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ᇹᾀᇘᴾ ᣃࠊᚘဒἰἋἑὊἩἻὅểỊ
ᴾ
ᾀὼᾀᴾ ỊẳỜỆ
 ᣃࠊᚘဒȞǹǿȸȗȩȳᲢˌɦžஜȗ

ஜȗȩȳƸŴˌɦƷ 3 ዻǛؕஜႎƳನ
ƱƠƯƍǇƢŵ

ȩȳſƱƍƏŵᲣƸŴޛჄࠊƴƓƚǔݩஹ
Ʒᆰ᧓ႎƳǇƪƮƘǓƷ૾ӼࣱǛଢᄩƴ

Ẑݰλዻẑᴾ ἩἻὅồỉỴἩἿὊἓ

ƠƨǋƷưƢŵ

ᇹ 1 ᇘᲴሊܭႸႎǍࢫлŴᚘဒ᧓ሁŴஜ

 ƢƳǘƪŴஜࠊƕݩஹŴͤμư᭽щƋ
ǔᣃࠊƱƳǔƨǊƴŴᢊែŴπטሁƷᣃ

ȗȩȳƷؕஜʙǛૢྸƠǇƢŵ

ࠊᚨǍעםМဇŴᘑɳǈȷሁŴᣃ

ᇹ 2 ᇘᲴወᚘ૰ሁǛǋƱƴŴஜࠊƷྵ

ࠊǛನƢǔಮŷƳᙲእƴ᧙ƠƯ౨᚛Ǜ

נƷۋǛૢྸƠǇƢŵ

ᘍƍŴЎƔǓǍƢƘǇƱǊƨǋƷưƢŵ

ᇹ 3 ᇘᲴɥˮᚘဒƴƓƚǔஜࠊƷǇƪƮ

 ƳƓŴȗȩȳሊܭƴƋƨƬƯƸŴᇹ 1

ƘǓƷˮፗƮƚǛૢྸƠǇƢŵ

ഏޛჄࠊዮӳᚘဒƷሊܭƴ́ƤƯܱƠ

ᇹ 4 ᇘᲴǢȳǱȸȈᛦ௹ሁǛ៊ǇƑƯŴࠊ

ƨǢȳǱȸȈᛦ௹ƴǑǓ˰ൟॖӼǛǔ

ൟƷॖӼǛૢྸƠǇƢŵ

ƱƱǋƴŴ˰ൟӋьƷ౨᚛ኵጢƱƠƯžǇ

ᇹ 5 ᇘᲴɥᚡǛ៊ǇƑŴஜࠊƷǇƪƮƘǓ

ƪƮƘǓ౨᚛ۀՃ˟ſǛᚨፗƠŴƜƷɶ

ƴƓƚǔɼᙲᛢ᫆ǛૢྸƠǇƢŵ

ƔǒŴࠊӏƼ؏עƷਰᐻƴƭƳƕǔǋƷ
Ẑμ˳ನेዻẑᴾ ࠊμ˳ỉộẼỀẪụ

ǛᚘဒϋܾƴƔƠƯƍǇƢŵ
 இࢸƴŴஜȗȩȳƸŴǇƪƮƘǓƷؕஜ

ᇹ 1 ᇘᲴႸਦƢǂƖᣃࠊƷۋƱܱྵƢǔ

ႎƳ૾ӼࣱǛᅆƠƨǋƷưƋǔƨǊŴᛇኬ

ƨǊƷؕஜ૾ᤆǛૢྸƠǇƢŵ

ƴƭƍƯƸŴƜǕƴؕƮƘʙಅКᚘဒƴۀ

ᇹ 2 ᇘᲴᣃࠊƷᭌƱƳǔᢊែȷඕ߷Ǎ

ƶǔƜƱƱƠǇƢŵ

ᣃࠊѣƷਗໜሁŴஜࠊƷؕஜ
ನᡯǛૢྸƠǇƢŵ
ᇹ 3 ᇘᲴעםМဇŴᣃࠊᚨŴᘑɳǈȷ
ᚇሁŴ̾КЎƷǇƪƮƘǓ
Ʒ૾ӼࣱǛૢྸƠǇƢŵ
Ẑ؏עКನेዻẑᴾ ؏עỉộẼỀẪụ
ᘍғᲢ᭗݈Ŵ˙ᐯᑣŴ፦ޛᲣǛ
ؕஜƴŴࠊǛ 6 ƭƷ؏עƴғЎƠŴע
؏ƷǇƪƮƘǓƷ૾ӼࣱǛૢྸƠǇ
Ƣŵ
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ᾀὼᾁᴾ ᣃࠊᚘဒἰἋἑὊἩἻὅỉඥࢷɥỉˮፗỀẬ
ࠊထᣃࠊᚘဒȞǹǿȸȗȩȳƸŴ˰

ƜƷƨǊŴஜȗȩȳƸŴஜࠊƷɟᢿư

ൟƕǒƠǍƢƘŴਤዓႎƳႆޒƕӧᏡ

ਦܭƞǕƯƍǔᣃࠊᚘဒғ؏ǛݣᝋƱƠ

ƳᣃࠊǛܱྵƢǔƨǊƴŴࠊထᐯǒƕ

ƯܭǊǒǕƨž᭗݈ᣃࠊᚘဒғ؏ƷૢͳŴ

؏עƷᙻໜƴᇌƪŴоॖپƷɥƴŴ˰

ႆӏƼ̬μƷ૾ᤆſǛ៊ǇƑƯ૾Ӽࣱ

ൟƷॖᙸǛӒପƞƤƯܭǊǔᣃࠊᚘဒƷ

ǛܭǊǔ࢟ƴƳǓǇƢŵ
ƞǒƴŴᣃࠊƴƓƚǔǇƪƮƘǓƷɟ

ਦᤆƱƠƯŴ 4 ࠰ƴоᚨƞǕƨǋƷ

˳ࣱǛᄩ̬ƢǔᚇໜƔǒŴ૾עᐯඥƴ

ưƢŵ
ǇƨŴᣃࠊᚘဒඥƷɥưƸŴჄƕሊܭ

ǑǔžࠊထƷᚨƴ᧙ƢǔؕஜನेᲢዮ

Ƣǔžᣃࠊᚘဒғ؏ƷૢͳŴႆӏƼ̬

ӳᚘဒᲣſǍםМဇᚘဒඥƴǑǔžם

μƷ૾ᤆſƷɦˮƷᚘဒƴƋƨǓǇƢŵ

МဇᚘဒࠊထᚘဒſሁƷɥˮᚘဒӏƼ
ƦƷ˂᧙ᡲᚘဒƱƷૢӳࣱƴƭƍƯǋသ
ॖƢǂƖƱƞǕƯƍǇƢŵ

都市計画マスタープランの位置づけ
◎都市計画法

◎他法令
・市町村基本構想
（地方自治法第 2 条 4 項）
・国土利用計画 市町村計画
（国土利用計画法 8 条）等

都市計画区域（第 5 条）

都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針
（第 6 条の 2）

市町村都市計画マスタープラン
市町村の都市計画に関する基本的な方針（第 18 条の 2）

まちづくりの個別計画・事業

地域地区
（第 8 条）

都市施設
（第 11 条）

市街地開発事業
（第 12 条）
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地区計画等
（第 12 条の 4）

促進区域
（第 10 条の 2）
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ᾀὼᾄᴾ ᚘဒݣᝋғ؏

ᾀὼᾂᴾ ᚘဒỉႸႎểࢫл
ஜȗȩȳƸŴࠊμ˳ӏƼࠊϋӲ؏עƷ

 ஜࠊƸŴ 17 ࠰ࡇྵנŴࠊ؏Ʒኖ

ݩஹǛଢᄩ҄ƢǔƱƱǋƴŴƦƷܱྵ

18ᲟƴƋƨǔ 3,922haᲢ᭗݈ထμ؏Უ

ƴӼƚƯŴᣃࠊᚘဒʙಅǛԃǊƨɼᙲ

ƕᣃࠊᚘဒғ؏ƴਦܭƞǕƯƍǇƢŵ

ሊǛଢǒƔƴƢǔǋƷưƢŵ

 ᡫࠝŴᣃࠊᚘဒȞǹǿȸȗȩȳƸŴᣃ

 ཎƴŴࠊထƕܭǊǔφ˳ႎƳᣃࠊᚘ

ࠊᚘဒғ؏ϋǛݣᝋƱƠƯܭǊǔǋƷư

ဒƸŴࠊထᣃࠊᚘဒȞǹǿȸȗȩȳƴ

ƢƕŴஜࠊƸŴӳ́ƠƯ᧓ǋƳƍૼƠƍ

ұƠƨǋƷưƳƚǕƹƳǒƳƍŴƱƞǕ

ǇƪưƋǓŴƜǕǇưˌɥƴ᧓؏עƷኽ

ǔƜƱƔǒŴஜȗȩȳƸŴφ˳ႎƳᣃࠊ

ƼƭƖǛᎋƑŴᣃࠊᚘဒғ؏ٳǛԃǊƨŴ

ᚘဒƷൿܭȷ٭Ǜ૾ӼƮƚǔਦᤆƱƠ

ǑǓ࠼؏ႎƳᙻໜưƷૢͳŴႆӏƼ̬

ƯᙲƳࢫлǛਃƏǋƷưƢŵ

μƷ૾ӼࣱǛᙸܭǊǔƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ

 ǇƨŴஜȗȩȳƸŴᘍƱ˰ൟƕң

ƜƷƨǊŴஜȗȩȳưƸŴࠊμ˳Ǜᚘ

ƠƯನሰƢǔǋƷưƋǓŴɟᡲƷӕǓኵ

ဒݣᝋғ؏ƱƠǇƢŵ

ǈǛᡫơƯŴࠊൟƷᣃࠊᚘဒƴݣƢǔྸ
計画対象区域

ᚐȷ᧙࣎ǍǇƪǁƷग़ბ࣎ǛขǊŴʻࢸ
ƷǇƪƮƘǓǁƷңщȷӋьǛ̟Ƣࢫл
ǋௐƨƠǇƢŵ

計画対象区域（市全域）

ᾀὼᾃᴾ ᚘဒ᧓ểᙸႺẲ
 ᧈႎƳᙻƴǑǓᣃࠊᚘဒǛਵƑ
ǔǋƷƱƠŴஜȗȩȳưƸ 36 ࠰ࡇ
ǇưƷಒƶ 20 ࠰᧓Ǜᚘဒ᧓ƱƠǇƢŵ
ƨƩƠŴஜȗȩȳƕᄒႺ҄ƠƨǋƷƱ

፦؏עޛ

ƳǒƳƍǑƏŴᙹٻȗȭǸǧǯȈƷφ
˳҄ȷ٭ǛƸơǊƱƠƨŴஜࠊǛӕǓ
ࠇƘऴѬƷ҄٭ǍŴ˰؏עൟƷǇƪƮƘǓ
ॖӼሁƴࣖơƯŴᢘᢘЏƴᙸႺƠŴો
ᚖǛᘍƏƜƱƱƠǇƢŵ

˙ᐯᑣ؏ע

᭗݈؏ע
都市計画区域

用途地域
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ᇹᾁᇘᴾ ޛჄࠊỉಒඞ
ᾁὼᾀᴾ ޛჄࠊỉˮፗểעѬ

山県市の位置

ஜࠊƸŴ᧲ޟჄƷᙱ݃ǓƴˮፗƠŴி
Ƹ᧙ࠊŴᙱƸஜߺࠊŴҤƸࠊ᧲ޟƴƠ
ƯƍǇƢŵ
עѬƱƠƯƸŴ҅ƴ᭗ƘŴҤƴӼƔƬ
Ư˯ƘƳƬƯƓǓŴࠊ҅ᢿưƸŴଐ൨ީ
Ǜஇ᭗ƱƠƨ 1,000m ኢƷ࠘עީޛƕ
࢟ƞǕƯƍǇƢŵɟ૾ŴࠊҤᢿưƸŴ
郡上市

