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第１章 基本構想 

１． 都市づくりの基本理念・基本方針 

本市では、まちづくりを進めるうえで最上位の計画となる「合志市総合計画 第2次基本構想」

が2016年（平成28年）3月に策定され、『人と自然を大切にした協働によるまちづくり』を基

本理念とし、将来都市像『元気・活力・創造のまち』や将来都市像を実現させるための横断的課

題『健康都市こうし』を定めています。 

都市計画マスタープランにおいても、総合計画が目指すまちづくりの実現に向けて、将来都市

像を踏襲することとします。 

 

 

将来都市像 

元気・活力・創造のまち ～健康都市こうし～ 

 

また、総合計画で掲げている市の将来像の実現につなげていくためのまちづくりの6つの政策

（基本方針）を踏まえ、都市計画マスタープランにおける都市づくりの基本方針を以下のように

設定します。 

 

 

◆都市づくりの基本方針 

①自然環境と調和した機能的な都市構造の形成 

・将来の人口増加に対して、計画的に土地利用を誘導するとともに、適切な都市機能の集積を図

ります。 

・主要な道路や公共交通により地域間交流を促進する交通ネットワークを構築し、利便性の高い

コンパクトなまちづくりを推進します。 

・市街化調整区域で形成される自然環境に恵まれた静かな住環境や地域コミュニティの保全を図

ります。 

 

②本市の活動を支える効率的・効果的な交通体系の形成 

・本市の骨格となる交通体系を明確にすることにより、生活や産業を支える道路ネットワークの

構築を図ります。 

・都市内外との連携・交流を促進する利便性の高い公共交通の確保・維持・改善を図ります。 

・通行量に応じた幅員の確保や段差の解消、電柱等障害物の移設など、誰もが安全・快適に移動

できる道路環境の整備を推進します。 

 

③農業と工業との連携による活力・賑わいの形成 

・農業振興地域整備計画により農用地区域に指定された優良農地は、本市の基幹産業を支える重

要な資源として、保全を図ります。 

・既存工業団地の機能充実や新たなインターチェンジ周辺等への企業誘致の促進による産業集積

を図ります。 
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④安全・安心に暮らせる都市環境の形成 

・防災体制の構築や狭あい道路・行き止まりの解消、災害に強いライフライン整備など、災害に

備えたまちづくりを推進します。 

・地域コミュニティの維持・強化や市民との協働による防災・防犯活動を推進します。 

 

⑤持続可能な都市経営の形成 

・本市が積極的に進めている「産業振興及び地域社会発展のための包括的連携協定」による産学

官民連携を活かした企業誘致を進めるなど、産業活動が活発に行われ、賑わいを呼び、市民が

生き生きと働くことのできる稼げるまちづくりを推進します。 

・財政制約が強まる中、都市政策のみならず、都市に関わる多方面の分野の政策とも連携し、経

営の視点を盛り込んだ持続可能な都市づくりを推進します。 

 

 

◆総合計画におけるまちづくりの６つの政策（基本方針） 

１．自治の健康 

まちづくりについては、自治基本条例に定める「参画と協働」を基本に

地域住民自治の推進を図ります。 

併せて、「情報は市民共有の財産である」との認識のもと積極的な情報

公開に努め、行政改革大綱に沿った改善、改革への取り組みで、より一層

の透明性、信頼性のある市政運営をめざします。 

また、安定した市政運営のため、自主財源の確保とともに、財政計画に

基づく、健全な財政運営に努めます。 

２．福祉の健康 

生涯にわたって健康で元気な暮らしができるよう健康寿命の延伸をめざ

し、健康づくりへの取り組みを推進します。 

併せて、住み慣れた地域で安心して子育てができるよう、また高齢者や

障がい者が地域社会の一員として自立した生活が送れるよう、すべての人

にやさしい健康・福祉のまちづくりをめざします。 

３．教育の健康 

未来を担う子どもたちの夢を育み、夢の実現をめざす教育を推進しま

す。 

また、市民一人ひとりの基本的人権を尊重しながら、市民が生き生きと

生涯学習活動に取り組むことができる環境をつくり郷土愛の醸成を図りま

す。 

４．生活環境の健康 

市街地から農村へと広がる、恵まれた自然を維持し、緑豊かな環境と調

和した住環境の整備と循環型社会の構築を図りながら、安全安心に暮らせ

るまちづくりをめざします。 

５．都市基盤の健康 

地域の特性を活かしながら、ゆとりある充実した市民生活が営めるよ

う、土地利用の推進と道路網の整備に努めます。 

また、まちづくりと連動した市民が利用しやすい公共交通網の整備をは

じめとした生活基盤の充実を図ります。 

６．産業の健康 

本市の基幹産業である農業をはじめ、商工業など産業全体の振興を図る

ため、生産・販売力の強化による所得向上、後継者の育成、企業誘致によ

る働く場の確保、新たな産業の創出、特産品の開発などに努め、合志市で

暮らし、市内で働ける環境づくりを推進します。 
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２． 目標年次及び将来フレーム 

（１） 目標年次 

本計画の基準年次は、策定年となる2019年（令和元年）とし、都市計画マスタープランの

目標である概ね20年後を想定し、2040年（令和22年）を目標年次として設定します。 

また、基準年次から10年後となる中間年次（2030年（令和12年））には、本計画の見直

しを検討するとともに、社会情勢などにより計画内容に変更を要する場合には、状況に応じて

適宜見直しを検討します。 

 

（２） 人口フレーム 

本計画における推計人口は、2019年（平成31年）3月に本市が検討した将来推計人口を基

に、以下のとおり設定します。 

 

◆将来推計人口 

基準年次 

2019年（平成31年3月末時点） 

中間年次 

2030年（令和12年） 

目標年次 

2040年（令和22年） 

62,343 人 70,578 人 76,507 人 

 

