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美濃加茂市都市計画マスタープラン
見直し（素案）
（改定計画2020～2040）

説明資料



 前回（H30年度第1回）の都市計画審議会では、都市計画マスタープ

ランの基本的な考え方として「まちづくりの目標と柱」、「都市構造の
考え方」について、ご審議をいただきました。

 本日は、前回の審議内容を踏まえて、全体構想と呼ばれる『分野ごと
のまちづくりの方針（素案）』を説明いたします。

 『分野ごとのまちづくりの方針』は以下のように設定しています。

【本日の審議事項】
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＜全体構想＞
『分野ごとのまちづくりの方針』
１ 土地利用の方針
２ 都市施設の整備方針

２－１ 交通
２－２ 公園・緑地等
２－３ 下水道
２－４ その他

３ 主要拠点整備等の方針
４ 安全・安心の方針
５ 景観・観光まちづくりの方針



まちづくりの基本的な考え方

（前回の審議内容）
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１ まちづくりの目標と柱

みんな笑顔で、安全・安心、健康に暮らすことが
できるまち

～みんなの夢がかなう、堂々、美濃加茂～

※現在改定中の新総合計画の将来ビジョンとの整合性を図りながら設定
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目標年次 ２０４０年（２０年後の将来）
中間見直し ２０３０年（１０年後に見直し）



２ まちづくりの目標

①ファミリー層や女性に選ばれるまち

ファミリー層や女性にとって魅力的な住環境、子
育て・教育環境や活き活きと活躍できる環境が
整ったまちをめざす

身近な生活圏に利便施設が整い、徒歩やバスを利
用しながら、様々なサービスを享受できるまちを
めざす

②歩いて暮らせる便利なまち
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③まちなかに賑わい・活力が
あふれるまち

美濃太田駅周辺を中心とする中心市街地（まちな
か）に賑わいと活力があふれるまちをめざす

健康づくりの環境が整った、日々の暮らしのなか
で健康寿命の延伸につながるまちをめざす

④誰もが健康に暮らすことができるまち
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２ まちづくりの目標



⑤安全・安心を感じることができるまち

災害に強く、誰もが安全・安心を感じながら暮ら
すことができる、防災力に優れたまちをめざす

市内に就労の場が多くあり、本市の活力を牽引す
る産業活動を継続することができるまちをめざす

⑥働く場が確保されているまち
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２ まちづくりの目標



⑦歴史・文化、自然と調和したまち

本市が有する豊かな歴史・文化資源や自然環境を
大切にしたまちをめざす

地域の人々の主体的な活動を後押しし、市民・事
業者・行政が連携して課題解決に取り組むまちを
めざす

⑧市民の力を活かすことができるまち
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２ まちづくりの目標



３ 将来都市
構造図

 鉄道駅を中心とした都市拠点と文

教交流拠点や地域生活拠点、各集

落等の中心であるサテライト拠点に

おいて、拠点の特性に応じた都市

機能や生活利便機能の集積を図り、

互いにネットワークを形成する

 都市間を結ぶ鉄道や広域幹線道路

を交通軸とし、人の移動や交流の

促進と都市全体の活力向上を図る
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拠点 概要

都市拠点
（美濃太田駅周辺地区）

• 都市全体の活動を牽引し、都市の活力（賑わい、回遊性など）を向上させる都市機
能（商業・業務、医療・福祉、行政サービス）を備えた拠点（中心市街地を含むエリ
ア）

文教交流拠点
（古井駅周辺地区）

• 鉄道駅周辺で一定の商業集積や高校や図書館など教育・文化機能の集積が認め
られる地区であり、引き続き地域の生活利便性や教育・文化、交流機能の向上を
図る必要がある拠点

地域生活拠点
（加茂野地区）

• 人口増加がみられる地区にあり、既に形成されているまとまりある生活環境の利
便性の維持を図る必要がある拠点

サテライト拠点 • 各集落などの暮らし（生活）の中心に位置し、地域に必要な生活利便性の維持を
図る拠点

蜂屋 産業拠点の維持、医療拠点の整備、良好な住宅地の形成

山之上
新産業拠点の整備、交流を育むレクリエーション空間の保全、里山再生整備・活用、
集落の維持

伊深 門前町の歴史・文化の活用、集落の維持、交流の場づくり

三和 自然景観の活用（農山村交流等）、集落の維持、自然教育などを活用した交流のまち

下米田 農空間と居住空間の調和、広域防災拠点の整備、環境拠点

医療拠点
（蜂屋南地区）

• 中部国際医療センター（仮称）の整備が予定されており、地域医療の充実・強化、
災害拠点病院としての役割や健康増進機能の強化を図る拠点

産業拠点（蜂屋町地区
周辺、蜂屋台周辺地区）

• 企業の進出意向に対応すべく産業団地の拡張等も視野に入れた、本市の持続性
（稼ぐ力）の維持・向上に資する拠点



＜全体構想＞

分野ごとのまちづくりの方針
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１ 土地利用の方針
【用途地域内】