200m ኢƷᡲƴǑƬƯǇǕƨႧעཞ
Ʒ࢟עƕ࢟ƞǕƯƍǇƢŵǇƨŴᧈᑣ
本巣市

߷Ʒૅ්ưƋǔᯓ፶߷ŴനΒ߷ሁƷɶݱ

山県市
美濃市

ඕ߷ƕ᧓ޛǛጐƬƯ්ǕƯƓǓŴƜǕǒ

関市

ƴඝƬƯ᎓עƕЎࠋƠƯƍǇƢŵ

北方町
岐阜市

ƳƓŴஜࠊƸŴJR ᧲ޟᬜƔǒኖ 9᳸

瑞穂市

34km ƷርƴƋǓŴࠊ᧲ޟƷщȷក
ǘƍƕ៲ᡈƴज़ơǒǕǔɟ૾Ŵࠊ᧲ޟƴ
ᨩƢǔࠊထƷɶưǋዯƕᝅƔƳ؏עư
ƋǔƨǊŴऔǇǕƨ˰އவˑǛஊƠƯƍ

○面積：222.04km2
○位置：東経 136 度 47 分 04 秒（市役所）
北緯 35 度 30 分 08 秒（市役所）
○海抜：28.26m（市役所）

ǔƱƍƑǇƢŵ

ᾁὼᾁᴾ ഭӪႎவˑ

נƷࠊ؏ƷǇƱǇǓƕǈƑƯƍǇƢŵ

ஜࠊƷഭӪƸӞƘŴʋӳᆽሁŴӞˊ

ƦƷࢸŴɶɭȷˊŴᡈɭǁƱ

ƷʴŷƷဃƷၕួƕ˨ƑǔᢡួƕƋǔ

ˊƕᆆǓ٭ǘǓŴࡑᕴፗჄǍჄСƷ්ѣ

ǄƔŴɤʟဋǍٻఙሁŴᯓȷډᑣ

ǛኺƨࢸƴƸŴྵנƷஜࠊƷᭌǛ

ˊƷӪ૰ƴǈǒǕǔעӸǋസƬƯƍǇ

Ƣ᭗݈ထŴ˙ᐯᑣӏƼ፦ޛ

ƢŵǇƨŴˊƴƓƍƯƸŴ፦ຜƷ

Ტଯԧ 39 ࠰ƴထСᘍᲣƕƦǕƧǕଯ

ǛǊƨޟם൞ƕŴٻఙ؉ǛஜਗƱƠ

ԧ 30 ࠰Ʒӳ́ƴǑǓᛓဃƠƯƍǇƢŵ

ƯƜƷעư૬ᕲᢊɤƱƷ৴ʗǛጮǓ࠼ƛ

ƦƠƯ 15 ࠰ 4 உ 1 ଐƴŴ 3 ထ

ƨƱƞǕŴƦƷӪܱƸŴʻଐǇưዒ১ƞ

Ʒӳ́ƴǑǓޛჄࠊƕᛓဃƠŴྵנƴ

ǕƯƍǇƢŵ
ɟ૾Ŵࠊ؏Ʒ٭ᢟƴƭƍƯǈǔƱŴ

ᐱƬƯƍǇƢŵ

ǍǇƕƨƙǜ

ᯓȷډᑣˊƴƸŴ
ž
૾ޛᢼſƱƠƯŴྵ
ž૾ޛᢼ
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ᾁὼᾂᴾ ޛჄࠊỉ࠼؏ႎễˮፗỀẬ
 ஜࠊƸŴࠊ᧲ޟǛɶ࣎ƱƠƨžע᧲ޟ

人口・世帯数の推移

ੱ

؏࠼؏ࠊထחſƴޓƠƯƓǓŴƻƱƭ

Ꮺ
㪈㪇㪃㪇㪇㪇

㪋㪌㪃㪇㪇㪇
㪐㪃㪇㪐㪏
㪏㪃㪎㪇㪏

Ʒဃȷኺฎ؏חƱƠƯŴಮŷƳЎư

㪋㪇㪃㪇㪇㪇

˂ࠊထƱᡲઃǛƬƯƍǇƢŵ

㪊㪌㪃㪇㪇㪇

㪐㪃㪇㪇㪇

㪏㪃㪈㪌㪌

㪎㪃㪏㪌㪍
㪎㪃㪌㪊㪎

 ཎƴŴᡫѮȷᡫܖƷཞඞƔǒǋǘƔǔ

㪏㪃㪇㪇㪇

㪊㪇㪃㪇㪇㪇

㪊㪈㪃㪌㪊㪋

㪊㪇㪃㪐㪏㪐

㪊㪇㪃㪌㪐㪉

㪉㪐㪃㪍㪍㪐

㪎㪃㪇㪇㪇

㪊㪇㪃㪐㪌㪈

㪍㪃㪇㪇㪇

ǑƏƴŴࠊ᧲ޟƱƷƭƳƕǓƸࢍƘŴƦ

㪌㪃㪇㪇㪇

㪉㪌㪃㪇㪇㪇

ƷșȃȉǿǦȳƱƠƯƷೞᏡǛஊƠƯƍ

㪋㪃㪇㪇㪇
㪉㪇㪃㪇㪇㪇

ǇƢŵ

㪊㪃㪇㪇㪇

ǇƨŴᏄƳעםǛƔƠƨᣃࠊᡈᢸ

㪈㪌㪃㪇㪇㪇

ᠾಅ࠘עưǋƋǓŴဃᮗᓔƷဃငעƱ

㪈㪇㪃㪇㪇㪇

㪉㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪇㪇㪇

㪪㪌㪌

ƠƯƷࢫлǛਃƬƯƍǇƢŵƞǒƴŴΟ

㪪㪍㪇

㪟㪉

㪟㪎

ੱญ

ǕƨᐯǛƔƠƨᚇήǹȝȃȈǛᝅ݈

㪟㪈㪉

Ꮺᢙ
（資料：国勢調査）

ƴͳƑƯƍǔƜƱǋƋǓŴʴŷƷকƍƷ
ئƱƠƯƷࢫлƕࢳƞǕƯƍǇƢŵ

࠰ᱫ᨞ޖКʴӝ
ʴӝƷ࠰ᱫನǛǈǔƱŴ࠰ݲʴӝᲢ0
᳸14 ബᲣƸኖ 15ᲟŴဃင࠰ᱫʴӝᲢ15

ᾁὼᾃᴾ ʴӝὉɭ࠘ૠ

ബ᳸64 ബᲣƸኖ 66ᲟŴᎊᱫʴӝᲢ65 ബ

ዮʴӝὉɭ࠘ૠ

ˌɥᲣƸኖ 19ᲟƱƳƬƯƓǓŴኺ࠰ႎƴ

 12 ࠰Ѭᛦ௹ƴǑǔƱŴஜࠊƷ

܇ݲȷ᭗ᱫ҄ƕᓸƠƘᡶᘍƠƯƍǇƢŵ
ƳƓŴ 12 ࠰ƷನൔƴƭƍƯŴჄ

ዮʴӝƸ 30,951 ʴƱƳƬƯƍǇƢŵ

μ˳Ʊൔ᠋ƢǔƱŴ࠰ݲʴӝлӳƕݱƞ

ኺ࠰ႎƳѣӼǛǈǔƱŴࠊ᧲ޟƷȉȸ
ȊȄ҄ྵᝋƴˤƍŴଯԧ 45 ࠰ˌᨀٻƖ

ƘŴᎊᱫʴӝлӳƕٻƖƘƳƬƯƍǇƢŵ

ƳفьǛᅆƠƯƖǇƠƨƕŴ 7 ࠰Ɣ

年齢別構成比の推移

ǒ 12 ࠰ƴƔƚƯถݲƴ᠃ơƯƍǇƢŵ
؏עКƴǈǔƱŴࠊҤᢿƷעײưƸᒉ

㪪㪌㪌

㪉㪊㪅㪏㩼

㪪㪍㪇

㪉㪉㪅㪌㩼

㪍㪌㪅㪇㩼

㪈㪈㪅㪊㩼

ƷʴӝفьǛᅆƠƯƍǇƢƕŴࠊ҅ᢿ
Ʒע᧓ޛưƸʴӝถݲƕᡶǜưƍǇƢŵ
ɟ૾Ŵɭ࠘ૠƴ᧙ƠƯƸ 9,098 ɭ࠘ư

㪟㪉

㪍㪌㪅㪉㩼

㪈㪐㪅㪐㩼

㪈㪉㪅㪊㩼

㪍㪍㪅㪈㩼

㪈㪋㪅㪇㩼

ƋǓŴفьǛዓƚƯƍǇƢŵ1 ɭ࠘Ƌƨ
ǓƷʴՃƴƭƍƯƸŴఋܼଈ҄Ʒᡶᘍƴ

㪟㪎

㪈㪎㪅㪇㩼

㪍㪍㪅㪌㩼

㪈㪍㪅㪌㩼

ǑǓŴถͼݲӼƴƋǓǇƢŵ
㪟㪈㪉

㪈㪌㪅㪉㩼

㪇㩼
ᐕዋੱญ

㪍㪌㪅㪍㩼

㪉㪇㩼

㪋㪇㩼

㪈㪐㪅㪉㩼

㪍㪇㩼

↢↥ᐕ㦂ੱญ

㪏㪇㩼

㪈㪇㪇㩼

⠧㦂ੱญ
（資料：国勢調査）
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ᾁὼᾄᴾ ငಅ
ՠಅƷኺ࠰ႎƳѣӼǛǈǔƱŴƜƜ 10

ݼಅᎍૠ
ݼಅᎍૠƸŴ 12 ࠰ྵנŴዮʴӝƷ

࠰ưՠࡃૠƸถͼݲӼƴƋǓǇƢƕŴࢼ

ኖ 52ᲟǛҩǊŴ15,959 ʴƱƳƬƯƍǇƢŵ

ಅᎍૠƱՠԼᝤ٥᫇ƴƭƍƯƸಒƶف

ನൔǛǈǔƱŴᇹ 3 ഏငಅƕஇǋٻ

ьƷͼӼǛᅆƠƯƍǇƢŵ

ƖƳлӳǛҩǊƯƓǓŴჄμ˳ƴൔǂƯ

商業の推移

ᙌᡯಅሁƷᇹ 2 ഏငಅƷлӳƕٻƖƘƳ
区 分

ƬƯƍǔƜƱǋཎࣉƱƍƑǇƢŵ
ǇƨŴኺ࠰ႎƳѣӼǛǈǔƱŴᇹ 3 ഏ

H3

商店数

ငಅƷݼಅᎍૠƸفьƠƯƍǇƢƕŴᇹ

従業者数

1 ഏŴᇹ 2 ഏငಅƷݼಅᎍૠƸถͼݲӼ

販売額

H6

H9

H11

H14

379

340

348

347

327

1,128

1,253

1,375

1,772

1,710

20,753

19,014

25,462

23,934

24,249

ƴƋǓŴཎƴᠾಅሁƷᇹ 1 ഏငಅƸƜ

（単位：人、百万円

資料：商業統計）

Ʒ 20 ࠰᧓ư 3 ЎƷ 1 ƴƳƬƯƍǇƢŵ

㪈㪍㪃㪇㪇㪇

ᴾ ಅ

就業者数の推移

ੱ
㪈㪏㪃㪇㪇㪇

㪈㪌㪃㪊㪊㪏

㪈㪌㪃㪇㪇㪏

㪈㪍㪃㪉㪎㪏

㪈㪌㪃㪍㪏㪋

ಅƸŴೞ֥φŴȗȩǹȁȃǯᙌԼŴ

㪈㪌㪃㪐㪌㪐

ܼφሁƷᙌᡯಅƕɼưƋǓŴɶưǋ፦ޛ

㪈㪋㪃㪇㪇㪇
㪌㪃㪌㪐㪊

㪈㪉㪃㪇㪇㪇

㪍㪃㪍㪍㪌

㪍㪃㪇㪏㪉

㪎㪃㪌㪍㪎

㪏㪃㪇㪇㪏

؏עǛɶ࣎ƱƠƨ൦ఀȐȫȖᙌᡯƴ᧙Ơ
ƯƸŴଐஜɟƷဃငǛᛍǔئעငಅƱ

㪈㪇㪃㪇㪇㪇

ƳƬƯƍǇƢŵǇƨŴዯᝅƔƳஜࠊƸŴ

㪏㪃㪇㪇㪇
㪎㪃㪐㪏㪏

㪎㪃㪎㪏㪊

㪍㪃㪇㪇㪇

㪎㪃㪏㪍㪌

㪏㪃㪇㪐㪍

㪎㪃㪋㪇㪎

ӞƘǑǓᙌಅǋႆᢋƠƯƍǇƢŵ
ƠƔƠŴࠊϋƷʙಅƸŴᩐኬ˖ಅƕ

㪋㪃㪇㪇㪇
㪉㪃㪇㪇㪇
㪈㪃㪍㪊㪉

㪪㪌㪌

㪪㪍㪇

╙㪈ᰴ↥ᬺ

㪟㪉

ٻҞǛҩǊƯƓǓŴᨽဇೞ˟ǍݼіƷᢠ

㪏㪋㪍

㪐㪉㪊

㪈㪃㪉㪍㪏

㪇

㪟㪎

╙㪉ᰴ↥ᬺ

㪌㪋㪋

㪟㪈㪉

৸ƷࠢƕƍƜƱƔǒŴࠊٳǁƷᒉ࠰і
щƷ්ЈƕႸᇌƬƯƍǇƢŵ

╙㪊ᰴ↥ᬺ

（資料：国勢調査）

ƜƜ 10 ࠰ƷಅƷѣӼƴƭƍƯƸŴʙ
ಅૠƸถͼݲӼŴࢼಅᎍૠӏƼᙌᡯԼ
Јᒵ᫇Ƹ್ᡪƍƱƳƬƯƍǇƢŵ

ՠᴾ ಅ
工業の推移

 14 ࠰ྵנŴࠊϋƴƸݱ٥ಅȷҵ٥
区 分

ಅƋǘƤƯ 327 ƷՠࡃƕƋǓŴ1,710 ʴ
ƕࢼಅՃƱƠƯƍƯƍǇƢŵ
ࠊϋƴƸŴྛټᡫǓሁưՠࡃᘑƕ࢟
ƞǕƯƍǇƢƕŴՠࡃƷٻᢿЎƕଐࠝƷ
ᩔᙲǛƨƢᆉࡇƷᙹݱƳǋƷưƋǓŴ
ទᝰщƸࠊ᧲ޟሁƴ්ЈƠƯƍǇƢŵ
ɟ૾ưŴᢊ 256 ӭሁƷ࠴ዴᢊែඝᢊ
ưƸŴᢸࡃٳᑄƷᇌעƕǈǒǕǇƢŵ
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H3