（３） 土地利用フレーム 

本市の市街化区域は、熊本市に隣接する南部に形成され、行政区域面積の約1割に人口の約

６割が居住しています。市街化区域内の容積率は、ほとんどが100％未満と高くないものの、

人口密度は63.0人/haと都市計画区域内の市町の中で最も高く、市街化区域内の田・畑・山林

（土砂災害警戒区域（急傾斜）等約2haを除く）が占める割合は約6％と少ないことからも、

市街化区域内の開発用地はほとんどない状況にあります。そのため、市街化区域の拡大（竹迫

地区65.0ha、御代志地区48.7ha）を順次行ってきました。 

市街化調整区域においては、2008年（平成20年）に熊本県が制度化した集落内開発制度

（法34-11指定区域）や本市が2007年（平成19年）に策定した市街化調整区域における土

地利用方針及び地区計画策定基本方針・計画基準（2019年（令和元年）改正）に基づき、計

画的な市街地形成を図っています。北熊本ＳＩＣが供用され、今後は中九州横断道路などが整

備される中、利便性が高まるとともに、更なる人口増加が予測されることから、市街化調整区

域の土地需要は更に高まることが予想されます。 

以上を踏まえ、本市の今後の土地利用のあり方として、公共交通や生活の利便性が高く、既

存市街地との連続性ある区域に計画的に市街地を誘導するコンパクトなまちづくりを推進する

こととし、必要な開発想定面積を以下のように算出します。 
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◆新規に必要な市街地の規模 

①基準年次（2019年）の人口（人） 
62,343 

将来推計人口より 

②目標年次（2040年）の推計人口（人） 
76,507 

将来推計人口より 

③増加予測人口（人） 
14,164 

② - ① 

④既存市街化区域内における開発余剰地（ha） 
35 

2017年度（平成29年度）都市計画基礎調査より集計 

⑤市街化区域可住地人口密度目標値（人/ha） 
87.0 

第5回定期見直しに係る資料より 

⑥既存市街化区域内での収容可能人口（人） 
3,045 

④ * ⑤ 

⑦既存市街化区域内で収容できない人口（人） 
11,119 

③ - ⑥ 

 

◆既存市街化区域内における開発余剰地（田・畑・山林）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 庁内資料 
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３． 将来都市構造 
 

◆ コンパクトなまちづくりを推進するにあたり、都市機能の骨格となる「拠点」「軸」

「ゾーン」を明確にした秩序ある都市づくりを推進します。 

◆ 無秩序な宅地化を抑制し、拠点地区や骨格となる軸周辺を基本とした公共交通や生活の

利便性が高く、既存市街地との連続性のある区域に、計画的に市街地を誘導するコンパ

クトなまちづくりを推進していきます。 

 

総合計画 第2次基本構想（H28.3）等の上位関連計画を基に、本市の今後の都市づくりにおい

ては、市内各地域の特性を踏まえ、役割を明確にしながら、地域の拠点性を向上させる都市機能

や生活環境の整備を図っていくことが重要です。市内各地域で不足する機能等については中心部

や各地域間で補完し合うなど、地域間を公共交通等によって便利に移動できるアクセス性を確

保・強化していくことが重要となります。また、今後も引き続き人口増加が予想される中、無秩

序な宅地化を抑制し、拠点地区周辺や骨格となる軸周辺を基本とした公共交通や生活の利便性が

高く、既存市街地との連続性のある区域に計画的な市街地を誘導していくことが重要となりま

す。 

以上を踏まえ、将来都市構造の基本イメージを以下に整理します。 

 

◆将来都市構造の基本イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

拠点地区 

多様な都市機能が集積した地域核を形成 

骨格となる軸 

主要な道路や公共交通（鉄道・バス）に

より地域間交流を促進する交通ネットワー

クの構築 

土地利用ゾーニング 

無秩序な宅地化を抑制し、利便性の高い

拠点地区周辺や拠点地区へのアクセス性に

優れる交通ネットワーク周辺を基本とした

計画的な市街地形成を図るとともに、周辺

の豊かな自然・田園環境との共生にも配慮

した都市を形成 

黒石 

地区 

中央 
地区 

須屋 

地区 

 

地区 

 
地区 

北熊本SIC 
地区 

合生・栄 

(仮)西合志IC 
地区 

(仮)合志IC 

地区 

ｾﾐｺﾝ 

ﾃｸﾉﾊﾟｰｸ 

野々島 
地区 
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（１） 拠点地区 

 １）都市機能拠点 

市役所庁舎やヴィーブルなどが位置する合志北部地区や土地区画整理事業による「こうしの

顔づくり」を進めている中央地区については、行政・商業・サービス・交通結節など高次の都

市機能誘導を図る「都市機能拠点」として位置づけます。 

 

 ２）生活居住拠点 

合志南部地区や野々島地区、合生・栄地区、黒石地区、須屋地区については、日常生活に関

連の深い都市機能や各地域の特性を踏まえた都市機能の誘導を図る「生活居住拠点」として位

置づけます。 

 

 ３）産業業務拠点 

広域交通拠点となるインターチェンジ周辺という地理的優位性を有する北熊本SIC周辺地区

や（仮）西合志IC周辺地区、（仮）合志IC周辺地区、市東部に位置するセミコンテクノパーク

は、計画的な土地利用誘導や産業基盤の充実を図る「産業業務拠点」として位置づけます。 

 

（２） 骨格となる軸 

 １）都市連携軸 

本市を縦断する国道387号や本市を横断する市道 御代志植木線、（一）大津西合志線は、

本市の骨格を形成する主要な道路であることから、「都市連携軸」として位置づけます。 

 

 ２）都市連携補完軸 

その他主要地方道・一般県道等については、自動車交通を円滑に処理するとともに、市内各

地域や拠点間、周辺市町を結ぶ市内道路ネットワークとして、都市連携軸を補完する「都市連

携補完軸」として位置づけます。 

 

（３） 土地利用ゾーニング 

 １）市街地ゾーン 

本市では、市街化調整区域における住宅開発等が進み、人口が増加傾向にあります。今後も

安定した定住人口の確保や良好な市街地を形成するため、計画的な土地利用誘導による適正な

市街地規模の確保を図ります。 

公共交通や生活の利便性が高く、既存市街地との連続性ある区域に計画的に市街地を誘導す

るコンパクトなまちづくりを推進していくことから、既存の市街化区域及び都市連携軸周辺を

市街地ゾーンとして位置づけます。 

 