○適切な居住誘導と都市機能誘導によるコンパクトな市街地の形成

○中心市街地における「都市のスポンジ化※」への対応

○美濃太田駅周辺まちづくり基本構想（仮称：H31年度策定）に

基づく都市整備

○美濃太田駅周辺地区や古井駅周辺地区の拠点性の充実・強化

○都市活力や地域の雇用の場を創出する産業の集積

【用途地域外】
○新たな土地需要に対応した戦略的な土地利用の誘導
○郊外部における適切な土地利用の誘導
○自然環境や田園環境の維持・保全

都市のスポンジ化：都市の内部で空地や空家がランダムに数多く発生し、スポンジのように都市の密度が低下すること。
スポンジ化の進展は、地域コミュニティ存続危機、行政サービス非効率化等、都市衰退につながるといわれる。
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土地利用方針図
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①住宅ゾーン

①－１ 低層住宅地ゾーン

• ゆとりとうるおいを感じることがで
きる良好な住宅地が集まるゾーン

①ー２ 中低層住宅地ゾーン

• 共同住宅地の良好な住環境や、土地
区画整理事業により整備された緑あ
る住宅地のゾーン

①ー３ 一般住宅地ゾーン

• 基盤整備が整った、快適で安全・安
心な住宅地のゾーン
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②商業・業務ゾーン

②－１ 拠点商業・業務ゾーン

• 活力とにぎわいづくりにつな
がる商業施設や事業所が集
まったゾーン（歩いて楽しい
まちなか）

②ー２ 近隣商業・業務ゾーン

• 周辺地区の生活利便性につな
がる商業施設や事業所が集
まったゾーン
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②商業・業務ゾーン

②－３ 幹線道路沿道ゾーン

• マイカー利用者が利用しやす
い商業施設などが集まった
ゾーン

③工業ゾーン

③－１ 専用工業地ゾーン

• 本市の経済活動を支える大規
模工場や事業所が集まった
ゾーン

あじさいヶ丘工業団地周辺
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③工業ゾーン

③－２ 一般工業地ゾーン

• 近隣との調和に配慮し、操業
環境が整った工場等が集まっ
たゾーン

④医療ゾーン

• 可茂地域全体の医療環境の向
上につながる新病院などの関
連施設が集まったゾーン

（仮称）中部国際医療センター
（出典：建設新聞ホームページ）
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⑤戦略的な土地利用ゾーン

⑤一１ 美濃太田駅北側商業ゾーン

• 広域からの利用者の利便性につ
ながる商業施設が集まったゾー
ン

美濃太田駅北側の商業地（新池町）

⑤一２ 新産業ゾーン

• 企業の高い進出意向に対応し、
整備される産業団地（美濃加茂
IC周辺）があるゾーン

美濃加茂IC周辺
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⑤一３ 田園都市ゾーン

• 人口増加の受け皿となる現状を
考慮した、住宅地としての利用
と保全する農地が区分された
ゾーン

加茂野の住宅地

⑥ 集落・農業ゾーン

• 地域のコミュニティ維持に必要
な生活利便施設（コンビニや会
館等）がある、農地・果樹園等
が保全されているゾーン 伊深自治会館

北部に広がる優良農地
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⑦ 丘陵・森林ゾーン

• 里山が適切に維持・管理され、
自然環境が保全されているゾー
ン

御殿山周辺

⑧ 観光・レクリエーションゾーン

• 本市の自然や歴史的な地域資源
を活かし、観光・交流を促進す
るゾーン

太田宿のまちなみ

ぎふ清流里山公園
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２ 都市施設の整備方針
２－１ 交通

○市民の生活利便性や本市の活力を支え、育てる上で重要な
都市基盤としての交通ネットワークの整備・充実・強化

○様々な技術革新なども考慮した新たな交通手段のあり方の
検討
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交通整備方針図
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東海環状自動車道の整備状況
（出典：岐阜県ホームページ）

①道路ネットワーク

①－１ 広域幹線道路ネットワーク

東海環状自動車道（西回り）や国道

41号名濃バイパス・美濃加茂バイパ

スなど広域移動に関連する道路整備

について要望していく
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ユニバーサルデザイン導入イメージ
（出典：国交省ホームページ）