H6

H9

H11

H14

事業所数

269

257

263

250

253

従業者数

3,436

3,419

3,516

3,439

3,467

出荷額

62,527

64,033

64,140

63,968

62,903

（単位：人、百万円

資料：工業統計）
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ᠾಅ

指定文化財

ஜࠊưƸŴᆖ˺ŴᓔሁƷ᎓ᆔ˺ཋƷဃ

大別

種類

指定区分

建造物

国指定 1
市指定 4

白山神社拝殿、十五神社本
殿、大福寺観音堂等

古墳

市指定 13

唐鋤古墳、甘南美寺古墓等

城跡

市指定 1

四国堀跡（大桑城下町遺跡
関連）

史跡

市指定 1

宗玄塚

天然
記念物

植物

県指定 1
市指定 15

甘南美寺のサクラ、逸見杉、
おなみ桜等

魚類

市指定 1

ハリヨの生息地

構造物

建造物

市指定 1

日比野家萱葺住宅

ငǍᝊŴᰄሁƷအငಅƕޒƞǕƯƍǇ
ƢƕŴᡈ࠰ƸŴࢸዒᎍƷɧឱǍအငኇބ
史跡

ƴឪ׆Ƣǔπܹƕբ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵ
ಅǋŴᠾಅƱӷಮƴࢸዒᎍɧឱƕ᫋
ᓸ҄ƠƯƓǓŴᡈ࠰ƸŴሥྸɧឱƷౕ
ƷفьǍŴƴƓƚǔƘƍᖓᘮܹǋ
բ᫆ƱƳƬƯƍǇƢŵ

備考

（資料：H15 都市計画基礎調査等）

ᚇήὉʩ්
 ࠊϋƴƸŴᝅƔƳᐯǍ؏עஊƷӪ

ᾁὼᾅᴾ עםМဇὉཋМဇ

ួȷӸѨŴᣂםᑸᏡȷᅛǓሁŴ؏עเ
ƕᝅ݈ƴƋǓŴƜǕǒƱƾǕƋƍŴᚃƠ

עםМဇྵඞ

ǉᚇήƕႮǜƴᘍǘǕƯƍǇƢŵ
ǇƨŴᡈ࠰ƸǰȪȸȳȗȩǶǈǍǇሁ
Ʒ๛נᚨǋૢͳƞǕŴ࠰ኖ 20 ɢʴƷ

ဇעሁƕኖ 4ᲟƱƳƬƯƓǓŴᐯƷ

ᚨКƷ࠰᧓ᚇήܲૠƴƭƍƯƸŴƾǕƋ
ƍȐǶȸȫƕኖ 11 ɢʴưஇǋٶƘŴˌɦŴ
˙ᐯᑣฯƷኖ 4 ɢʴŴׄޛᬐǓƷౕπ

ӳǛҩǊƯƍǇƢŵ
ƯƸౕƴᙴǘǕŴƦƷ᧓ޛǛጐƬƯ්

主な観光資源



עםМဇƸࠊμ˳Ʒ 9 лˌɥƱٻƖƳл
ЎࠋǛǈǔƱŴࠊɶᢿƔǒ҅ᢿƴƔƚ

טƷኖ 3 ɢʴƱዓƍƯƍǇƢŵ



6ᲟŴޛȷҾƕኖ 86ᲟŴ൦᩿ȷඕ߷ȷ
൦ែƕኖ 1ᲟŴעܡƕኖ 3ᲟŴƦƷ˂πσ

ᚇήܲƕஜࠊǛᚧǕƯƍǇƢŵƳƓŴ

区 分

ஜࠊƷעםМဇನƸŴᠾဇעƕኖ

Ǖǔඕ߷ƴඝƬƯᠾဇעƕǈǒǕǇƢŵ

年間利用者数

עܡƴ᧙ƠƯƸŴ࠴ዴᢊែඝƍǍޛᙍ

四国山香りの森公園

30,148

ふるさと栗祭り

40,000

ሁƴЎࠋƠƯƍǇƢƕŴࠊҤᢿƷᢊ

伊自良湖

41,340

256 ӭඝᢊɟ࠘ưƸᨼᆢࡇƕ᭗ƘŴࠊᘑ

伊自良キャンプ場

2,785

伊自良青少年の家

17,196

伊自良湖夏祭り
釜ヶ谷
古田紹欽記念館
平和観音

עƕ࢟ƞǕƯƍǇƢŵƦƷ˂Ŵૅƕ

3,000

ˮፗƢǔעᧉٻғŴӳעғሁưǋᣃࠊ

6,170

ƷעםМဇƷǇƱǇǓƕǈǒǕǇƢŵ

−

ƳƓŴᡈ࠰ƸŴᠾಅƷᘛᡚሁǛᏑ

1,950
17,897

ƱƠƯŴᠾဇעȷౕƷᒰࡑ҄Ǎעܡǁ

八朔川祭り

1,500

Ʒ᠃੭ƕᡶǜưƍǇƢŵཎƴ࠴ዴᢊែඝ

ほたる祭り

8,000

グリーンプラザみやま

ふれあいバザール

106,952

ふるさと健康祭り

13,000

ᢊưƸƜƷͼӼƕႸᇌƪŴ፦ƠƘƷƲƔ
Ƴƴǋ҄٭ƕЈƯƖƯƍǇƢŵ

（単位：人 資料：H15 都市計画基礎調査等）
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土地利用現況



区 分



行政区域

都市計画
区域

עܡƷƏƪŴՠಅဇעƸ࠴ዴᢊែඝᢊ
ሁưᨼᆢƠƯƍǇƢƕŴಅဇעƴƭƍ

用途地域

田

畑
採草放牧地

山林
 原野
水面･河川･水路

道路用地
 鉄道用地

982
420
0
18,872
238
163
346
0

577
168
0
2,334
50
44
158
0

72
18
0
4
7
10
40
0

住宅用地
商業用地
工業用地
公園用地
学校用地
公共用地
その他
合 計

501
76
81
37
27
41
418
22,202

256
39
36
16
12
23
206
3,920

95
19
9
2
6
11
21
315








（単位：ha 資料：H15 都市計画基礎調査）










˳ƱƳƬƨᨼᓳƕӲעưǈǒǕǇƢŵ
ɟ૾ŴࠊᘑעᲢဇᡦ؏עᲣϋưƸŴ˰
ܡဇעƕμ˳Ʒኖ 30ᲟŴՠಅဇעƕኖ
6ᲟŴಅဇעƕኖ 3ᲟǛҩǊŴᣃࠊ
עםМဇƷлӳƕ᭗ƘƳƬƯƍǇƢƕŴ
ဋŴလሁƷᐯעםМဇǋŴǇƱǇǓ
ǛਤƬƯസ܍ƠƯƍǇƢŵǇƨŴਦܭဇ
ᡦ؏עƱܱᨥƷעםМဇƕʇᩉƠƯƍ
ǔሖǋǈǒǕǇƢŵ





ࠊᘑ҄ὉሰѣӼ

 ƜƜ 5 ࠰᧓Ʒࠊᘑ҄ѣӼǛǈǔƱŴ࠰




ϋƴƸŴ˰ܡƱئƕฆנƠŴᎰ˰ƕɟ


土地利用現況図



ƯƸໜנཞඞƴƋǓǇƢŵƜƷƨǊŴࠊ

᧓ưኖ 300 ˑƷሰბӏƼኖ 80 ˑƷ

田
畑
採草放牧地
山林
原野
水面・河川・水路
道路用地
鉄道用地
その他（A）

עܡႸႎƷᠾ᠃עဇƕᘍǘǕƯƍǇƢŵ
ƜǕǒƸŴႻݣႎƴࠊ᧲ޟƴᡈƢǔ
ࠊҤᢿưٶƘƳƬƯƍǇƢŵཎƴŴᢊ
256 ӭඝᢊɟ࠘ưƸ҄עܡƕᡶǜưƓǓŴ

住宅用地
商業用地
工業用地
公園用地

ᙹٻࡃᑄƷᡶЈǋǈǒǕǇƢŵǇƨŴ

学校用地
公共用地
その他（B）

ƜƏƠƨɶưŴࠊᘑעƷ҅ͨԗᡀưƸǹ
ȗȭȸȫႎƳႆѣӼǋǈǒǕǇƢŵ

旧行政区域界
用途地域界

 ɟ૾ŴሰཋƸŴ˯ޖưஙᡯƷǋƷƕ



ɼưƋǓŴࠊᘑעưƸŴᎊࡇƷ᭗ƍங



ᡯሰཋƷ݅ᨼǋᙸݲٶӖƚǒǕǇƢŵ











ࠊᘑͳૢעỉཞඞ



 ྵנƷƱƜǖŴעםғဒૢྸʙಅሁƴ



Ǒǔ᩿ႎૢͳƷᚘဒƸƋǓǇƤǜŵ



ƠƔƠƳƕǒŴࠊᘑעǍଏ܍ᨼᓳưƸŴ



ኬᘑែƷנ܍ǍŴᣃࠊؕႴƕச༌ƳǇǇ



ưƷ҄עܡƷᡶᘍሁŴբ᫆ȷᛢ᫆ǛஊƢ



ǔሖƕᙸӖƚǒǕǇƢŵ
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ᾁὼᾆᴾ עםМဇᙹС
ɟ૾Ŵౕƕ࠼ƘЎࠋƢǔࠊɶᢿӏƼ

