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これまでの都市計画マスタープランの協議等の経緯
年度 月 庁内調整会議 市民意向聴取 都市計画審議会 その他

H26 ・アンケート調査※総計

H27 1～3月

・部会①
⇒協議(全体構想案)
・委員会①
⇒協議(全体構想案)

・地域別懇談会※総計

H28

4～6月
・部会②
⇒協議(全体構想案)

7～9月
・委員会②
⇒協議(全体構想案)

10～12月

・部会③
⇒協議(地域別構想案)
・委員会③
⇒協議(地域別構想案)

・審議会①(10/21)
⇒協議（全体構想案）

1～3月

・部会④
⇒協議(案全体)
・委員会④
⇒協議(案全体)

・地域別懇談会
⇒意見聴取
（地域別構想案等）

・南地域(1/11)
・中地域(1/12)
・西地域(1/13)
・生津地域(1/16)
・本田地域(1/17)
・穂積地域(1/18)
・牛牧地域(1/19)
・パブリックコメント
⇒意見募集(1/11～31)

・審議会②(3/30)
⇒協議
（地域別構想案）

1．全体構想編における修正事項等



1．全体構想編における修正事項等

○全体構想編の修正箇所

Ｐ３ 計画対象期間 ⇒ 目標年次 へ表現を修正

P17 「参考：本市の人口ビジョン推計値と岐阜県の人口ビジョン推計値」
のグラフを追加

P21・23・28・32・38・43・48・53
樽見鉄道美江寺駅・横屋駅の活用、朝日大学周辺の都市機能の活用に
考慮した拠点の区域に修正

P2２・31・46
地域の活性化に寄与する新たな産業の検討を追加

P24・25・28 巣南庁舎周辺地区に市民交流拠点を追加

P37 樽見鉄道、交通弱者対策の重視について文章を追加

P40 親水空間の活用について「スポーツ等の活動の場」の表現を追加

P53 主要な防災活動拠点として、牛牧北部防災コミュニティセンターと
国が計画する防災拠点を追加



1．全体構想編における修正事項等

○拠点の考え方

・主要な動線を活かす
〈国道、県道等や都市計画道路〉

・市民生活を支える各種機能の集積
を活かす
〈商業、医療、福祉などの施設〉

・高齢化社会を意識した公共交通(Ｊ
Ｒ、樽見鉄道、バス)との連携
〈自動車以外の市民の足の確保
と活用〉

素案
P28参照



1．全体構想編における修正事項等

○拠点について



2．全体構想編における主要事業

現計画に基づく、これまでの主な実施事業
分野 主な事業名称 地域名 実施機関 進捗の状況 

道路・交通

づくり 

国道 21号の6車線化 穂積地域、牛牧地域 国 継続 

都市計画道路（本田別府線）

の歩道整備 
本田地域 市 完了 

東海環状自動車道の整備 西地域 国 継続 

岐阜巣南大野線バイパスの

整備 
中地域、西地域 県 継続 

市道西部環状線の整備 牛牧地域、南地域 市 継続 

駅周辺のバリアフリー 穂積地域 市 完了 

水・緑づく

り 

さい川さくら公園整備 牛牧地域 市 完了 

上牛牧ふれあい公園整備 牛牧地域 市 完了 

野田公園整備 牛牧地域 市 完了 

野口公園整備 穂積地域 市 完了 

井場公園整備 穂積地域 市 完了 

河川プロムナード整備 穂積地域 市 継続 

市街地づく

り 

犀川地区地区計画の指定 牛牧地域 市 完了 

宝江地区地区計画の指定 牛牧地域 市 完了 

瑞穂準都市計画区域の指定 中地域、西地域 県（市） 継続（土地利用ルールの検討） 

都市環境づ

くり 

新堀川放水路整備 牛牧地域 国、県 完了 

天王川放水路整備 生津地域 県 完了 

長護寺川の改修 西地域 県 継続 

 