①－２ 地域内幹線道路ネット

ワーク

• 地域内のスムーズな交通処理

や広域幹線道路との接続、通

過交通に対する安全性の向上

などに取り組む

①－３ 安全・安心・快適の

ための生活道路

• 歩いて暮らせるまちづくりを進
める（ウォーカブルな空間）

• 誰もが円滑に移動できるユニ
バーサルデザインをとりいれる

交差点改良による交通渋滞緩和イメージ
（出典：国交省ホームページ）
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自動運転バスの実証実験
（出典：国交省ホームページ）

あい愛バス

②公共交通

②－１ バス交通サービス

• 現在のバス路線網を基本としたバ
ス交通ネットワークを維持する

②－２ 新たな交通移動サービスの

検討

• デマンドバス等のほか、AI等の技
術革新を視野に入れた新たな交通
移動サービスの導入も検討する
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JR高山本線 ワイドビューひだ

エコ通勤の取組
環境にやさしい交通
手段に転換する取組
をしている事業者の
認定マーク

②－４ 鉄道の利便性向上

• 岐阜、名古屋方面との連絡強化の
ためJR高山本線・太多線の複線化
やダイヤ改善等を働きかける

②－３ モビリティ・マネジメント

の推進

• 様々な交通施策を通して利用者の
意識啓発を行いながら、バス交通
の利用者を増やす
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③その他

③－１ 駅前広場や駅前駐輪場の整備

• 美濃太田駅：市街地の再生にむけた検討とあわせて、より使
いやすい駅南口・北口広場や駐輪場について検討する

• 古井駅：古井駅周辺整備とあわせて検討する

③－２ 交通施設の維持管理・更新

• 公共施設等総合管理計画に基づき、適切に維持管理・更新を
行う
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２－２ 公園・緑地等

○市民の暮らしにうるおいとやすらぎをもたらす空間の整備・
充実

○まちなかに歩いて楽しめる歩行者空間やポケット空間を整
備
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公園・緑地の
整備方針図
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①ウォーカブルシティ公園の整備

• 市街地の再整備や公共施設の整備などとあわせて、歩いて

楽しいまちにつながる公園等を整備する

まちなかの憩いの空間のイメージ
（出典：美濃加茂市新庁舎整備基本構想）
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③まちなかのうるおい空間の整備

• 公共施設の敷地内の緑化、民間の
宅地内の緑化などにより、うるお
いのある空間を整備する

紫波町役場の敷地内の緑化空間
（出典：紫波町役場リーフレット）

②まちなかの公園の再整備

• 老朽化したまちなかの公園を住民
参加（ワークショップ等）で再整
備する

生駒市の公園づくりＷＳの様子
（出典：生駒市ホームページ）
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⑤市民に親しまれる運動公園の整備

• 広域防災公園の位置づけもある「牧野ふれあい広場」を市民
に親しまれる公園として整備する

④前平公園整備基本構想に基づく

公園の再整備

• 「多面的な健康づくりの場」とし
て再整備する

• 隣接して整備される民間企業の博
物館と連携しながら取り組む

「ヤマザキマザック工作機械博物館」（仮称）
（出典：日本経済新聞）
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⑦市民と行政の協働による公園・

緑地の維持・管理

• クリーンパートナー制度などを
活用しながら、公園・緑地の維
持・管理を行う

⑥公園の維持・管理

• 公園長寿命化計画に基づき、適切に維持・管理を行う

クリーンパートナー制度に登録している
団体の活動の様子
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２－３ 下水道

○計画的な整備、更新と適切な維持・管理による安全・安心で良
質な生活環境の確保、水質保全

①下水道（汚水）

• 老朽化する農業集落排水設備の公共下水道への統合や単独公
共処理場の改修に向けた検討を行う

②下水道（雨水）

• 異常気象やゲリラ豪雨に備えた雨水渠の計画的な整備、更新、
維持・管理を行う
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２－４ その他

○その他の公共施設については、人口動態等を考慮しつつ、計画
的な整備、更新と適切な維持・管理

①教育施設

• 統廃合、再配置も念頭に置きながら、
他の施設との建替え等のタイミング
にあわせた複合的な利用を検討する

• 児童数が急増している教育施設につ
いては、増築に向けて検討する

老朽化した公立図書館と小学校を複合化
した事例（志木市立志木市小学校）
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②ごみ処理施設