ᣃࠊᚘဒඥ

҅ᢿưƸŴኖ 18,015ha Ʒғ؏ƕౕ؏ע

 17 ࠰ࡇྵנŴࠊ᧲ޟƴᡈƢǔ

ᚘဒݣᝋൟஊƷਦܭǛŴኖ 4,464ha

3,922ha Ʒғ؏ƕᣃࠊᚘဒғ؏ƷਦܭǛ

Ʒғ؏ƕ̬ܤƷਦܭǛӖƚƯƍǇƢŵ

ӖƚƯƍǇƢŵ
ǇƨŴࠊஇҤᢿƷ 315ha Ʒғ؏ƕဇᡦ

Ẹỉ˂

؏עƴਦܭƞǕŴሰѣƷᙹСȷᛔݰ
ƕǒǕƯƍǇƢŵƦƷƏƪŴᡈᨩՠಅ

ܹ᧸ഥƴ᧙ƢǔඥᢘဇǛǈǔƱŴඕ

؏עƸҤ҅૾ӼƷ࠴ዴᢊែඝƍǍՠࡃᘑ

߷ɥ්ᢿưƸ࠼ƍርưჿ᧸ਦעܭƴਦ

ɟ࠘Ŵแಅ؏עƸᡈᨩՠಅ؏עǁƷᡈ

ܭƞǕŴޛᙍưƸ࣯ͼْߐעүᨖғ؏

ᢿǍிᢿࠊؾưƷਦܭƱƳƬƯƍǇƢŵ

ƕໜנƠƯƍǇƢŵࠊᘑעƷǑƏƳŴʴ

ƦƷ˂ƷٻᢿЎƷ؏עưƸŴᇹ 1 ᆔ˰އ

ӝ݅ᨼעƴᨩƠƯ࣯ͼْߐעүᨖғ

؏עሁƷ˰އኒƷਦܭƱƳƬƯƓǓŴನ

؏ƴਦܭƞǕƯƍǔሖǋǈǒǕǇƢŵ

ൔƸŴ˰އኒƕኖ 81ᲟŴՠಅኒƕኖ

ǇƨŴᡈ࠰ƸŴ࣯ͼעƴᨩƠƨǓŴ

11ᲟŴಅኒƕኖ 8ᲟƱƳƬƯƍǇƢŵ

൦வˑƷफƍעғưƷעܡႆƕǈǒ
ǕŴܹƴǑǔᘮܹƕভࣞƞǕƯƍǇƢŵ

用途地域




ᾁὼᾇᴾ




ᣃࠊᚨ

ᢊែὉʩᡫ



ஜࠊƷᢊែዡƸŴࠊ᧲ޟɶ࣎ᢿƴᡲዂ



Ƣǔᢊ 256 ӭǛƸơǊŴƜǕƱʩࠀƢ



ǔɼᙲ૾עᢊ᧙ஜߺዴǍᢊ 418 ӭŴࠊ



ᙱᢿǛҤ҅ƴᡫǔɼᙲ૾עᢊ᧲ޟ፦ޛዴ



ሁŴᢊ 2 ែዴŴɼᙲ૾עᢊ 2 ែዴŴɟ
ᑍჄᢊ 5 ែዴƴǑǓᭌƕ࢟ƞǕƯƍ
ǇƢŵཎƴŴᢊ 256 ӭƱɼᙲ૾עᢊ᧙
ஜߺዴƸŴʩᡫƷٻѣᏦưƋǓŴଐ 1

ᠾਰඥὉౕඥ

ɢӨˌɥƷʩᡫƕƋǓǇƢŵ

ൔ᠋ႎឪ˜ƷݲƳƍࠊҤᢿǍ᧓ޛƷඕ

Ӳ؏עƷཞඞǛǈǔƱŴࠊ҅ᢿưƸŴ

߷ඝƍǛɶ࣎ƱƠƨኖ 3,387ha Ʒғ؏ƕ

᧓ޛƱƍƏ࢟עႎƳᙲ׆ǋƋƬƯŴᢊែ

ᠾಅਰᐻ؏עƴਦܭƞǕƯƍǇƢŵ

ዡ݅ࡇȷࣅࣱƕ˯ƘŴܹƷܔᇌᨼ
ᓳƷႆဃƕভࣞƞǕƯƍǇƢŵ

ǇƨŴƦƷƏƪƷኖ 773ha ƕᠾဇעғ

Ტăഏ᪫ƴዓƘᲣ

؏ƴਦܭƞǕŴΟᑣᠾעƷૢͳȷ̬μƕ
ǒǕƯƍǇƢŵ
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ࠊҤᢿȷࠊᘑעưƸŴൔ᠋ႎŴᢊែዡ



πטὉዯע

ƸૢƬƯƍǇƢƕŴྸעႎƳཎࣱǋƋƬ

ࠊϋƴƸŴޛჄࠊዮӳᢃѣئŴ˙ᐯᑣ

ƯŴɟᢿែዴȷሖưஔٲƷฑ๛ƕǈǒ

ዮӳᢃѣπטሁƷᙹƷٻƖƳǹȝȸȄ

ǕǇƢŵƳƓŴࠊᘑעưƸ 6 ែዴ 10.36km

ᚨƕᣐፗƞǕƯƍǔǄƔŴׄޛᬐǓ

ƕᣃࠊᚘဒൿܭƞǕƯƍǇƢƕŴૢͳྙ

ƷౕπטŴǈǍǇƷౕሁƷᝅƔƳᐯ

Ƹ˯ƍཞඞƴƋǓǇƢŵǇƨŴᡈᨩưƸ

ؾŴ؏עเǛƔƠƨȬǯȪǨȸǷȧ

ிෙཞᐯѣᢊӏƼǤȳǿȸȁǧȳǸ

ȳؾǋૢͳƕᡶǜưƍǇƢŵ

ƷᚨǋᚘဒƞǕƯƓǓŴଔૢͳƕஓ
ǇǕƯƍǇƢŵ

ƠƔƠƳƕǒŴᨼᓳƴǑƬƯƸŴଐࠝ
ဃƴ݅ბƠƨ៲ᡈƳπטŴ࠼ئƕɧឱ

ɟ૾Ŵ࠼ٳދԓƷʏᩃ҄ሁǛᏑƱƠ

ƠƯƍǔƜƱǋਦઇƞǕǔƱƜǖưƢŵ

ƯŴඝᢊᆰ᧓ƴݣƢǔӕǓኵǈǋᛢ᫆ƴ

ƳƓŴྵנƷƱƜǖŴᚘဒൿܭƞǕƯ

ਫƛǒǕǔǑƏƴƳƬƯƍǇƢŵ

ƍǔᣃࠊπטƸƋǓǇƤǜŵ

πσʩᡫೞ᧙ƴƭƍƯƸŴȐǹƷǈư
ƋǓŴ᧲ޟȐǹǍᐯɼᢃᘍȐǹƕ؏עƷ

ඕ߷Ὁɦ൦ᢊ

ᙲƳʩᡫെƱƳƬƯƍǇƢŵ
幹線道路網






ࠊϋƴƸŴᯓ፶߷Ŵ˙ᐯᑣ߷ŴനΒ߷
Ǜɼ්ƱƠƯŴ16 ஜƷɟኢඕ߷Ʊ 6 ஜƷ

自動車専用道路
国道
主要地方道
一般県道
都市計画道路
主要な河川

แဇඕ߷ƕ්ǕƯƍǇƢŵ
ƜǕǒƸŴඕ߷ඝƍƷᠾעǍᏑࢸƷ

※都市計画道路は
国・県道と重複
している場合が
あります。





ޛŷƱƱǋƴŴ፦ƠƍᚇǛನƠƯƍ
ǇƢƕŴ൦᩿ƷૢͳƸΪЎưƸƳƘŴ
ف൦ƴƓƚǔ൩ȷϛ൦Ʒভࣞƕਤƨ
ǕƯƍǇƢŵ



ǇƨŴܼࡊƔǒƷဃ൦ƴǑǔπσ



ဇ൦؏Ʒ൦ឋ൲ບǍŴအငኇބሁƴǑǔ



עɦ൦൲௨ǋভࣞƞǕƯƍǇƢŵ



ƳƓŴࠊᘑעɟ࠘ưƸŴπσɦ൦ᢊʙ



ಅƕᡶǊǒǕƯƍǇƢƕŴૢͳྙƸ˯ƍ



ཞඞƴƋǓǇƢŵ





都市計画道路の整備状況（H15 現在）
区 分
総延長

自動車専用道路
計画
5.09

幹線街路

改良済

計画
0

10.36

改良済
1.27

（単位：km 資料：H15 都市計画年報）

- 10 -

導入編 山県市の概況

Ẹỉ˂ᚨ

主要な公共公益施設

ܫπ࠻ᚨŴᏋᚨŴ૨҄ᚨሁƷ



区 分

ࠊൟƷǒƠǛૅƑǔπσᚨƸŴࠊࢫ

名称
山県市役所（旧高富町役場）

官公庁施設

Ŵ˙ᐯᑣૅӏƼ፦ૅޛƷɟ࠘ưᨼ

山県警察署
山県市消防本部・山県市南消防署

ᆢƠƯƍǇƢŵ
文化・体育施設

ٻఙעғưƸŴჄᇌᅦᅍᚨǍཎК
҅ޟҽဃ၏ᨈǋƋǓŴஜࠊƸŴ̬ͤȷҔ

高富地域

ᜱᎊʴțȸȠƕᇌעƠƯƍǇƢŵǇƨŴ

福祉施設

高富中央公民館
山県市総合運動場
保健福祉ふれあいセンター
高富老人福祉センター
高富小学校

ၲȷᅦᅍƷ᩿ƴƓƍƯऔǇǕƨؾƴƋ

富岡小学校

ǔƱƍƑǇƢŵ
教育施設

ࠊϋƷƝǈŴƠބƷϼྸƴƭƍƯƸŴ

梅原小学校
桜尾小学校

ԗᡀᣃࠊƱƱǋƴ࠼؏ႎƳࣖݣǛƬƯ

大桑小学校

ƓǓŴࠊϋƴƸŴǯȪȸȳǻȳǿȸƱޟ

高富中学校

҅ᘓဃᚨМဇኵӳƕˮፗƠƯƍǇƢŵ

官公庁施設

伊自良支所（旧伊自良村役場）
伊自良駐在所
古田紹欽記念館・花咲きホール

伊自良地域

ᾁὼᾈᴾ ˰ൟỆợỦ؏עѣ

伊自良中央公民館
文化・体育施設 伊自良図書館・伊自良美術館・伊自
良歴史民俗資料館
伊自良総合運動公園
福祉施設

伊自良老人福祉センター
伊自良南小学校

 ᡈ࠰ŴࠊϋưƸŴ˰ൟɼ˳Ʒ؏עѣ
教育施設

ƕႆ҄ƠƯƍǇƢŵ

伊自良北小学校
伊自良中学校

̊ƑƹŴ፦؏עޛƷƾǕƋƍȐǶȸȫ

美山支所（旧美山町役場）

Ǎ˙ᐯᑣ؏עƷʟ᩷ᆰࠊئƴƭƍƯƸŴ

西武芸出張所

؏עƷᠾಅࢼʙᎍǒƴǑƬƯᚨፗȷᢃփ

美山交番
官公庁施設

ƞǕƯƓǓŴʴŷƷʩ්Ǜࣱ҄ƠŴૼ

西武芸駐在所
乾駐在所

ƠƍᠾಅƷਰᐻƴǋ݃ɨƠƯƍǇƢŵ

山県市北消防署

Ǔᄂᆮ˟Ǎ߷ƮƘǓȯȸǯǷȧȃȗƕ
͵ƞǕŴᆢಊႎƳॖᙸʩ੭ƕᘍǘǕǔƳ
ƲŴܫൟңƷǇƪƮƘǓǁƷӕǓኵǈ

美山地域

ǇƨŴ᭗݈؏עƴƓƍƯǋŴǇƪƮƘ

クリーンセンター
文化・体育施設
福祉施設

美山中央公民館
美山総合運動場
美山老人福祉センター
西武芸小学校

ƕǈǒǕǇƢŵ

富波小学校
教育施設

いわ桜小学校
乾小学校
美山中学校
山県高等学校
（資料：H15 都市計画基礎調査等）
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ᇹᾂᇘᴾ ɥˮᚘဒỉૢྸ
ᾂὼᾀᴾ ẐჄൟңܳᚕẑểỉ᧙ᡲ
 ჄƷਦᤆưƋǔჄൟңܳᚕᲢ