 ２）自然環境共生ゾーン 

本市には、昔から形成されている集落や大規模な団地開発によって形成された集落が点在し

ています。これら既存集落については、今後も良好な集落環境を維持しつつ、生活道路や生活

利便施設の整備など、コミュニティの活力維持を図ります。 

 

 ３）自然環境ゾーン 

本市の市街化調整区域には、優良でまとまった農地が広がっています。また、市内には緑地

や丘陵地も点在しています。良好な自然環境については、無秩序な開発を抑制し、保全を図り

ます。  
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◆将来都市構造図 
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第２章 全体構想 

１． 土地利用の方針 

（１） 土地利用の基本方針 

今後も引き続き予想される人口増加への対応として、適正な市街地規模の確保を前提とした

土地利用を推進していきますが、コンパクトなまちづくりや優良農地の保全、産業振興などを

視野に入れながら、以下の方針に基づいて、将来都市像の実現を目指します。 

 

●土地利用ニーズに対応した計画的な市街地の形成 

人口増加が続く本市において、市街化区域の開発余剰地が少なく、適正な市街地規模の

確保や既存市街地の機能強化に向けた用途地域等見直しについて検討していきます。 

 

●コンパクト＋ネットワークの実現 

交通利便性が高く、拠点地区を中心に都市機能の集積・集約を図り、徒歩や公共交通を

利用して生活することができるコンパクトな市街地形成を図ります。 

 

●豊かな自然・田園環境、歴史資源の保全・活用 

市域北部の広大な農地や集落環境、里山、河川などの自然・田園環境、各所に点在する

竹迫城跡をはじめとした歴史資源を保全しながら、市民や来訪者の憩いの空間としての活

用を図ります。 

 

●産業振興に資する基盤形成 

本市と菊陽町にまたがるセミコンテクノパークやその他工業団地、交通拠点となるイン

ターチェンジ周辺など産業用地の充実・産業基盤の強化を図ります。 

 

（２） 土地利用の配置・誘導方針 

 １）住宅市街地 

・すずかけ台や杉並台、西須屋団地、みずき台など計画的に整備された既存住宅団地について

は、既存住環境の保全を図りつつ、用途地域の見直しや団地再生など既存市街地の住機能強

化についても検討していきます。 

・熊本電鉄黒石駅以南の国道387号沿道については、住宅地としての土地利用を基本としなが

ら、幹線道路の機能を活かした商業・業務施設、生活サービス施設等の誘導による利便性の

高い市街地を形成します。 

・都市連携軸（国道387号、市道 御代志植木線、（一）大津西合志線）周辺の市街化調整区

域の一部については、公共交通や生活の利便性が高く、既存市街地との連続性もあることか

ら、今後の人口増加に応じて、計画的な住宅地の誘導を図ります。 
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 ２）産業・研究施設用地 

・市域東部に位置するセミコンテクノパークは、県の産業技術を牽引する最先端の産業拠点と

しての充実を図るため、エリア拡大や更なる企業誘致、研究機関の立地を誘導します。 

・国道387号沿道（黒石地区）については、新たな研究機関や大学研究室の誘致、それら施設

の市民利用サービス機能などの誘導を図ります。 

・その他既存工業団地等については、既存工業の活性化や企業誘致の推進等による産業基盤の

強化を図ります。 

 

 ３）集落地・農地 

・生活道路や公園・緑地等の公共空地等が不足しているエリアでは、住民との協働により整備

を推進します。 

・市域北部に広がる広大な農地については、市の基幹産業である農業の生産基盤であるととも

に、都市の良好な環境を維持し、洪水調整機能など多様な役割を担っていることから、無秩

序な開発を防止するとともに、保全による機能維持を図っていきます。 

 

 ４）緑地・丘陵地 

・農地や集落の周辺に点在する鎮守の森などのまとまった緑地は、身近な緑地として保全しま

す。 

・弁天山、群山、飯高山などの丘陵地は、本市に存在する貴重な自然地であり、これらの保全

と身近なレクリエーションの場としての活用を図ります。 

 

（３） 適正な市街地規模確保の方針 

・既存市街地の住機能強化と合わせて、公共交通や生活の利便性が高く、既存市街地との連続

性のある都市連携軸（国道387号、市道 御代志植木線、（一）大津西合志線）周辺には、

今後の人口増加に応じて、計画的な市街地の誘導を図ります。 
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２． 市街地形成の方針 

（１） 市街地形成の基本方針 

今後も引き続き人口増加が予想される中、市街化区域内での計画的な市街地形成や市街化調

整区域における無秩序な宅地化の抑制など、以下の方針に基づいて、将来都市像の実現に向け

た土地利用コントロールを図ります。 

 

●都市基盤の整備された良好な市街地の形成（市街化区域） 

市街化区域内で都市的土地利用が図られていない土地等において、魅力的な市街地形成

に向けて各種事業の活用等を検討していきます。 

 

●将来都市像を見据えた土地利用コントロール（市街化調整区域） 

無秩序な開発を抑制し、良好な集落環境・自然環境の維持・保全を基本としますが、公

共交通や生活の利便性、既存市街地との連続性を考慮したコンパクトなまちづくりを推進

するとともに、本市の発展に向けて必要な開発を見定めるなど、計画的な市街地の形成に

向けた市街地整備について検討していきます。 

 

（２） 市街地の規制・誘導方針 

 １）市街化区域 

・御代志土地区画整理事業の整備を推進し、健康都市こうしの「顔づくり」を進めていきま

す。 

・めざすべき市街地像を実現する上で必要となるまちづくりのルール等を明確にした上で、用

途地域の見直しや容積率の特例制度の活用を図り、土地利用の増進を図ります。 

・すずかけ台や杉並台、西須屋団地など計画的に整備された既存住宅団地において、既存住環

境の保全を図りつつ、多様な主体と連携して住宅団地再生に向けた取組みについても検討し

ます。 

・空家等対策計画に基づき、既存市街地における空家等の発生抑制、有効活用なども推進して

いきます。 

 