2．全体構想編における主要事業

本計画で位置づけている主な事業
分野 主な事業名称 地域名 実施機関 

道路・交通

づくり 

国道 21号の6車線化の促進 穂積地域、牛牧地域 国 

東海環状自動車道の整備 西地域 国 

岐阜巣南大野線バイパスの整備 中地域、西地域 県 

市道西部環状線の整備 牛牧地域、南地域 市 

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業 本田地域、穂積地域 市 

中山道整備事業 生津地域、本田地域、中地域、西地域 市 

バス路線の運行路線・本数等の見直し検討 全体 市 

水・緑づく

り 

公共下水道の整備 全体 市 

公園整備 全体 市 

桜並木・河川周辺緑地の適切な保存・管理 全体 市 

市街地づく

り 

ＪＲ穂積駅圏域拠点化構想推進事業 本田地域、穂積地域 市 

巣南庁舎周辺地区における交流拠点の形成 西地域 市 

朝日大学周辺地区における学術研究拠点の形成 穂積地域 市 

国道 21号沿道周辺地区の整備検討 南地域 市 

準都市計画区域の土地利用ルールの検討 中地域、西地域 市 

都市環境づ

くり 

雨水排水施設の整備 全体 市 

橋梁の耐震化等 全体 県・市 

緊急輸送道路沿道における建築物の耐震化の推進 全体 市 

犀川・長護寺川等の改修 牛牧地域、西地域 国・県・市 

 



3．地域別構想編

■地域別の地区区分

◆地域別構想編では、全体
構想編の内容や、地域の特
性を考慮しながら、各地域
のまちづくりの方向性を定
めます。

◆地域区分にあたっては、
改定前の７つの小学校区に
よる区分を継承します。
この７つの地域区分は、

自然的、社会的、経済的及
び文化的諸条件、関連計画
や市民の日常生活等におい
ても、基本となっているこ
とを勘案し、設定していま
す。



3．地域別構想編 生津地域

■土地利用・都市施設等の現況

◆ほぼ全域で土地区画整理事業により基盤が整備されています。

◆幹線道路沿道、天王川周辺において、産業機能の集積が進んでいます。

◆都市計画道路は３路線あり、すべて整備が完了しています。

◆都市計画公園は９箇所あり、すべて整備が完了しています。

■地域づくりの主要課題

◆馬場交差点周辺における生活に身近な機能・施設の維持・誘導・集積

◆住環境と操業環境の調和

◆甚大な被害に備えた、減災を考慮した地域づくり



3．地域別構想編 生津地域

■地域づくりの方針

充実した都市基盤を活かした産業と住宅地が共生した利便性の
高い地域づくり

◆馬場交差点周辺において、生活に身近な商業・サービス施設、医療・福祉施設等を
維持、不足等が生じた場合には集積し、利便性の高い地域生活拠点の形成を図りま
す。

◆幹線道路沿道において、交通利便性の高さを活かした産業（商業、工業、流通・業
務等）の積極的な誘導により、産業機能のより一層の強化を図ります。

◆都市基盤の整備、長良川、糸貫川等の自然環境の保全・活用や市街地の緑化を推進
し、良好な住環境の形成を図ります。



生津地域3．地域別構想編



3．地域別構想編 生津地域



3．地域別構想編 生津地域



3．地域別構想編 本田地域

■土地利用・都市施設等の現況

◆近年は人口流入が著しく、点在的な住宅建設が進んでいます。

◆大小さまざまな規模の工場が点在しています。

◆都市計画道路は３路線あり、すべて整備が完了しています。

◆本田団地が整備されています。

■地域づくりの主要課題

◆低未利用地の計画的な活用による良好な市街地環境の形成

◆ＪＲ穂積駅周辺における都市拠点にふさわしいまちづくりの推進

◆中山道・本田延命地蔵など街並みの保全・活用



3．地域別構想編 本田地域

■地域づくりの方針

ゆとりある街並みの住宅地と歴史・自然が調和した新たな定住
の場となる地域づくり

◆多面的機能を有する農地や河川等の自然環境に配慮した、低未利用地の計画的な
活用により、良好な都市基盤を備えたゆとりある街並みの住宅地の形成を図りま
す。

◆ＪＲ穂積駅周辺、主要地方道岐阜巣南大野線などの幹線道路沿道おける商業・
サービス施設、医療・福祉施設等の集積により、人口増加に対応した生活利便性
の向上を図ります。