Ẑ᭗݈؏עί᭗݈ထὸẑỉˮፗỀẬ

16 ࠰ 3 உሊܭᲣưƸŴ
žଐஜɟ˰ǈǑƍ

ᝅƔƳᐯǛஊƢǔɟ૾ŴᓸƠƍᣃࠊ

ƾǔƞƱ᧲ޟჄſǛႸƴŴჄ؏ȷ࠼؏

҄ƷǋƱƴႆޒƠƯƖƯƍǔ࢘؏עưƸŴ

ႎƳᙻໜƔǒŴಮŷƳЎưƷӕǓኵǈ

ʻࢸŴிෙཞᐯѣᢊƷᚨǛ̟ᡶƠŴ

ƷਦᤆƕᅆƞǕƯƍǇƢŵ

්ᡫȷ̽ࡉಅሁƷငಅƷႆޒǛǔƱƱ

ƜƷƏƪŴஜࠊƷᆰ᧓ႎƳǇƪƮƘǓ

ǋƴŴዯᝅƔƳᐯǛƔƠŴࣛᢘƳᣃ

ƴ᧙ƢǔƜƱƱƠƯƸŴிෙཞᐯѣ

ࠊᡈᢸעܡ˰ŴᅦᅍȷǹȝȸȄȬǯȪ

ᢊሁƷ࠼؏ႎʩ්Ǜ̟ᡶƢǔᢊែȷʩᡫ

ǨȸǷȧȳƷעƱƠƯƷࢫлǛਃƍǇƢŵ

ዡƷૢͳǛƸơǊŴ᧲ޟჄࠎݲဃဃཋ
̬ᜱவ̊ƴؕƮƘᝮƳౡཋƷ̬μŴɥ
ɦ්؏˰ൟңƷౕƮƘǓሁƴǑǔ

Ẑ˙ᐯᑣ؏עί˙ᐯᑣὸẑỉˮፗỀẬ

ᐯƱƷσဃŴƞǒƴƸŴሰཋȷםங

 ᠾޛ؏עưƋǓŴᐯǛƔƠƨᚇ

ನᡯཋƷ᎑ᩗ҄ሁƷிෙȷிҤෙעᩗǛ

ήǹȝȃȈǋᝅ݈ƴͳƑƯƍǔ࢘؏עư

ɶ࣎ƱƠƨዮӳ᧸˳СƷࢍ҄ሁƕਫ

ƸŴʻࢸŴᠾငཋƷ̓ዅעƱƠƯŴ˙ᐯ

ƛǒǕǇƢŵ

ᑣฯǛɶ࣎ƱƠƨȬǯȪǨȸǷȧȳעƱ
ƠƯŴƞǒƴƸ૨҄Ʒႆ̮עƱƠƯൢ
ƷƋǔ؏חƷɟᇢǛਃƍǇƢŵ

ᾂὼᾁᴾ Ẑ؏ע᧲ޟᇹᾃഏ࠼؏
ࠊထחᚘဒẑểỉ᧙ᡲ

Ẑ፦؏עޛί፦ޛထὸẑỉˮፗỀẬ

 ஜࠊǛԃǉ؏ע᧲ޟƷ࠼؏ࠊထחᚘ

ᝅƔƳޛƷዯƱฌ්ƴऔǇǕƨᠾޛ

ဒᲢ 13 ࠰ 3 உሊܭᲣưƸŴžࣱ̾Ʒ

ưƋǔɟ૾Ŵ൦ఀȐȫȖᙌԼƷɟٻငע

ᛦԧƕጢǓƳƢჄᣃʩ්חƷоᡯſǛႸ

ưƋǔ࢘؏עưƸŴʻࢸŴಅᙌԼӏƼ

ƴŴᣃࠊೞᏡƷᨼᆢǍऔǇǕƨเǛ

ငьԼƷ̓ዅעƱƠƯƷࢫлƱƱǋ

ஊјဇƢǔǄƔŴ؏עᲢࠊထᲣႻʝ

ƴŴऔǇǕƨᐯؾǍǭȣȳȗئሁƷ

ƷᡲઃǛǔƜƱƴǑǓŴ؏חƷᛦԧƷ

ᚨǛƔƠƨᚇήȷȬǯȪǨȸǷȧȳ

ƱǕƨႆޒǛႸਦƢǋƷƱƠƯƍǇƢŵ

עƱƠƯƷࢫлǛਃƍǇƢŵ

ǇƨŴƜƷᚘဒƷɶưŴஜࠊǛನƢ
ǔ 3 ؏עᲢ᭗݈ȷ˙ᐯᑣȷ፦ޛᲣƸŴƦ
ǕƧǕӫƴᅆƢǑƏƳࢫлǛਃƏƜƱƱ
ƞǕƯƍǇƢŵ
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ᾂὼᾂᴾ Ẑ᭗݈ᣃࠊᚘဒғ؏ỉૢͳẆ
ႆӏỎ̬μỉ૾ᤆẑểỉ᧙ᡲ

עםМဇሁỉ૾Ӽࣱ
 ࠊᘑעƷƏƪŴՠಅኒƴ᧙ƠƯƸŴ҅

᭗݈؏עǛݣᝋƱƠƨᣃࠊᚘဒғ؏Ʒ

ᢿƷᲢᣃᲣ᧲ޟᬜ᭗݈ዴǍᲢᣃᲣҤοʮ

ૢͳŴႆӏƼ̬μƷ૾ᤆᲢ 16 ࠰ 1

ዴඝᢊưғ؏Ʒ᫊ƱƳǔՠಅȷಅѦኒם

உሊܭᲣưƸŴ
žᝅƔƳဃؾƱƾǕƋ

עМဇƷᛔݰǛǔǄƔŴ
ᲢᣃᲣԧӳʟ

ƍƷǇƪȷ᭗݈ſǛؕஜྸࣞƴŴᅈ˟ऴ

ৎހዴƱᲢᣃᲣஜထౕዴƷʩࠀໜԗᡀƴ

ѬǍǤȳǿȸȁǧȳǸᚨፗƴˤƏᣃࠊನ

ƭƍƯǋŴɶ࣎עғƷɟƭƱƠƯՠಅȷ

ᡯƷ҄٭ሁǛ៊ǇƑƭƭŴ࠼؏ႎƳǇƪ

ಅѦᚨሁƷᨼᆢǛᡶǊǔƱƠƯƍǇƢŵ

ƮƘǓƷ૾ӼࣱƕܭǊǒǕƯƍǇƢŵ

ଏ܍ƷՠࡃᘑƴƭƍƯƸŴՠಅȷಅѦೞ
ᏡƱ˰އೞᏡƷσ܍ǛǔƱƠƯƍǇƢŵ

؏עỉộẼỀẪụỶἳὊἊ

 ɟ૾ŴࠊᘑٳעưƸŴǤȳǿȸȁǧȳ

ʩ්ǛǓŴ૨҄ǍऴإƷਗໜ࢟Ǜ

ǸԗᡀưƷဇᡦ؏עਦܭƷ౨᚛Ǎԗᡀૢ

ႸਦƢžᘍȷ૨҄ȷऴإਗໜעғſŴក

ͳನेƴؕƮƘᚘဒႎƳᣃࠊؕႴᣐፗᚘ

ǘƍƷƋǔඝᢊՠಅᆰ᧓Ʒ࢟ǛႸਦƢ

ဒƷሊܭƷǄƔŴᐲעғƴǑǔԗᡀޛ

žՠಅעғſŴɟׇƷಅעƱƠƯМဇƢ

עƷ̬μƷ౨᚛ǛᘍƏǋƷƱƠƯƍǇƢŵ

ǔžಅעғſŴᑣڤƳ˰ؾǛͳƑǔž˰
עܡғſŴ̬ͤȷᅦᅍೞᏡǛࢍ҄Ƣǔž̬
ͤȷᅦᅍעғſƷǄƔŴžᠾಅעғſžȬ

ᣃࠊᚨỉ૾Ӽࣱ

ǯȪǨȸǷȧȳעғſ
žౕעғſƷ 8 ע

 ᢊែȷʩᡫᚨƸŴிෙཞᐯѣᢊ

؏ƴǑǓನƞǕƯƍǇƢŵ

ǛԃǊƨെ᨞ႎƳᢊែȍȃȈȯȸǯƷ࢟
ǛƸơǊŴʴƴǍƞƠƍᢊƮƘǓŴǳ

地域区分図

ȟȥȋȆǣȐǹែዴƷਘΪȷᄩ̬ሁǛɼ
Ƴ૾ӼࣱƱƠƯਫƛƯƍǇƢŵ
ඕ߷ȷɦ൦ᢊƸŴࠊᘑעǛɶ࣎ƱƠƨ

̬ͤᅦᅍעғ

πσɦ൦ᢊૢͳƷǄƔŴᯓ፶߷ưƷ൦

ȬǯȪǨȸǷȧȳעғ

ݣሊǍᚃ൦ᆰ᧓ƱƠƯƷဇǛਫƛƯƍ
ǇƢŵ
ᠾಅעғ
ౕעғ
ዯƷȍȃȈȯȸǯ

ᐯႎؾỉ૾Ӽࣱ
᳃Ჽ

 ׄޛᬐǓƷౕπטƸŴ࠼؏ႎƳȬǯ

ᘍ૨҄ऴإਗໜעғ

ȪǨȸǷȧȳਗໜƱƠƯŴԗᡀƷഭӪႎ

ಅעғ

เǍᯓ፶߷ǵǤǯȪȳǰȭȸȉƱƷȍ

˰עܡғ

ȃȈȯȸǯ҄ǛǔǋƷƱƠƯƍǇƢŵ
 ᚇƴƭƍƯƸŴ
ᲢᣃᲣ᧲ޟᬜ᭗݈ዴư
ՠಅעғ

Ʒዯ҄ƷǄƔŴࠊᘑעǛӕǓǉဋט
Ʒ̬μǛਫƛƯƍǇƢŵ
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ᾂὼᾃᴾ ẐᇹᾀഏޛჄࠊዮӳᚘဒẑểỉ᧙ᡲ
 ࠊƷஇɥˮᚘဒưƋǔᇹ 1 ഏޛჄࠊዮ

ɟ૾Ŵ˙ᐯᑣȷ፦ޛƷעғਗໜƴƭƍ

ӳᚘဒᲢ 17 ࠰ 3 உሊܭᲣưƸŴؕ

ƯƸŴᆃࡀƳႆƷ᧸ഥǍؾᘓဃƷ

ஜྸࣞǛžᝅƔƳᐯƱщƋǔᣃࠊƕ

ӼɥƴѐǊŴᠾဇעƱƷฆ҄נ৮СǍᑣ

ᛦԧƠƨƀܤǒƔưࣛᢘƳ 21 ɭኔƷ˰

ڤƳဃؾƷ࢟ǛǔƱƠƯƍǇƢŵ

ǈᑣƍǇƪƮƘǓƁſŴᚘဒƷग़ᆅǛž˰
ǈǑƞσज़Მ ޛჄƢƯƬǀƋƬǀȷǀ

ṕᠾಅ؏עṖ

ǒǜſƱƠŴƜǕǛܱྵƢǔƨǊƷӲᆔ

 ဃငࣱƷ᭗ƍΟᑣᠾעƷᄩ̬Ǎᢂ˞

ӕǓኵǈƷ૾ӼࣱƕᅆƞǕƯƍǇƢŵ

ᠾעƷဇǛǔǄƔŴᠾעƷਤƭٶ᩿
ႎƳೞᏡǛဇƠŴᐯᝅƔƳဋטᣃࠊ

ؕஜਦ
区 分
総人口

ᚇƷ࢟ǛǔƱƠƯƍǇƢŵ
平成 12 年

平成 26 年

30,951 人

30,200 人

年少人口

4,703 人

4,040 人

生産年齢人口

20,303 人

18,210 人

老年人口

5,945 人

7,950 人

世帯数

9,098 世帯

9,560 世帯

就業者総数

15,959 人

16,100 人

第 1 次産業

544 人

300 人

第 2 次産業

7,407 人

6,140 人

第 3 次産業

8,001 人

9,660 人

ṕಅ؏עṖ
ငಅעׇǁƷ˖ಅᛔᐲƷǄƔŴᧈႎ
ᙻໜƔǒࠊᘑעƷئƷᨼኖ҄ƴѐǊŴ
עםМဇƷኝ҄ǛǔƱƠƯƍǇƢŵ
ṕౕ؏עṖ
 ᢊȷ˺ಅᢊƷᚨሁƴǑǔౕเ
ƷᏋǍᐯܖ፼Ǎ˷ୗᆰ᧓ƱƠƯƷ
ဇƷǄƔŴܹச᧸ഥƱ൦เƔǜ
ሁƷƨǊƷౕ̬μǛਫƛƯƍǇƢŵ