 ２）市街化調整区域 

・中九州横断道路の（仮）西合志IC周辺や（仮）合志IC周辺においては、市の新たな玄関口に

ふさわしい適正かつ効果的な土地利用を誘導することにより、無秩序な開発を抑制し、地域

の活性化を図ります。 

・無秩序な宅地化を抑制しつつ、公共交通や生活の利便性が高く、既存市街地との連続性のあ

る都市連携軸（国道387号、市道 御代志植木線、（一）大津西合志線）周辺に、計画的に

市街地を誘導するコンパクトなまちづくりを推進していきます。 

・今後も良好な集落環境や優良農地、点在する緑地・丘陵地などの自然環境の維持・保全を基

本とします。 

・無秩序な宅地化を抑制するため、主に個別開発を許可する集落内開発制度から地区計画制度

への誘導を図るなど、「熊本都市計画合志市市街化調整区域における土地利用方針及び地区

計画策定基本方針・計画基準（R1.5）」の適正な運用を図ります。  
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◆土地利用及び市街地形成の構想図 
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３． 都市施設整備の方針 

（１） 道路整備の基本方針 

 １）道路整備の基本方針 

本市の骨格を形成するとともに、拠点間の自動車交通の円滑な処理が可能となるよう、本市

の幹線道路網を構築・機能強化していくことが重要です。交通利便性が高く、計画的に市街

化・都市機能誘導された各拠点地区間のアクセス性を高める道路ネットワークを構築していく

にあたり、以下の方針に基づいて、本市の道路交通体系の整備を図ります。 

 

●広域的な道路ネットワークの構築 

本市の将来像の実現に向け、本市の骨格を形成するとともに、市町間を連絡する主要な

幹線道路の整備など、土地利用計画とも整合し円滑な交通処理が可能となる道路ネットワ

ークの構築を図ります。 

 

●地域連携を強化する道路ネットワークの構築 

市民の生活や産業など都市活動を支えるものとして、地域連携を強化する幹線道路の着

実な整備推進により、市内各地域及び拠点間を円滑に移動でき、本市の一体性を高める道

路ネットワークの構築を図ります。 

 

●誰もが安全・快適に移動できる環境の整備 

主要な生活道路においては、地域住民の理解・協力も得ながら、安全な歩行空間の確保

やバリアフリー化の推進、ソフト的手法での生活道路対策など、誰もが安全・快適に移動

できる道路環境整備を推進します。 

 

 ２）道路整備方針 

①広域幹線道路 

・大分県と熊本県の交流を促進するとともに、「物流・産業」「医療」「観光」「暮らし」の

観点から、より良い地域づくりを目的とした中九州横断道路の早期整備を要望していきま

す。 

 

②主要幹線道路 

・市町間を連絡するとともに、本市の南北軸を形成する国道387号の整備・改善について要望

していきます。 

・国道387号とあわせて、本市の東西軸を形成する（一）大津西合志線の整備・改善について

要望していくなど、市道 御代志植木線と一体となった主要幹線道路としての機能拡充を図り

ます。 

 

③その他幹線道路 

・広域幹線道路や主要幹線道路を補完し、自動車交通を円滑に処理するとともに、市内各地域

及び拠点を結ぶ市内道路ネットワークを幹線道路・補助幹線道路に位置づけ、市民の生活や

産業の基盤として必要な機能の維持・強化に向けた整備を推進していきます。 

・（主）大津植木線バイパスの早期整備を要望していきます。 

・（都）御代志木原野線など事業中の路線の早期完成に向けて事業を推進していきます。  
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④主要な生活道路 

・通行量に応じた歩道幅員の確保など、安全な歩行空間の確保やバリアフリー化を推進しま

す。 

・主要な生活道路においては、通過交通の抑制・排除や交通の安全性の向上など、より良い地

域環境の創造に向けて交通規制等のソフト的手法での生活道路対策について検討します。 

 

（２） 公園・レクリエーション施設整備の方針 

 １）公園・レクリエーション施設等の基本方針 

本市は地域住民の憩いの場となる大規模な公園が多く存在しており、地形や自然環境を活か

した緑豊かな公園整備を図っています。誰もが快適に利用できるよう、以下の方針に基づいた

整備を推進していきます。 

 

●多様なレクリエーションの場の維持・充実 

既存の公園等については、施設の適正な維持管理を図るとともに、住民の交流の場な

ど、多様なニーズに対応した公園等の整備・活用を図ります。 

 

 ２）公園等の整備方針 

①拠点となる公園 

・ユーパレス弁天や私立高校グラウンド等の既存施設との一体的活用を図るとともに、民間事

業者との連携分担による中央運動公園の拡張整備について検討していきます。 

 

②身近な公園 

・近隣公園や街区公園などの身近な公園については、地域住民主体による維持管理と利活用を

推進します。 

・今後も引き続き人口増加が予想される中、市街地の拡大にあわせて公園等も適切に配置して

いきます。 

 

（３） その他都市施設整備の方針 

 １）その他都市施設の基本方針 

その他本市が所有する建築物などの市所有施設については、公共施設等総合管理計画に基づ

き、以下の方針に基づいた整備を推進していきます。 

 

●「新しく造ること」から「賢く使うこと」への転換 

本市が所有する施設は老朽化が進んでおり、多くの施設において、これから大規模改修

などが必要となる時期を迎え、維持管理・修繕等にかかる経費の増加が見込まれます。今

後は、施設等の必要性を検証しながら、計画的な維持管理、長寿命化や縮小化等に努め、

「賢く使うこと」で、財政負担の軽減・平準化を図っていきます。 

 

●誰もが快適に利用できる施設整備 

誰もが快適に利用できるように、既存施設のバリアフリー化を推進するとともに、新規

施設整備にあたっては、ユニバーサルデザインによる整備を推進します。 
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 ２）その他都市施設の整備方針 

①人口増加に対応した施設整備 

・近年の人口増加、児童・生徒数の増加に対応するため、合志楓の森小学校・合志楓の森中学

校の新設を推進します。 

 