◆五六川、糸貫川等の河川、中山道の往時をしのばせる街並みなどを活用し、地域
の魅力向上と活性化を図ります。



3．地域別構想編 本田地域



3．地域別構想編 本田地域



3．地域別構想編 本田地域



3．地域別構想編 穂積地域

■土地利用・都市施設等の現況

◆ＪＲ穂積駅周辺は駐車場などの低未利用地が多く、商業用地の減少が目立ちます。

◆国道・ＪＲの沿線に大小さまざまな規模の工場が集積し、また、工業跡地への複合
型商業施設が立地するなど、沿道利用が進んでいます。

◆都市計画道路は７路線あり、すべて整備が完了しています。

◆ＪＲ穂積駅周辺には狭あい道路や木造住宅が密集しています。

■地域づくりの主要課題

◆ＪＲ穂積駅周辺における都市拠点にふさわしいまちづくりの推進

◆幹線道路沿道等の計画的な活用による商工業系土地利用の一層の充実

◆用途混在の解消や住環境と操業環境の調和



3．地域別構想編 穂積地域

■地域づくりの方針

まちの顔としての都市空間が形成され、多様な都市機能が集積
した、賑わいと交流が生まれる地域づくり

◆都市基盤（公園・緑地、下水道等）の整備推進や、用途混在の解消や操業環境との
調和、市街地の防災性の向上により、安全で快適な住環境への改善を推進します。

◆ＪＲ穂積駅周辺において、まちの顔としてふさわしい都市機能の集積、交通結節機
能の強化、都市空間整備を推進し、多様な交流を促進します。

◆交通利便性の高さを活かし、国道21号や主要地方道北方多度線などの幹線道路沿
道において、都市活力の向上に資する産業（商業、工業、流通・業務等）の集積を
図ります。



3．地域別構想編 穂積地域



3．地域別構想編 穂積地域



3．地域別構想編 穂積地域



3．地域別構想編 牛牧地域

■土地利用・都市施設等の現況

◆近年は人口流入が著しく、住宅建設など、宅地化が急速に進んでいます。

◆幹線道路沿道を中心に大小さまざまな規模の商業・工場が立地し、点在的な住宅の
開発により、土地利用の混在が進んでいます。

◆都市計画道路は５路線あり、一部区間を除き整備が完了しています。

◆犀川周辺地区では土地区画整理事業により基盤が整備されています。また、牛牧団
地や大規模な公園（五六川親水公園、さい川さくら公園）が整備されています。

■地域づくりの主要課題

◆犀川周辺・十九条駅周辺における生活に身近な機能・施設の誘導・集積

◆幹線道路沿道等の計画的な活用による商工業系土地利用の一層の充実

◆河川の自然・親水環境、田園地帯や犀川遊水地等の自然環境の保全・活用、治水対
策の推進



3．地域別構想編 牛牧地域

■地域づくりの方針

豊かな自然と調和し、安全で快適に暮らし続けられる地域づく
り

◆犀川周辺地区や十九条駅周辺地区、幹線道路沿道等において、生活に身近な商業・
サービス施設、医療・福祉施設等の集積を図るとともに、用途混在の解消や操業環
境との調和、市街地の防災性の向上や治水対策の推進により、安全で快適な住環境
の形成を図ります。

◆交通利便性の高さを活かし、国道21号などの幹線道路沿道において、都市活力の
向上に資する産業（商業、工業、流通・業務等）の集積を図ります。

◆河川（犀川、五六川等）や犀川遊水地の自然環境、田園風景等と調和した計画的な
土地利用を推進します。



3．地域別構想編 牛牧地域



3．地域別構想編 牛牧地域



3．地域別構想編 牛牧地域



3．地域別構想編 南地域

■土地利用・都市施設等の現況

◆横屋駅西側で住宅建設が進み、まとまった住宅地が形成されています。

◆幹線道路沿道に小規模な商業施設が点在しています。

◆都市計画道路は１路線あり、整備が完了しています。

◆横屋駅南側では市街化が進んでおらず、低密度な地域となっています。

■地域づくりの主要課題

◆都市施設や市街地整備の整備推進、防災機能の充実による良好な市街地環境の形成

◆国道21号周辺における生活に身近な機能・施設の誘導・集積

◆小簾紅園、中山道の街並み、河川の自然・親水環境の保全・活用



3．地域別構想編 南地域

■地域づくりの方針

快適でゆとりある住環境と活力ある産業集積を備え、新たな魅
力を生み出す地域づくり

◆低未利用地の計画的な活用により、良好な都市基盤を備えたゆとりある街並みの住
宅地の形成を図ります。

◆都市間・拠点間の連絡を強化する市道西部環状線の整備を推進するとともに、国道
21号沿道では、周辺環境との調和に配慮しながら、商業機能・住居機能等を形成
する土地利用を検討します。

