

最低限度

Ａ地区（戸建住宅地区） 175 ㎡ 

１区画１戸建 
Ｂ地区（近隣商業地区） 165 ㎡ 

※都市計画決定の告示日において現に存する土地で、建築物の敷地面積の最低限度に満た 

ない土地について、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合

においては適用しない。 

壁面の 

位置の制限

○建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、道路境界線及び隣地境界線から 1.0ｍ以上離すこと。 

※1.0ｍ未満でもよいもの 

・建築物に附属する自動車車庫、自転車置場その他これらに類するもので床面積の合計が30

㎡以下、かつ、高さが 3.0ｍ以下のもの。 

・建築物に附属する物置、離れで床面積の合計が20㎡以下、かつ、高さが3.0ｍ以下のもの。

※1.0ｍ未満でもよいもの 

・物置、車庫、付属建築物等で床面積２０㎡以下のもの。 

建築物等の

高さの 

最高限度 

○建築物の階数（地階を除く。）は、２階以下。 

○建築物の高さは、地盤面から 10.0ｍ以下。 

○建築物の各部分の地盤面からの高さは、次の各号に掲げるもの以下とする。 

・建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離が 20ｍ以下の範囲内においては、建築物の部分から前面道路の反対側の境界線までの水平

距離に 1.25 を乗じて得たもの (道路斜線規制) 

・建築物の各部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に 1.25 を乗じて得たものに 5.0ｍを加えたもの(北側斜線規制)

○計画図に示す管理道路と敷地の境界は、隣地境界とみなす。 

建築物等の

形態又は 

意匠の制限

○現況宅地に盛土しないこと。   ※樹木などに必要なものは除く。 

○建築物の外壁、屋根の色彩は原色を避け、周囲と調和のとれた落ち着いた色合いのものとす

る。 

○看板及び広告物は、地区内の建築物のためのものを、当該建築物の敷地内に設ける場合に

限り設置することができる。※公共、公益上必要なものはこの限りではない。 

○看板及び広告物は周辺の景観に調和したものとする。 

○看板及び広告物の表示面積は、Ａ地区においては 2㎡、Ｂ地区においては 5㎡を超えないも

のとする。なお、表示面積が 2面以上の場合はその合計とし、地盤面からの高さ 5ｍを超えて

設置してはならない。 

○名称のいかんにかかわらず、善良なる風俗に反するおそれのあ

る看板等を設けないこと。 

かき又は 

さくの構造 

の制限 

○道路に面してかき又はさくを設置する場合は、次のいずれかとする。 

※門柱、長さ 2.0ｍ以下の門の袖及び高さ 0.6ｍ以下の基礎等はこの限りではない。 

・生垣 

・道路地盤面から 1.2ｍ以下の透過性の高いフェンス等 

○隣地境界線上のへい、かき、さくの高さは、敷地地盤面から 1.8ｍ以下であること。 

※生け垣はこの限りではない。 

○計画図に示す管理道路と敷地との境界は、道路境界とみなす。 

○へいは、コンクリート製、レンガ、石もしくはこれに類する材料で作

ったものをいい、生垣等を除く。 

○隣地境界線沿いのへいの高さは、敷地地盤面から１．８ｍ以下

であること。 

○道路境界線沿いのへいの高さは、道路地盤面から１．２ｍ以下

であること。 

※角地にあっては、敷地が道路に接する長さの１／２までの部

分に設けるへいは、道路地盤面から１．８ｍ以下とすることが

できる。 

○管理道路と敷地の境界は、隣地境界とみなす。 
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