עםМဇỉ૾ᤆ
עםƷஊјဇǛǓŴᆃࡀƋǔࠊƷ
࢟ǍᐯؾƷ̬μǛǔƜƱǛؕ
ஜ૾ᤆƱƠƯਫ਼ƛŴ6 ƭƷМဇғЎư૾
ӼࣱƕᅆƞǕƯƍǇƢŵ

ṕඕ߷؏עṖ
үᨖሖƷો̲ŴᜱެૢͳƷ̟ᡶǍဃ
७ኒƷ̬μƴѐǊǔǄƔŴ൦ᡀؾƷૢ
ͳǛᡶǊŴ˷ୗᆰ᧓ƱƠƯƷМဇǛǔ
ƱƠƯƍǇƢŵ

ṕࠊᘑעṖ
 ɶ࣎ࠊᘑעưƸŴᣃࠊᚨƷૢͳǍ˰
ฆנƷᚐෞŴᆃࡀƋǔൟ᧓˰ܡႆƷ
ᛔݰƴѐǊǔƱƱǋƴŴܤμưࣛᢘƳഩ
ᘍᆰ᧓ǍᘑɳǈᚇሁƴᣐॾƠƨࠊᘑ
ͳૢעǛᡶǊǔƱƠƯƍǇƢŵ
ǇƨŴிෙཞᐯѣᢊǤȳǿȸȁǧ
ȳǸƷԗᡀ؏עưƸŴ්ᡫȷǵȸȓǹಅ
ǍᘍೞᏡሁƷਗໜƱƠƯŴᚘဒႎƳ
ႆǛ̟ᡶƢǔƱƠƯƍǇƢŵ
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ṕᚇήὉἾἁἼỺὊἉἹὅ؏עṖ
ׄޛᬐǓƷౕπטǍٻఙ؉ួሁƷ
ѨעƷૢͳǛᡶǊǔƱƱǋƴŴૼƨƳ
ᚇήȷʩ්เƷႆȷૢͳǍႻʝȍȃ
Ȉȯȸǯ҄ǛǔƱƠƯƍǇƢŵ

導入編 住民意向の整理

ᇹᾃᇘᴾ ˰ൟॖӼỉૢྸ
ᾃὼᾀᴾ ộẼỀẪụॖӼᛦ௹

ޛჄࠊỉݩஹỆ᧙ẴỦờỉ

 ᇹ 1 ഏޛჄࠊዮӳᚘဒƷሊܭƴƋƨǓŴ

 ࠊƷݩஹƸŴ
žͤࡍư࣎ܤƠƯǒƤ

 16 ࠰ 5 உƴžޛჄࠊࠊൟǇƪƮƘ

ǔǇƪſƕஇǋ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵǇƨŴ

ǓॖӼᛦ௹ſǛܱƠǇƠƨŵƜƷኽௐŴ

žᐯƱσဃƢǔ፦ƠƍǇƪſŴž̝Мư

Ǣ ȳ Ǳ ȸ Ȉ ᣐ ࠋ ૠ Ʒ ኖ 45 Ჟ ƴ Ƌ ƨ ǔ

ࣛᢘƴǒƤǔǇƪſƱዓƍƯƍǇƢŵ 

1,330 ʴƔǒׅሉƕࢽǒǕǇƠƨŵ

ƜǕǒƷኽௐƔǒŴᐯƷᝅƔƳǤȡ

ƜƜưƸŴᨼᚘኽௐƷƏƪŴஜȗȩȳ

ȸǸƱŴ̝МưᣃࠊႎƳǤȡȸǸƕᛦԧ

ƷឯଓưƋǔᆰ᧓ႎƳǇƪƮƘǓƴ᧙ǘ

ƠŴǒƠƷಮŷƳئ᩿ư࣎ܤज़Ǜࢽǒ

ǔǋƷǛਁЈƠŴƦƷಒᙲǛᅆƠǇƢŵ

ǕǔᣃࠊƕࠊൟƷஓǉݩஹƱƠƯᎋƑ



ǒǕǇƢŵ

ྵඞỉဃؾᚸ̖
山県市の将来像

 ឱࡇƷ᭗ƍЎƸŴ
žᐯؾſǍž൦
ᢊؾſŴžƾǕƋƍſƱƳƬƯƍǇƢŵ 
ɟ૾ŴɧƷƋǔЎƸŴ
žɶ࣎ࠊᘑע
ǍՠࡃᘑſǍž؏עኺฎݣሊſƕਫƛǒ
ǕŴщǍកǘƍƴഎƚǔƱƍƏբ᫆ໜ
ƕᙸЈƤǇƢŵǇƨŴ
žɦ൦ᢊſǍžफᐰŴ
൦ឋ൲௨ሁƷπܹſƴƭƍƯǋŴɧƱ




㪋㪐㪅㪊㩼

ஜᐽ䈪ᔃ䈚䈩䉌䈞䉎䉁䈤



⥄ὼ䈫↢䈜䉎⟤䈚䈇䉁䈤



ଢ䈪ᔟㆡ䈮䉌䈞䉎䉁䈤



⥄ὼ䈱⼾䈎䈘䉕ᵴ䈎䈚䈢䉁䈤

㪊㪏㪅㪎㩼
㪊㪋㪅㪋㩼
㪉㪊㪅㪌㩼
㪈㪍㪅㪏㩼

Ꮏᬺ䉇ㄘᨋṪᬺ䈭䈬ᵴജ䈅䉎䉁䈤

㪈㪊㪅㪉㩼

䈸䉏䈅䈇䈫ഥ䈔ว䈇䈮ḩ䈤䈢䉁䈤

ሉƑǔʴૠƕŴឱƱሉƑǔʴૠǛɥׅ
ƬƯƍǇƢŵ
 ƳƓŴƜƷǑƏƳɶưŴ4 ʴƴ 3 ʴƕ

ᢎ⢒䊶ᢥൻ䈭䈬䈏లታ䈚䈢䉁䈤

㪐㪅㪇㩼

ᄙ䈒䈱ੱ䈏⸰䉏䉎ᵹ䈱䉁䈤

㪏㪅㪇㩼
㪇㩼

ஜࠊǛ˰ǈǑƍƱज़ơƯƓǓŴμ˳Ʒኖ

㪉㪇㩼

㪋㪇㩼

㪍㪇㩼

㪏㪇㩼

㪈㪇㪇㩼

8 лƕʻࢸƷ˰ܭॖӼǛਤƬƯƍǇƢŵ
施策の満足度

ʻࢸỉໜሊỆ᧙ẴỦờỉ

※上位を掲載

区 分
自然環境（緑の豊かさ、水質等）
上水道の整備状況や水質
近所づきあい、市民同士のふれあい
ごみやし尿の収集・処理
生涯学習・文化・スポーツなどの施設・事業
防犯施設（防犯灯等）の整備状況
中心市街地や商店街の整備状況・利便性
公園や広場、子供の遊び場
まちづくりを担う人材の確保・育成
地域経済対策（産業振興、雇用対策等）

満足割合 不満割合
73.8％
56.5％
59.5％
54.7％
43.8％
29.4％
29.9％
27.3％
15.5％
13.6％

21.5％
24.8％
26.6％
34.0％
28.7％
53.5％
56.4％
54.2％
39.5％
47.4％

（注：満足割合は 満足 と やや満足 の合計値。
不満割合は やや不満 と 不満 の合計値。
）
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 ʻࢸƷǇƪƮƘǓưཎƴщǛදƙǂƖ
ሊƴ᧙ƠƯƸŴஜࠊƷཎࣱưƋǔžᐯ
ؾƷ̬μſƕᇹɟƴਫƕƬƯƓǓŴ
ƜǕƴഏƍưŴ
žҔၲ˳СƷΪܱſǍž᭗
ᱫᎍᅦᅍƷΪܱſƱƍƬƨʴƴǍƞƠƍ
ǇƪƮƘǓŴ
žဃᢊែƷૢͳſǍžπσ
ʩᡫೞ᧙ƷΪܱſƱƍƬƨМࣱ̝Ӽɥƴ
ƢǔǇƪƮƘǓƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ



導入編 住民意向の整理

将来の土地利用

今後の重点施策 ※上位を掲載








㪉㪐㪅㪉㩼

↢ᵴ〝䈱ᢛ
ㅢᯏ㑐䈱లታ

㪉㪎㪅㪍㩼

㒐ἴኻ╷䈱లታ

㪉㪎㪅㪌㩼

䉇ሶଏ䈱ㆆ䈶႐䈱ᢛ



ᣣᏱ䈱⾈䈇‛䈱ଢᕈะ



㪊㪋㪅㪋㩼

㜞㦂⠪䈱లታ

ၞ↥ᬺ䈱ᝄ⥝䇮㓹↪䈱ᄢ



㪊㪌㪅㪏㩼

ක≮䈱లታ





㪊㪐㪅㪉㩼

⥄ὼⅣႺ䈱ో

ⷰశ䊶䊧䉪䊥䉣䊷䉲䊢 䊮ᣉ⸳䈱ᢛ

㪉㪊㪅㪍㩼

ቛ䈱ᄢ

㪉㪉㪅㪐㩼



ᖡ⥇䉇㛍㖸䇮ᝄേ䈭䈬䈱ኂኻ╷

㪈㪎㪅㪋㩼
㪉㪇㩼

㪉㪊㪅㪐㩼

ᬺᣉ⸳䈱ᢛ䊶లታ



㪈㪐㪅㪐㩼

㪈㪇㩼

㪉㪋㪅㪋㩼

Ꮏ႐⺃⥌䈱ផㅴ



㪈㪏㪅㪈㩼

㪊㪇㩼

㪊㪎㪅㪊㩼
㪉㪐㪅㪋㩼

䇸䉁䈤䈱㗻䇹䈨䈒䉍

㪉㪊㪅㪉㩼

䈗䉂䈱ᷫ㊂ൻ䉇䊥䉰䉟䉪䊦䈱లታ

㪇㩼

㪠㪚䉕䉄䈢ὐ㐿⊒䉣䊥䉝䈱ᢛ



㪉㪈㪅㪋㩼

ᐢၞᐙ✢〝䈱ᢛ

䊶ᐢ႐䈭䈬䈱ᢛ䊶లታ




㪋㪐㪅㪉㩼

ᨋ䊶㉿ጊ䈭䈬䈱✛䉕⁁⛽ᜬ



㪉㪊㪅㪊㩼
㪉㪇㪅㪏㩼

↰⇌䈭䈬ㄘ䈱ో

㪈㪐㪅㪋㩼

↰ဳዬ䈱ᒻᚑ

㪈㪐㪅㪉㩼



㪇㩼

㪈㪇㩼

㪉㪇㩼

㪊㪇㩼

㪋㪇㩼

㪌㪇㩼

㪍㪇㩼


㪋㪇㩼

㪌㪇㩼

㪍㪇㩼



̾КЎỆ᧙ẴỦờỉ
˰ộẟԗᡀỉעםὉཋМဇ

 ᢊែƴ᧙ƠƯƸŴ
žഩᢊǍʩᡫܤμᚨ

 ˰ǇƍԗᡀƷཞඞƱƠƯŴ
žሥྸƞǕƯ

ƷૢͳſŴؾբ᫆ƴ᧙ƠƯƸŴž൦ឋƷ

ƍƳƍᠾעȷᆰעƷفьſǍž៲ᡈƳዯ

̬μſƕ൭ǊǒǕƯƍǇƢŵ 
ࠊൟӋьƴ᧙ƠƯƸŴʻࢸƸŴ̬ؾ

ƷถݲſǛज़ơǔʴƕٶƘƳƬƯƍǇƢŵ

μȷ፦҄Ǎᐯ̬ᜱƱƍƬƨѣǁƷӋ
住まい周辺の土地・建物利用
区 分
農地や森・林などの身近な緑の減少
管理されていない農地・空地の増加
空き地や廃屋の増加

ьࠎஓƕٶƘƳƬƯƍǇƢŵ

そう思う 思わない
45.6％
57.2％
32.3％

46.2％
31.1％
58.2％

個別分野の方向性等





区 分
道路環境

（注：そう思うは、 思う と 少し思う の合計値。
思わないは、 あまり思わない と 思わない の合計値。
）





 ݩஹƷעםМဇƴƭƍƯƸŴ
žዯƷྵཞ
ዜਤſƕஇǋ൭ǊǒǕƯƓǓŴʻࢸƷ
ϋƴƸǤȳǿȸȁǧȳǸƷᚨƕᚘဒƞ
ǕƯƓǓŴ
žǤȳǿȸȁǧȳǸǛԃǊƨਗ







ݣƠƯǋࢳƕਤƨǕƯƍǇƢŵ
ǇƨŴžπטȷ࠼ئƳƲƷૢͳȷΪܱſ
ƱƍƬƨଐࠝဃƴ᧙ᡲƢǔƜƱǋ൭Ǌ
ǒǕƯƍǇƢŵ
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したい活動
市民参加

ໜႆǨȪǢƷૢͳſƱƍƏᣃࠊႆƴ


市民参加

ໜሊƱƷૢӳƕᙸǒǕǇƢŵɟ૾Ŵࠊ



環境問題



ݩஹỉעםМဇỆ᧙ẴỦờỉ

歩道や交通安全施設の整備
高齢者や障害者に配慮した道路整備
住宅の周りの生活道路の整備
景観の美しい道路の整備
周辺市町につながる幹線道路の整備
河川や池、水路などの水質の保全
資源ごみの回収と再利用
森林や緑地、農地などの緑の保全
過剰舗装の自粛など、ごみの減量化
太陽や風など自然エネルギーの活用
アンケートなどで多くの意見を聞く
各種計画の情報提供を充実する
自治組織の支援を強化する
市長が要望を聞く懇談会を行う
公募による市民の委員を入れる
花いっぱい活動や清掃活動
リサイクル活動や省資源活動
自然保護愛護活動
市や地区の各種行事
交通安全・防犯・防災活動