◆小簾紅園など中山道の往時をしのばせる歴史的資源、河川（揖斐川、犀川）や農地
の自然環境の保全・活用を図ります。



3．地域別構想編 南地域



3．地域別構想編 南地域



3．地域別構想編 南地域



3．地域別構想編 中地域

■土地利用・都市施設等の現況

◆犀川と樽見鉄道の間はまとまった集落地があり、樽見鉄道の東側では田園地帯が広
がっています。

◆工業導入地域として大規模な工場や運輸倉庫施設が集積しているところがあります
が、商業施設は少ないです。

◆古くは美江寺宿が置かれ、歴史を感じさせる景観が残っています。

◆一部に狭あい道路や木造住宅が密集した地区があります。

■地域づくりの主要課題

◆幹線道路沿道における生活に身近な機能・施設の誘導・集積

◆美江寺宿、中山道の街並み、河川の自然・親水環境の保全・活用

◆果樹園や花き生産農地、水田等の計画的な保全・整備

◆甚大な被害に備えた減災を考慮した地域づくり



3．地域別構想編 中地域

■地域づくりの方針

香り高い歴史・文化の活用と農・住・工の機能調和による、個
性豊かな地域づくり

◆生活基盤（道路、下水道等）の整備により住環境の改善を図るとともに、幹線道路
沿道などにおいて、生活に身近な商業・サービス施設、医療・福祉施設等の集積を
促し、生活利便性の向上を図ります。

◆美江寺宿などの歴史的景観や地域資源の保全・活用により、観光・交流機能を強化
し、地域の活性化を図ります。

◆農地の保全による農業の振興と一団の工場の操業環境を維持するため、必要な都市
計画制度の検討を行います。



3．地域別構想編 中地域



3．地域別構想編 中地域



3．地域別構想編 中地域



3．地域別構想編 西地域

■土地利用・都市施設等の現況

◆富有柿の発祥の地で果樹園や花きの農地、田園地帯が広がって、集落地が点在して
います。

◆幹線道路の交差点周辺に商業施設が集積しています。工業導入地域として工場が点
在しています。

◆都市計画道路は東海環状自動車道が計画されています。

◆多くの河川が流れ、良好な自然環境・親水環境を有しています。

■地域づくりの主要課題

◆巣南庁舎周辺などにおける生活に身近な機能・施設の誘導・集積

◆東海環状自動車道(仮称)大野・神戸ＩＣをつなぐ利便性の高い幹線道路ネットワー
クの形成

◆果樹園や花き生産農地、水田等の計画的な保全・整備



3．地域別構想編 西地域

■地域づくりの方針

交通条件の高まりを活かした都市機能強化と、特色ある農村環
境・自然環境の共生による、活力ある地域づくり

◆巣南庁舎周辺において、公共公益施設や生活に身近な商業・サービス施設、医療・
福祉施設等の集積を図り、西部の拠点としてふさわしい地域生活拠点の形成を図り
ます。

◆将来、東海環状自動車道（仮称）大野・神戸ICに近接するという地域性とアクセス
道路である主要地方道岐阜巣南大野線バイパスの整備に伴う交通条件を活かし、産
業の集積を図ります。

◆河川（揖斐川、根尾川、犀川等）の自然環境、柿畑などの果樹園や花き農地、水田
等の農村風景、伊久良河宮跡などの歴史資源等を保全・活用し、地域の魅力向上を
図ります。
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都市計画マスタープランの今後の流れ
年度 月 庁内調整会議 市民意向聴取 都市計画審議会 その他

H29

4～6月

・部会⑤
⇒協議(案全体)
・委員会⑤
⇒協議(案全体)

・市議会①
⇒報告

・県協議

7～9月
・パブリックコメント
⇒意見募集(案全体)

10～12月
・審議会③
⇒審議（案全体）

・市議会②
⇒議決

1～3月 ・策定告示

4．今後のスケジュール