②計画的・効率的な施設の維持管理等 

・財政制約が強まる中、下水道等のインフラ系施設は、予防保全的な管理を行いながら、計画

的・効率的な更新・長寿命化等を図ります。 

・菊池環境保全組合東部清掃工場が施設の老朽化及び処理能力不足に伴い、本市への移転・新

環境工場の建設が決定していることから、新環境工場等建設事業を円滑に推進していきま

す。 

 

４． 公共交通網形成の方針 

（１） 公共交通網の基本方針 

今後も引き続き人口増加が予想される中、無秩序な宅地化を抑制し、拠点地区周辺や骨格と

なる軸周辺を基本とした公共交通や生活の利便性が高く、既存市街地との連続性のある区域に

計画的な市街地を誘導していくコンパクトなまちづくりを推進していくにあたり、以下の方針

に基づいて、本市の公共交通体系の整備を図ります。 

 

●コンパクトなまちづくりの推進に寄与する地域公共交通網の再編 

市民の日常生活を支援するとともに、誰もが安全・快適に移動できる移動手段を確保す

ることとし、市内各地域及び拠点間を円滑に移動できる利便性の高い公共交通体系の構築

を図ります。 

 

●公共交通の利便性向上と利用促進 

財源負担も増加傾向にある中、公共交通サービスを維持することが必要であることか

ら、拠点形成に伴う都市機能の集積・集約とあわせて、乗り継ぎ・乗り換え環境の整備や

継続的な利用促進・啓発活動の推進により、市民に利用してもらえる公共交通体系を目指

します。 

 

（２） 公共交通網形成の方針 

①将来の土地利用を見据えた公共交通網の再編 

・既存ルートの距離短縮化、ルート再編、デマンド型交通の導入検討など、徒歩や公共交通を

利用して市内各地域及び拠点間を円滑に移動できるコンパクトな市街地形成に寄与するよ

う、段階的・継続的な公共交通網の再編を検討していきます。 

・生活圏としての結びつきの強さから、隣接する熊本市や菊陽町とも連携した公共交通体系に

ついて検討していきます。 
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◆2020年（令和2年）10月以降の路線図（素案） 

 
資料 庁内資料 

 

②交通結節機能の強化 

・交通結節点となる主要な鉄道駅においては、公共交通の利用促進にもつながるよう、自家用

車やバス、自転車等と鉄道間を円滑に移動できるよう乗り継ぎ・乗り換え環境を整えること

で、交通結節機能の整備・強化を図ります。 

・鉄道駅と同様に、主要なバス停においても駐輪場の整備や乗り継ぎ・乗り換え環境を整備

し、公共交通の利用促進を図ります。 

・公共交通の利用を促進していくために、市内に位置する鉄道駅4駅5箇所に設けられている

パーク＆ライド駐車場の利用促進を図ります。 

 

 

 

  

光の森駅

アンビー熊本

辻久保

ユーパレス弁天

御代志駅

黒石

ハローデイ・ナフコ
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◆都市施設整備の構想図 
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５． 自然環境・景観形成の方針 

（１） 自然環境・景観形成の基本方針 

市域の40％以上の土地が農地として利用されています。豊かな農地が本市の主たる自然的

環境を形成しているとともに、弁天山、群山、飯高山などの小山があり、菊池川水系の上生

川、塩浸川、上庄川、日向川と坪井川水系の堀川等の河川が流れ、良好な環境を有していま

す。また、古の時代から稲作を行う人々が住み集まった本市には、竹迫城跡周辺など各所に文

化財などの地域資源が残されています。 

以上のように、本市が有する自然適環境や地域資源を守り活かし、ゆとりと潤いがあり、誰

もが住み続けたくなるまちを目指すため、以下の方針に基づいて、本市の自然環境の保全や景

観形成に努めます。 

 

●優良農地の保全 

本市では、人口増加に伴いスプロール的に農地が宅地化されている箇所が散見されるこ

とから、まとまりのある優良な農地については、無秩序な開発を抑制して保全に努めま

す。 

 

●自然環境の保全と水辺のネットワーク形成 

弁天山、群山、飯高山など、貴重な里山の保全を図るとともに、上生川、塩浸川、上庄

川、日向川などの河川については、水質や水辺の緑の保全、親水空間の整備等による水辺

のネットワークの形成に努めます。 

 

●快適で魅力ある都市環境や街並みの形成 

本市では、今後も宅地化が進行すると予想されることから、生活基盤の整備と秩序ある

街並み形成を同時に推進し、良好な都市環境・都市景観の形成に努めます。 

 

●広大な農地や歴史資源を活かした特色ある都市景観の形成 

本市が有する広大な農地を本市の原風景と捉え、また城跡や寺社などの歴史資源とも調

和した集落や沿道景観の誘導、創出に努めます。 

 

（２） 自然環境保全の方針 

①農地の保全 

・市の北部に広がる優良な農地については、本市の重要な産業基盤であるとともに、都市の良

好な環境の維持や防災など重要な役割を担っていることから、無秩序な開発を抑制しつつ保

全に努めます。 

 

②身近な緑や水辺空間の保全・活用 

・弁天山、群山、飯高山などの里山や鎮守の森、防風林など、身近に存在する緑については、

市民との協働により保全に努めます。 

・蛍をはじめ多様な生物が生息する河川環境を守るため、｢合志市の河川を美しくする条例｣に

基づき、市民や事業者とともに水質の保全や清掃活動に努めます。 

・河川の治水機能を損なわない範囲において河川敷の緑を保全するとともに、遊歩道など市民

が憩える空間の整備に努めます。 

・ 水と水辺の緑の連続性を活かしたネットワークの形成に努めます。  
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（３） 景観形成の方針 

①田園景観や集落景観の保全 

・良好な田園景観や、集落景観の保全を図ります。 

 

②市街地における良好な景観の創出 

・拠点地区などにおいては、地区の特性や周辺地域との調和に配慮した街並み景観の形成を図

ります。 

・良好な景観が形成されている地区や、今後景観形成を図っていく必要がある地区について

は、地区計画制度等を活用し、美しい街並みの形成を図ります。 

・今後市街化が進行する地区については、地区計画制度や建築協定、緑化協定等の積極的な活

用により、秩序ある良好な街並みの形成を誘導します。 

 