割合
42.0％
35.9％
30.5％
29.7％
27.3％
45.8％
38.8％
38.5％
31.4％
18.2％
45.6％
26.2％
21.1％
20.5％
19.5％
33.0％
32.0％
29.6％
27.1％
24.5％

導入編 住民意向の整理

ᾃὼᾁᴾ ộẼỀẪụ౨᚛ۀՃ˟
全体会議

 ஜȗȩȳƷሊܭƴƋƨǓŴǢȳǱȸȈ
ᛦ௹ưƸਢƍЈƢƜƱƕưƖƳƍ؏עƷ



ᛇኬƳॖᙸȷ੩కǛᎮӕƢǔƨǊŴࠊϋ



Ӳ؏עƷˊᘙưನƞǕǔžǇƪƮƘǓ



౨᚛ۀՃ˟ſǛᚨፗƠǇƠƨŵ



ǇƪƮƘǓ౨᚛ۀՃ˟ƸŴᚘ 8 ͵ׅ



ƠƯƓǓŴ
ß˰ൟƴǑǔ੩కƷǇƪƮƘ



ǓàǛྸࣞƴŴ˰ൟƕᛍǔ؏עเƷ



נǍ˰ܡԗǓưƷբ᫆ȷᛢ᫆ƷਢƍЈƠ



ӏƼƦǕǒǛ៊ǇƑƨɥưƷ؏עƷǇƪ



ƮƘǓȗȩȳƴƭƍƯŴȯȸǯǷȧȃȗ

ワークショップ



࢟ࡸưңᜭƠƯƍƨƩƖǇƠƨŵ
ƳƓŴ࢘˟ᜭưƷ˰ൟƔǒƷॖᙸȷ੩



కƴƭƍƯƸŴɼƱƠƯž؏עКನेſ



ƴƔƠƯƍǇƢŵ












フィールドワーク（まち歩き）







































プラン発表
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導入編 都市づくりの課題

ᇹᾄᇘᴾ ᣃࠊỀẪụỉᛢ᫆
ᾄὼᾀᴾ ɼᙲᛢ᫆ỉૢྸ

広域的視点に立った拠点整備と地域の均衡ある発展

ƜǕǇưƷϋܾǛ៊ǇƑǔƱŴᣃࠊƮƘ
ǓƷᛢ᫆Ƹ P21᳸23 ƷᡫǓƱƳǓǇƢƕŴ
ƜǕǒƸಒƶഏƷ 3 ƭƴᨼኖưƖǇƢŵ

地域産業の振興と交流の豊かな都市づくり
自然と共生した住みよい居住環境づくり

࠼؏ႎᙻໜỆᇌẾẺਗໜૢͳể؏עỉרᘖẝỦႆޒ
ࠊ᧲ޟƷ҅ᢿƴˮፗƢǔஜࠊƸŴኺฎ
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ƜƱƕʖेƞǕƯƍǇƢŵ

ጚƸƋǓǇƢƕŴࠊƱƠƯƷǇƪƮƘǓ

ƜƷƨǊŴࠊᘑעưƸŴྵཞƷբ᫆ᚐ

ƴƓƍƯƸŴ؏עƷרᘖƋǔႆޒƱዮӳ
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ǑǔݩஹƷ҄٭ؾǛᢘЏƴᙸᡫƠƳƕ

ɨƢǔǇƪƮƘǓǛјྙႎȷјௐႎƴᡶ

ǒŴዮӳႎȷᚘဒႎƳᙻໜƴǑǓŴǇƪ

ǊǔƜƱƕᙲưƢŵ

ƮƘǓǛᡶǊǔƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ

ƭǇǓŴ࠴ዴᢊែƷૢͳƴǑǓ؏עƷ
ኽƼƭƖǛࢍ҄ƠŴࠊƷɟ˳ज़ǛᡮǍƔ

国道 256 号

ƴᄩᇌƢǔƱƱǋƴŴӲ؏עƷཎࣱǛ
ƔƠƳƕǒಮŷƳᣃࠊೞᏡǛΪܱƠŴμ
˳ưᙀܦȷᡲઃƠƯƍƘƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ᣃࠊೞᏡƴ᧙ƠƯƸŴཎƴŴࠊƷႆޒ
ǛཏࡽƢǔࣛᢘȷМ̝ƳࠊᘑעƮƘǓǛ
ᡶǊǔƜƱƕᙲưƢŵ

主要道路の交差点（市街地内）

ࠊҤᢿưƸŴࠊ᧲ޟƴᨩƢǔМࣱ̝
ƔǒŴ˰ೞᏡŴՠಅೞᏡŴᘍǵȸȓǹ
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ཞưƸŴஔٲƷॸࣱႎƳฑ๛ǛƸơǊŴ
ഩᘍᎍƱᐯѣƷʩᥴŴɟׇƷᠾעƷസ
܍ǍဇᡦƷฆנŴԗᡀᢿưƷǹȗȭȸȫ
ႎƳႆƷᡶᘍሁŴಮŷƳբ᫆ȷᛢ᫆Ǜ
ৼƑƯƍǇƢŵ
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ؾƷफ҄ƴьƑŴࠊ᧲ޟሁƷԗᡀᣃࠊ

˳Ʒ؏עѣƕᘍǘǕƯƍǇƢƕŴᙐ

ǁƷᒉ࠰іщƷ්ЈƕǈǒǕŴᣃࠊƷ

ᩃȷٶಮ҄ƠƯƍǔ˰ൟȋȸǺƴࣖݣƠŴ

щ˯ɦƕভࣞƞǕƯƍǇƢŵ

ࣛᢘƳǒƠǛૅƑǔᑣڤƳǳȟȥȋ

ɟ૾ưŴࠊϋƴƸிෙཞᐯѣᢊǤ

ȆǣǛዜਤȷ࢟ƢǔƨǊƴǋŴᘍƱ

ȳǿȸȁǧȳǸƷᚨƕᚘဒƞǕƯƓǓŴ

ࠊൟƷңƱŴࠊൟᐯǒƕɼ˳ƱƳƬƨ

ƜǕƴˤƏ؏עȝȆȳǷȣȫƷӼɥƸŴ

ӕǓኵǈǛɟޖᡶǊǔƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ

ငಅȷᨽဇƷ᩿ƴٻƖƳࢨ᪪ǛӏǅƢƜ
ƱƕʖेƞǕƯƍǇƢŵ

水栓バルブ製造工場

ƜƷƨǊŴஜࠊƴƓƍƯƸŴщƋǔ
ငಅನᡯƷܱྵƕᛢ᫆ƱƠƯਫƛǒǕŴ
Ꮀ˰ƷȐȩȳǹƕӕǕƨɼ˳ࣱƷƋǔᣃ
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ͳૢؾƴӕǓኵǉƜƱƕ࣏ᙲưƢŵ
ɟ૾Ŵ21 ɭኔƸʩ්ƷˊƱᚕǘǕƯ

ふれあいバザール

ƓǓŴƍƔƴƠƯʴŷǛࠊϋƴӕǓᡂǈŴ
؏עƷщفᡶƴኽƼƭƚƯƍƘƔƕᛢ
᫆ƱƍƑǇƢŵ
࠳ƍƳƜƱƴŴஜࠊƸŴᣃࠊᡈᢸƷМ
ࣱ̝ƴьƑŴƭƔƣƷ፦ƠƍٻᐯǍ
ଐஜஇӞƷעӸǛʻƴˡƑǔഭӪᝅƔƳ
ؾሁŴ˂ưƸࢽᩊƍ؏עเƴऔǇǕ
ƯƍǇƢŵƜƷƨǊŴƦƷȝȆȳǷȣȫ
ǛஇٻᨂƴႆੱƠŴʴƕᨼǇǔ᭽щႎƳ
ᚇήȷʩ්ᆰ᧓ƮƘǓǛᡶǊƯƍƘƜƱ
ƕ࣏ᙲưƢŵ
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ハリヨ生息地（ハリヨ公園）

ᾄὼᾁᴾ ЎὉႸКỉᣃࠊỀẪụỉᛢ᫆
ஜࠊƷྵཞǍɥˮᚘဒŴǢȳǱȸȈᛦ௹ᲢǇƪƮƘǓॖӼᛦ௹Უ
ሁǛ៊ǇƑƯŴЎȷႸКƴᣃࠊƮƘǓƷᛢ᫆ǛૢྸƠǇƢŵ
区 分

ᣃࠊೞᏡ

上位計画：県民協働宣言・岐阜地域第４次広域市町村圏計画・高富都市計画区域の整備、開発及び保全の方針・第 1 次山県市総合計画

都市の現状

アンケート調査結果（上段）
上位計画で示されている主な課題や事業（下段）

都市づくりの課題
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○平成 12 年現在の総人口は 30,951 人である。構成比は年少
人口が約 15％、生産年齢人口が約 66％、老齢人口が約 19％
となっている。
●居住機能
○市南部の平坦地では、若干の人口増加を示しているが、市
（人口動向、住む場
北部の山間地では人口減少が進んでいる。
に関する事項）
○年少人口の減少と老齢人口の増加が顕著である。
○通勤者・通学者の流出入動向からして、岐阜市とのつなが
りの強さが伺える。

○市民の 4 人に 3 人が本市を「住みよい」と感じている。 ○岐阜市近郊の利便性と自然に恵まれた環境を活かし、広域的な住機
能を担うにふさわしい住宅地づくりを進める必要がある。
○全体の約 8 割が今後の「定住意向」を持っている。
○「便利で快適に暮らせるまち」を将来像として望む意見 ○過疎化がみられる農山村地域では、生活環境の改善や新たな都市機
能の導入等を図り、活力維持に努める必要がある。
は全体で 3 位（上位）。
○高齢化の進展に配慮し、施設のバリアフリー化やユニバーサルデザ
○緑豊かな自然を生かした快適な都市近郊型住宅地の形成
インの導入等、人にやさしいまちづくりを進める必要がある。
［広域圏における高富地域の役割］

○商店数は平成 14 年現在 327 店あるが、小規模店舗が大半を
占めており、近年、減少傾向にある。
○国道 256 号沿道等では、郊外型店舗の立地がみられる。
○自然・歴史的資源を活かした観光が盛んで、毎年約 20 万人
が観光客として訪れている。ふれあいバザール、伊自良湖、
●商業・交流機能
四国山香りの森公園等で、特に観光客が多くなっている。
（買い物、遊び、ふ
れあう場等に関す ○大桑城跡をはじめ、38 の指定文化財（有形）がある。
○市民自らがまちの活性化を考える機会・場が増えている。
る事項）

○「中心市街地や商店街の整備状況、利便性」に対する満 ○市外への購買流出を抑制するため、利用しやすい商店街づくりや、
幹線道路沿道での商業施設誘導等、有効な土地利用を進める必要が
足度は低い。
ある。
○「自然の豊かさを活かしたまち」を将来像として望む意
○商店街は、買い物の場としてだけでなく、コミュニティ形成や交流
見は全体で 4 位（上位）。
の場として活用を図るため、福祉や観光施策と連携した取り組みに
○市民の約 7 割が市政への参加に関心を持っている。
努める必要がある。
○伊自良湖を中心としたレクリエーション地域の振興［広 ○交流人口の拡大を図るため、自然等を活かした山県市らしい観光資
源の開発や、受け入れ体制の充実を進める必要がある。
域圏における伊自良地域の役割］
○恵まれた自然環境やキャンプ場等の施設を活かした観 ○地域コミュニティを育成し、住民自らが考え、行動する官民共働の
まちづくりを進める必要がある。
光・レクリエーション地としての振興［広域圏における
美山地域の役割］
○まちの顔となる賑わいのある商業空間の創出

עםМဇ

○機械器具、プラスチック製品、家具等の製造が中心の工業形
態である。
○古くより製材業や水栓バルブ製造業が発達している（市中
●工業機能
部〜北部を中心）。
（ものづくり、働く
場に関する事項） ○零細企業が大半を占め、働く場は限られているため、市外へ
の若年労働力の流出が著しい。