• 「ささゆりグリーンパーク」について、
広域で連携しながら施設の維持・管理、
更新を行う

③がれき処分場

• 一般家庭から排出されるがれき類は「美濃加茂市一般廃棄物
埋立処分場（山之上がれき処分場）」で対応する

ささゆりクリーンパーク
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⑥火葬場

• 平成３１年度から供用開
始した「可茂聖苑」の適
切な維持・管理を行う

⑤上水道

• 計画的な水道施設の更新を行う

④し尿処理施設

• し尿、汚泥は、「緑ヶ丘クリーンセンター」で適切に処理を
行う

可茂聖苑
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３ 主要拠点整備等の方針

○「みんなの夢がかなうまち いつまでも豊かに暮らせる

コンパクト・プラス・ネットワークのまち」の実現

〇市街地等を取り巻く様々な動向を契機とした適切な機能

誘導、土地利用誘導
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主要拠点整備等
の方針図
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①中心市街地の再生

• 市街地の再整備や公共施設の整備を通じて、中心市街地を
再生する

新庁舎をいかしたまちづくりのイメージ
（出典：美濃加茂市新庁舎整備基本構想）
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②古井駅周辺の拠点性の向上

• 文教交流拠点にふさわしい機
能の充実・強化を図る

③蜂屋南地区の医療機能の充実・
強化

• 医療拠点にふさわしい機能の充
実・強化を図る

（仮称）中部国際医療センター
（出典：建設新聞ホームページ）
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④美濃太田駅北側地区の適切な

対応

• 現在の商業施設は維持し、市民
の生活利便性を確保する

• 今後は、農地の保全を基本とし
た秩序ある土地利用を誘導する

⑤加茂野地区での適切な土地利用誘導

• 農地と住宅地のバランスのとれた土地
利用を誘導する（住宅地と農地の区分）

田園居住による緑・農ある暮らし：リベラルファーム東川
（（一財）都市農地活用支援センターホームページ）

美濃太田駅北側の商業地
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⑥工業用地の整備

• 企業の高い進出意向に対
応し、新たな工業用地を
整備する

あじさいヶ丘工業団地周辺
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４ 安全・安心の方針

○災害による被害を最小限におさえるための都市基盤の整備・
充実

○自助・共助・公助の連携による地域防災力の向上

①市街地の防災性の向上

• 木造建築物が多い市街地では市
街地再開発事業の検討を行う

• 建築物の耐震診断や改修促進、
建替えによる道路拡幅等に取り
組む

• 公園やオープンスペースの確保
等に取り組む（延焼遮断等）

建替え促進などによる狭あい道路の解消イメージ
（出典：国土交通省ホームページ）
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②治山・治水対策

• 森林整備や保全を行いながら、
土砂災害防止に取り組む

• 市街地の浸水被害対策として新
丸山ダムの建設推進を要望する

空き店舗をリノベーションした事例
（出典：リノベーションによる空き店舗等再生事業（川越市））

③空家・空地の管理や有効活用

• 空家所有者へ管理を促す

• 空家や空地の活用方法を検討
する
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④地域主体の防災力の向上

• 市民一人ひとりが防災意識を高める

• 自治会や自主防災組織が主体となった防災訓練やルールづくり
の検討を行う

• 行政から適切な災害情報を発信する

• 多様な水源を確保する
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ハザードマップ
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５ 景観・観光まちづくりの方針

○豊かな自然、歴史・文化的資源の保全と継承

○景観資源と観光・交流施設を連携させた観光・レクリエー
ションの促進
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景観・交流の
まちづくり方針図
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①自然景観の保全

• 自然豊かな環境を保全する

• 人々の暮らしを通した環境保全に取り組む

• 身近に自然を感じることができるまちにする

• 伊深地区・三和地区の景観を守る
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②地域独自の暮らしや歴史・文化を代表

する景観資源の保全・活用

• 中山道「太田宿」のまちなみ景観を守り、
活用する

• 住民の主体的な景観づくりを支援する

都市農村交流の例示
：農業＋観光の取組（フルーツ狩り体験）

（出典：農水省ホームページ）

③観光・交流まちづくりの推進

• 中之島公園「リバーポートパークみ
のかも」を水辺の交流拠点として活
用する

• 都市農村交流を通じた地域の活性化
につながる取組を検討する

太田宿のまちなみ



今後の予定
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都計審 都市計画マスタープラン 立地適正化計画

平成31年
3月

★ ・まちづくりの目標、柱【審議】
・まちづくりの方針〈全体構想〉

・まちづくり方針【審議】

6月頃 ★ ・地域別構想（案）
・誘導区域、誘導施設、誘導
方策

9月頃 ★ ・都市ＭＰ（案）のとりまとめ ・立適計画（案）のとりまとめ

11月頃 ★ ・答申

12月頃 ・住民説明会、パブリックコメント

平成32年
1月頃 ・最終とりまとめ

2～3月 ★ ・公表

4月 ・計画の運用

今後の予定（案）
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