６． 都市防災の方針 

（１） 都市防災の基本方針 

本市は、概ね緩やかな台地上に位置していますが、一部に急傾斜地崩壊危険箇所や砂防指定

地があるとともに、坪井川水系の堀川周辺や菊池川水系の合志川周辺には浸水想定区域が広が

っています。近年、台風の大型化や局地的大雨、集中豪雨が頻発するなど、土砂災害の防止や

治水事業等を積極的に推進する必要があるとともに、避難場所や避難路等の整備と防災マップ

等による市民への周知を進めていく必要があります。 

熊本地震をはじめとした自然災害の経験・教訓を踏まえ、以下の方針に基づいて、災害に備

えたまちづくりを進めるだけでなく、地域防災力の強化に向けて取り組みます。 

 

●広域防災拠点都市として、その基盤や機能の充実・強化 

本市は県都熊本市にも隣接し、災

害リスクの少ない平坦かつコンパク

トな地勢となっています。また、大

規模な国・県有地を有するととも

に、空港・鉄道・高速道路等の交通

アクセスに優れるというポテンシャ

ルを有するなど、大規模災害時にお

ける県内の広域防災拠点都市とし

て、その基盤や機能の充実・強化を

推進します。 
 

 

●災害に備えたまちづくり 

土砂災害の防止や治水事業等の推進など、災害発生の抑制や被害の最小化に向けた取り

組みを推進するとともに、災害が発生した場合の避難や救助活動を確実にするなど、自然

災害の経験・教訓を踏まえ、災害に備えたまちづくりを目指します。 
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●地域防災・防犯の推進 

災害発生時の初動や情報の伝達、避難の際には地域住民による協力体制が極めて重要で

あり、また日常的な地域の見回りや声かけ活動などは、災害や犯罪の発生の抑止に有効で

あることから、地域のコミュニティの維持と強化、市民との協働による防災・防犯活動を

推進します。 

 

（２） 都市防災の方針 

①災害に備えたまちづくり 

（ハード的な取組み） 

・急傾斜地崩壊対策事業や砂防事業等の推進、土砂災害警戒区域の指定促進など土砂災害の防

止に取り組みます。 

・河川の治水能力強化、排水事業を推進するとともに、無秩序な開発を抑制し、保水機能を有

する農地を保全するなど、浸水対策に取り組みます。 

・住宅や特定建築物をはじめとして、老朽建築物や旧耐震基準による建築物については、耐震

改修促進計画（平成20年3月）に基づき、耐震診断の実施や耐震改修などを促進し、耐震化

率の向上を図ります。 

・避難や消火活動、救助活動のためのルートの確保に向けた道路整備を推進します。 

・緊急輸送道路等の重要な道路上の橋りょうや沿道建築物の耐震化を推進します。 

・上下水道施設の耐震化など、ライフラインの防災性向上を図ります。 

・野外避難所の確保など、身近な公園等においても防災機能強化を図ります。 

（ソフト的な取組み） 

・災害に関する情報の収集・伝達、予警報の発令、伝達、避難、救助等の警戒避難体制の確

立、防災体制の取り組みを進めます。 

・消防水利施設の充足や更新を図るとともに、消防団員の確保など防災組織の活性化を促進し

ます。 

・防災マップの活用や自治会活動を通して、災害危険箇所や避難場所の周知を図るとともに、

防災意識の啓発や自主防災組織の育成に努めます。 

・防災まちづくり及び災害時の活動拠点として整備した防災拠点センター（合志北部、野々

島、黒石）について、防災教育の場・市民交流の場としても積極的な活用を図ります。 

・その他地区公民館についても災害時における避難、救護、物資集積・供給、ボランティア等

の受援の拠点、災害時に備えた備蓄の拠点としての機能強化、利活用の促進を図ります。 

 

②地域防災・防犯の推進 

・住民等が「自助」「共助」の精神に基づき、各地区の特性に応じた防災活動のルールを定め

る地区防災計画（自治会単位）の作成を促し、作成率100％を目指した支援を引き続き行っ

ていきます。 

・日頃からの災害に対する備えや、災害時の被害の軽減を図るため、地域の防災活動の核とな

る自主防災組織の結成を促し、その強化を図ります。 

・警察や防犯協会等の関係機関・団体との連携による防犯教室の実施などにより、防犯意識の

啓発を図ります。 

・防犯灯や見守りカメラの設置・維持管理など、犯罪の起きにくい環境づくりを進めます。 
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第３章 拠点ごとの整備方針 

１． 地域区分 

拠点ごとの整備方針の策定にあたっては、基本構想で設定した将来都市構造上の位置づけを踏

まえ、都市機能拠点（中央、合志北部地区）、生活居住拠点（合志南部、黒石、須屋、合生・

栄、野々島地区）、産業業務拠点（北熊本SIC周辺、（仮）西合志IC周辺、（仮）合志IC周辺地

区、セミコンテクノパーク）ごとに作成します。 

なお、本市全体のニーズからまちづくりを考えるべき地域については、全体構想においてその

方針を定めるものとします。 

 

２． 都市機能拠点の整備方針 

（１） 中央地区のまちづくりの方針 

 １）中央地区の課題 

土地利用 

●御代志駅周辺における計画的な都市機能立地に向けた適正な土地利用

の規制・誘導が必要 

●御代志市民センター周辺において、賑わいを創出する拠点整備が必要 

市街地形成 
●御代志土地区画整理事業の整備推進が必要 

●既存市街地内における空き家・空き地対策が必要 

都市施設 

●広域交流促進に向けた幹線道路網の構築（国道387号、市道 御代志

植木線、（一）大津西合志線の機能強化）が必要 

●市内道路ネットワークの強化（（都）御代志木原野線等の事業中路線

の早期完成）が必要 

●誰もが安全・快適に移動できる道路環境整備（既存市街地内における

狭あい道路の拡幅や行き止まりの解消、安全な歩行空間の確保やバリ

アフリー化の推進など）が必要 

●御代志駅における乗り継ぎ・乗り換え環境の整備など、交通結節機能

の強化が必要 

●公共交通の利用促進やパーク＆ライド駐車場の利用促進が必要 

自然環境･景観形成 

●市街化区域外に広がる優良な農地については、無秩序な開発を抑制し

つつ、良好な田園環境・景観や集落環境・景観の保全が必要 

●本市の玄関口としてふさわしい街並み景観の形成が必要 

都市防災 

●既存市街地において、狭あい道路や行き止まり道路の解消など防災性

の向上が必要 

●地域住民だけでなく、来訪者の安全も鑑みた地震等の自然災害への対

応が必要 

 