○「地域経済対策（産業振興、雇用対策など）
」に対する施 ○バルブ加工等の地場産業の振興とともに、周辺の居住環境が悪化する
ことがないよう留意した産業環境づくりを進める必要がある。
策満足度は全体で最も低くなっている。
○地理的・自然的優位性や、東海環状自動車道インターチェンジの
○東海環状自動車道の整備促進
設置効果等を活かしながら、新規企業を誘致し、職住のバランス
○県営産業団地の整備
化を図る必要がある。
○工業製品及び林産加工品の供給地としての振興［広域圏
における美山地域の役割］
○インターチェンジ周辺での流通・サービス業の拠点づくり

○市南部の 3,992ha の区域が都市計画区域に指定され、うち
315ha の区域が用途地域に指定されている。
○宅地は市全体の土地利用の約 3％を占めている。
○住宅と工場が混在する集落が各地でみられ、幹線道路沿道
では商業用地の集積がみられる。
○市南部の国道 256 号沿道一帯は、特に都市型土地利用の集
積度が高く、市街地が形成されている。大門地区、谷合地
区等でも都市型土地利用のまとまりがみられる。
○市街地内では、田、畑がまとまって残存しており、指定用途
地域と実際の土地利用との乖離もみられる。一方の市街地外
（市街地以北）では、スプロール的な開発動向がみられる。

○将来の土地利用の重要点は、
「インターチェンジを含めた ○市街地内に残存する低未利用地の利用促進を図り、都市に必要な各
種機能の強化に努める必要がある。
拠点開発エリアの整備」が全体の 3 位（上位）。
○居住環境の保全や産業活動の効率化を図るため、住宅と工場の新た
な混在の抑制や、点在する工場の集約化等による用途純化に努める
○インターチェンジ周辺での用途地域の拡大検討。
必要がある。
○市街地内での計画的な宅地化。
○既成市街地での土地利用の純化と実態を踏まえた用途見 ○地域間バランスを考慮し、各地域の生活利便性の向上に資する土地
利用を進める必要がある。
直し。
○市街地や集落周辺での無秩序な宅地化の広がりを抑制する必要が
ある。特に、利便性の高い、岐阜市近接部や岐阜市に連絡する幹
線道路沿道一帯では、都市計画区域や用途地域の指定・拡大等に
より、宅地化を計画的にコントロールしていく必要がある。

●都市型の土地利用
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区

עםМဇ

分

●自然型の土地利用

都市の現状

アンケート調査結果（上段）
上位計画で示されている主な課題や事業（下段）

都市づくりの課題

○田、畑、森林等の自然型土地利用は、市全体の土地利用の
9 割以上を占めている。
○自然型土地利用の約 85％を占める森林は、市中部から北部
にかけて広がっている。
○市南部や河川沿い等に分布する農地は、農用地区域の指定
等により、保全・整備が図られている。
○農業や林業を取り巻く情勢は厳しく、後継者不足や、農地・
森林の荒廃化・面積減少が問題となっている。

○「自然環境（緑の豊かさ、川や湖の水質、空気など）」に
対する満足度は突出して高い。
○住まい周辺の土地に関して、
「身近な緑が減ってきた」と
感じる市民が多い。
○「自然と共生する美しいまち」を将来像として望む意見
は、全体で 2 位となっている。
○今後の重点施策及び将来の土地利用での重要点は、
「自然
環境・緑の保全」が最も支持されている。

○農林業生産機能の維持・向上を図るとともに、生産環境と調和した
良好な集落居住環境づくりに努める必要がある。
○森林は、公益的機能の発揮とともに、人と自然の共生に向け、地域
住民等と連携して保全・管理に努める必要がある。
○なお、インターチェンジ周辺の森林については、積極的な保全を図
るための方策を検討する必要がある。
○グリーンツーリズムの展開など、豊かな環境の多角的・柔軟な活用
に努める必要がある。

○上下流域住民の協働による森林づくり
○インターチェンジ周辺の山地における風致の維持
○農産物供給地としての振興［広域圏における伊自良地域
の役割］

●道路・交通
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○市の交通体系は、国道 2 路線、主要地方道 2 路線、一般県
道 5 路線により構成されている。
○国道 256 号と主要地方道関本巣線は、平日 1 万台以上の交通
量があり、市街地内では朝夕の渋滞がみられる。
○都市計画道路の整備率は低い。
○市街地近隣では、東海環状自動車道及びインターチェンジ
の建設が計画されている。
○山間地では、地形的な要因により道路網密度・循環性が低
く、災害時の孤立集落の発生が懸念される。
○公共交通機関は、バスのみとなっている。

○道路環境に関しては、
「歩道や交通安全施設の整備」や「高 ○市外の地域との広域的なまちづくりを進めるため、東海環状自動車
道や国道 256 号等の広域幹線道路の整備を進める必要がある。
齢者や障害者に配慮した道路整備」が求められている。
○今後の重点施策として「生活道路の整備」、「公共交通機 ○生活や産業の利便性を向上し、地域間の機能連携を進めるため、イ
ンターチェンジ周辺の道路網の整備や、市全体での循環性のある交
関の充実」が全体の 4 位・5 位（上位）となっている。
通ネットワークの形成に努める必要がある。
○高齢化の進展を考慮し、安全・快適な交通環境づくりを進める必要
がある。
○東海環状自動車道、地域高規格道路の整備
○インターチェンジ設置等を見越した段階的・体系的な道 ○地域の重要な交通手段として、バス路線網の維持・充実を図る必要
がある。
路交通ネットワークの形成
○公共施設（道路等）におけるバリアフリー化の推進

●公園・緑地

○地域間バランス等を考慮しながら、市民が身近で利用できる公園、
○市内には、都市公園として計画決定された公園は無い。
○「公園や広場、子供の遊び場」に対する満足度は低い。
広場を計画的に確保していく必要がある。
○伊自良総合運動公園等、大規模な施設の整備は進んでいる ○将来の土地利用の重要点として「公園・広場などの整備・
○広域的な利用を促進するため、特徴的な地域資源を活かした公園・
が、日常生活上の身近な公園や広場は不足している。
充実」が全体の 2 位となっている。
緑地の確保や、相互のネットワーク化（東海自然歩道の活用、サイ
○四国山香りの森公園等、市の特性である豊かな自然や、地
○東海自然歩道の整備促進等による緑のネットワーク強化
クリングロード整備等）に努める必要がある。
域資源を活かした施設が配置されている。
○四国山香りの森公園、大桑城跡等の景勝地の整備
○自然を活かした多様な形態の公園・緑地の確保

●河川・下水道

○生活排水による河川の水質汚濁が懸念されており、市街地で ○「下水道」や「水質汚染などの公害」に対する満足度は ○本市は水源に近く、公共用水域の水質保全上、重要な地域である。
このため、市街地での公共下水道事業の推進等、地域特性を考慮し
は公共下水道事業が進められているが、整備率は低い。
高くない。
ながら、計画的に生活排水対策を進める必要がある。
○河川は、鳥羽川、伊自良川、武儀川を主流として、16 本の ○環境問題への取り組みに対しては「河川や池などの水質
○河川については、利水、治水に考慮して、河川改修や排水路設置等
一級河川が流れている。これらは、治水面の整備が充分で
の保全」が最も求められている。
の整備を図る必要がある。
なく、増水時における氾濫・冠水が懸念されている。
○鳥羽川等での改修と、公園・緑地間を結ぶ緑のネットワ
○また、暮らしに潤いを与える空間として、親水機能や緑地機能を付
ークとしての整備
加していくことが望まれる。
○公共下水道を核とした水質保全対策の推進
○危険箇所の改修や護岸整備、余暇空間としての活用

●公共公益施設

○官公庁、教育、文化等の暮らしを支える公共施設は、市役 ○今後の重点施策は、「医療体制の充実」が 2 位、「高齢者 ○市民の健康で文化的な暮らしを支援するため、地域間バランスや高
所、伊自良支所及び美山支所の一帯で集積している。
齢化の進展等を考慮しながら、身近な各種公共サービス機能を充実
福祉の充実」が 3 位となっている。
○大桑地区では、県立福祉施設や特別養護老人ホーム等の立 ○「健康で安心して暮らせるまち」を将来像として望む意
してくことが必要である。
地がみられる。
○保健・福祉に関しては、大桑地区での施設集積を活かしながら、広
見が全体で最も多くなっている。
○ごみ処理はクリーンセンター、し尿処理は岐北衛生施設利用
域的な拠点機能の強化に努める必要がある。
○岐阜市とのごみ処理広域化事業の推進
組合岐北衛生センターで対応している。
（いずれも市内施設）
○ごみ、し尿の処理施設等については、施設の適正な維持・管理とと
○文化の発信地としての振興［広域圏における伊自良地域
もに、周辺市町との連携のもと、需要に対応した機能の確保を図る
の役割］
必要がある。
○福祉・スポーツ・レクリエーション地としての振興［広
域圏における高富地域の役割］
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区

分

都市の現状

アンケート調査結果（上段）
上位計画で示されている主な課題や事業（下段）

都市づくりの課題
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○土地区画整理事業等の面的整備の計画は無い。
○「生活道路」、「公園や広場」、「下水道」、「宅地」等の住 ○市街地内では、定住を促進するため、都市計画道路の整備等により、
都市基盤の水準を向上させる必要がある。
○市街地や集落では、細街路の存在や、都市基盤が未熟なま
宅周りの都市基盤に対する満足度は全体的に低い。
までの宅地化の進行等、都市基盤上の問題・課題を有する ○「中心市街地の整備状況、利便性」に対する満足度は低い。 ○都市基盤上の問題・課題を有し、土地利用の整序が求められる箇所
や、新たな都市機能の導入を進める箇所等では、面的な都市基盤整
箇所がみられる。
○市街地での宅地化促進のための計画的な社会基盤整備
備を検討のもと、計画的な取り組みに努める必要がある。
○インターチェンジ周辺での計画的な都市基盤整備
○特に、インターチェンジ周辺では、有効な土地利用を進めるために、
計画的な都市基盤整備の検討を行う必要がある。

ᴾ ᴾ ᚇ

○農地、森林、河川等、美しくのどかな景観を構成する要素 ○住まい周辺の土地に関して、
「空き地や管理されていない ○景観を悪化し、混乱させている要素の整序を図るとともに、自然
資源や歴史的資源の保全を図り、美しくのどかな郷土景観の維持
に恵まれている。
農地が増えてきた」と感じる市民が多い。
に努める必要がある。
○都市化が進む近年、道路沿道での屋外広告の乱雑化、農地・ ○将来の土地利用の重要点として、
「まちの顔づくり」が全
○まちの顔としてアピールできるシンボル的な景観づくり、市全体の
森林の荒廃化、大規模建築物の違和感等、景観阻害要素が
体の 4 位（上位）となっている。
統一感のある景観づくり等、見られることを意識した取り組みを行
目立つようになっている。
○市民が参加したい地域活動は、
「花いっぱい活動や清掃活
い、集客・交流のまちづくり等に活かすことが求められる。
○賑わい、元気な暮らしの風景という点に関しては、共有さ
動」が最も支持されている。
れるイメージや存在感に欠ける部分がある。
○山並み景観、里山景観等の優良な景観資源の保全・再生
○幹線道路沿道での緑化や良好な河川景観の創出等、景観
に配慮した空間・構造物づくり
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○市街地や集落の一部では、緊急車両の通行が困難な細街路
がみられる。
○市全体として、木造の建築物が多く、市街地内では老朽木
造住宅の密集が多少見受けられる。
○急傾斜地崩壊危険区域や砂防指定地が数多く分布している。
○近年、急傾斜地に隣接したり、排水条件の悪い地区での宅地
開発がみられる。

○今後の重点施策として、
「防災対策の充実」が全体の 6 位 ○救急・消防活動の円滑化のため、細街路の改善や避難場所となる公
園等の確保に努める必要がある。
（上位）となっている。
○切迫性が高いといわれる東海・東南海地震等を想定し、防災上重要
○東海・東南海地震を中心とした総合防災体制の強化
な施設や一般建築物の耐震性・耐火性の向上を図るとともに、ライ
○細街路整備、耐震性向上、避難場所確保による市街地の
フラインの耐震性確保に努める必要がある。
防災性能の向上
○災害危険箇所での宅地化抑制を図るとともに、砂防・治山事業や、
○砂防・治水の推進
河川改修等の防災対策を進める必要がある。
○ハザードマップ等による災害危険箇所の周知や、自主防災組織の活
性化等、ソフト施策の充実を図る必要がある。