 ２）中央地区のまちづくりの目標 

中央地区は、行政・文化・商業・交通結節機能といった高次の都市機能誘導を図るなど、本

市の玄関口としてふさわしい都市機能拠点の形成を図ります。 

 

“合志市の玄関口としてふさわしい中心市街地の形成を目指した「こうしの顔づくり」” 
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 ３）中央地区のまちづくりの方針 

土地利用 

○御代志駅周辺については、都市機能拠点としてまちの拠点性を高める

都市機能（行政・文化・医療・福祉・商業・業務機能など）の集積・

誘導を図ります。 

○御代志土地区画整理事業の整備推進により、国道387号の整備・改

善や駅前広場の整備と併せ、沿道土地利用の増進を図ります。 

○御代志市民センターやルーロ合志、西合志図書館、合志マンガミュー

ジアムといった既存公共施設・機能の集積を活かし、多世代が集う

「健康・知の拠点」として拠点整備を推進します。 

市街地形成 

○御代志土地区画整理事業の整備推進により、本市の顔としての拠点づ

くりを進めます。 

○今後の人口増加への対応など、必要に応じて公共交通や生活の利便性

が高く、既存市街地との連続性のある区域に計画的に市街地を誘導し

ていきます。 

○「熊本都市計画合志市市街化調整区域における土地利用方針及び地区

計画策定基本方針・計画基準（R1.5）」の適正な運用を図ります。 

都市施設 

○御代志土地区画整理事業の整備推進と併せて、国道387号の整備・

改善について、関係機関に積極的に要望していきます。 

○広域幹線道路となる（一）大津西合志線の整備・改善について、関係

機関に積極的に要望していきます。 

○御代志土地区画整理事業の整備推進により、（都）御代志木原野線や

市道 永・熊本線の整備、国道交差点のクランク解消を図ります。 

○御代志土地区画整理事業の整備推進による新たな駅前広場の整備にお

いては、積極的にバリアフリー整備を行います。 

○新たな駅前広場の整備においては、公共交通機関相互及び自家用車か

ら公共交通への乗り継ぎ・乗り換えを考慮した整備を推進します。 

○公共交通の利用促進に向けて、御代志駅周辺に設けられているパーク

＆ライド駐車場の利用促進を図ります。 

○近年の人口増加、児童・生徒数の増加に対応するため、合志楓の森小

学校・合志楓の森中学校の新設を推進します。 

自然環境･景観形成 

○市街化区域外に広がる優良な農地については、無秩序な開発を抑制

し、保全を図ります。 

○「こうしの顔」にふさわしい空間形成（景観形成等にあたっての協

定・規制など）について検討します。 

○沿道の街並み環境にあわせ、植栽など、良好な沿道景観の形成を図り

ます。 

都市防災 

○御代志土地区画整理事業の整備推進により、挟あい道路や行き止まり

道路の解消等による防災性の向上を図ります。 

〇交通結節点となる御代志駅周辺においては、帰宅困難者の一時収容施

設を含め、防災機能の配備を進めます。 
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◆まちづくり方針図（中央地区） 

 

 

◆御代志土地区画整理事業イメージ（2017年度（平成29年度）作成） 

 

 

 

 

 

  



 

93  

 

（２） 合志北部地区のまちづくりの方針 

 １）合志北部地区の課題 

土地利用 

●市役所庁舎やヴィーブルなど、市民が参集する既存施設が立地してお

り、市東部の生活拠点及び市南部の住宅地域と市北部の農村地域を融

合させる交流拠点としての整備が必要 

都市施設 

●交流拠点として、既存施設を活用した文化機能の強化が必要 

●広域交流促進に向けた幹線道路網の構築（（一）大津西合志線の機能

強化）が必要 

●誰もが安全・快適に移動できる道路環境整備（既存市街地内における

狭あい道路の拡幅や行き止まりの解消、安全な歩行空間の確保やバリ

アフリー化の推進など）が必要 

●路線バスやコミュニティバス等が乗り入れる市役所庁舎・ヴィーブル

においては、バス停環境の整備・改善などにより、公共交通の利用促

進が必要 

自然環境･景観形成 

●本地区の大部分は市街化調整区域となることから、無秩序な開発を抑

制しつつ、良好な田園環境・景観や集落環境・景観の保全が必要 

●拠点地区として、周辺の自然・田園環境との調和に配慮した街並み景

観の形成が必要 

都市防災 

●市役所庁舎（災害対策本部）やヴィーブル（最大規模の避難所）な

ど、本市の災害対策の中枢機能が集積していることから、防災拠点と

しての機能確保が必要 

●熊本地震を踏まえ、災害時における屋外避難場所の確保が必要 

 

 ２）合志北部地区のまちづくりの目標 

本地区は、市東部の生活拠点であるとともに、市南部の住宅地域と市北部の農村地域を融合

させる交流機能を有する都市機能拠点の形成を図ります。 

 

“都市と自然が融合・共生し、利便性と快適性を備えた潤いのあるまち” 
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 ３）合志北部地区のまちづくりの方針 

土地利用 

○福祉、文化、体育の総合拠点として整備されたヴィーブルとの相乗効

果を発揮するため、農産物の生産・二次加工・販売を行うことのでき

る６次産業拠点機能を整備するなど、消費生活を便利で豊かにするた

めの商業施設等の誘導を推進します。 

都市施設 

○広域幹線道路となる（一）大津西合志線の整備・改善について、関係

機関に積極的に要望していきます。 

○公共交通の利用促進・利便性向上のため、路線バスやコミュニティバ

ス等が乗り入れる乗り換え拠点においては、バス停環境の整備・改善

を図ります。 

○竹迫城跡公園や飯高山公園については、地域の拠点としての役割を担

う公園として、既存施設の維持・充実を図ります。 

自然環境･景観形成 

○本地区周辺に広がる優良な農地については、無秩序な開発を抑制し、

保全を図ります。 

○群山や飯高山といった身近に存在する緑については、市民との協働に

より保全を図ります。 

都市防災 
○本市の災害対策の中枢機能が集積する防災拠点としての機能充実、強

化を図ります。 

 

◆まちづくり方針図（合志北部地区） 
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３． その他の拠点地区の整備方針 

（１） 生活居住拠点のまちづくりの方針 

合志南部地区 

○計画的に整備された既存住宅団地について、既存住環境の保全を図り

つつ、用途地域の見直しや団地再生などの土地利用の増進・住機能強

化について検討していきます。 

○日常生活を支援する商業・生活サービス機能の誘導を推進します。 

○今後の人口増加への対応など、必要に応じて公共交通や生活の利便性

が高く、既存市街地との連続性のある区域において、計画的に市街地

整備を推進します。 

○永江団地など既存住宅団地における空家等の発生抑制、有効活用など

も推進していきます。 

黒石地区 

○国道387号沿道において、幹線道路の機能を活かした商業・生活サ

ービス機能や公有地を活用した文教交流機能の誘導を推進していきま

す。 

○今後の人口増加への対応など、必要に応じて公共交通や生活の利便性

が高く、既存市街地との連続性のある区域に計画的に市街地を誘導し

ていきます。 

○黒石団地など既存住宅団地における空家等の発生抑制、有効活用など

も推進していきます。 

○国道387号の整備・改善について、早期整備を要望していきます。 

○地区の防災機能強化に向けて、黒石地区防災拠点センターの積極的な

利活用を図ります。 

須屋地区 

○既存市街地として都市生活機能の拡充を図り、良好な住宅環境の形成

を図ります。 

○西須屋団地など既存住宅団地における空家等の発生抑制、有効活用な

ども推進していきます。 

○国道387号の整備・改善について、早期整備を要望していきます。 
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合生・栄地区 

○無秩序な開発を抑制し、今後も良好な集落環境・自然環境の維持・保

全を基本とします。 

○熊本電鉄辻久保営業所の交通結節機能を活かし、地域の日常生活を支

援する商業・生活サービス機能を誘導するなど、拠点機能の強化を図

ります。 

○今後の人口増加への対応など、必要に応じて公共交通や生活の利便性

が高く、既存市街地との連続性のある区域において、計画的に市街地

整備を推進します。 

○「熊本都市計画合志市市街化調整区域における土地利用方針及び地区

計画策定基本方針・計画基準（R1.5）」の適正な運用を図ります。 

○（主）大津植木線バイパスの早期整備を要望していきます。 

○地区周辺に広がる優良農地については、無秩序な開発を抑制し、保全

を図ります。 

野々島地区 

○無秩序な開発を抑制し、今後も良好な集落環境・自然環境の維持・保

全を基本とします。 

○「熊本都市計画合志市市街化調整区域における土地利用方針及び地区

計画策定基本方針・計画基準（R1.5）」の適正な運用を図ります。 

○二子山周辺について、市民との協働により保全を図ります。 

○地区の防災機能強化に向けて、野々島地区防災拠点センターの積極的

な利活用を図ります。 

 

（２） 産業業務拠点のまちづくりの方針 

北熊本SIC周辺地区 

○広域交通拠点としてだけでなく、その地理的優位性を活かした広

域観光ルートの玄関口として、物流業務機能や商業・生活サービ

ス機能の強化・充実を図ります。 

（仮）西合志IC周辺地区 

（仮）合志IC周辺地区 

○今後広域交通拠点となることから、農地との調整を図りながら、

新たな企業誘致や雇用の創出を図る土地利用について検討してい

きます。 

セミコンテクノパーク 

○県の産業技術を牽引する最先端の産業拠点としての充実を図るた

め、エリア拡大や更なる企業誘致、研究機関の立地誘導を推進し

ます。 

○セミコンテクノパークへのアクセス性向上に向けて、周辺道路の

整備・改善について、関係機関に要望していきます。 
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◆まちづくり方針図（その他の拠点地区） 
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第４章 都市計画マスタープランの実現に向けて 

１． 協働によるまちづくりの推進 

『合志市都市計画マスタープラン』に掲げる将来都市像及び構想を実現していくためには、行

政による取り組みはもちろんのこと、住民、行政、企業等が将来目標を共有し、各々が適切な役

割分担のもとに協力し合う｢協働｣によるまちづくりを推進することが必要です。 

 

（１） まちづくりの役割分担と相互支援 

①県の役割 

県は、県土全体の健全な発展を図るため、広域的な観点から都市計画に係る各種基準や、都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）を定め、区域区分の

決定や、広域的見地から必要とされる都市施設に関する計画決定を行います。 

また、都市計画区域の再編や都市計画区域マスタープランの適宜見直しを行うとともに、準

都市計画区域の指定や、大規模集客施設の立地を許容する都市計画の決定または変更にあた

り、広域的な観点から調整を図ります。 

 

②市の役割 

市は、市の都市計画に関する事業の決定や見直し、地域地区等の指定や都市基盤整備など、行

政でなければできない公平な立場での取り組みを担います。 

また、住民に最も身近な自治体として、住民への情報提供や意向把握、住民主体のまちづくり

活動の支援、住民参加の仕組みづくりなどに努めていきます。 

 

③住民の役割 

住民は、行政が進めるまちづくりに対する理解や協力にとどまらず、生活の場である地域活動

への参加をはじめとして地域コミュニティの醸成、地区計画や建築協定などのルールの締結とそ

の遵守などにより、地域の環境の改善又は保全に主体的に関わっていくことが大切です。 

また、協働によるまちづくりの推進に向けて、都市計画の提案など、制度の理解と積極的な活

用を図ることが期待されています。 

 

④企業等の役割 

企業等は、事業活動を通して地域産業・経済の高揚に貢献するとともに、必要な情報を積極的

に公開し、地域住民との信頼に基づいた協力関係を構築することが不可欠です。 

また、地域の構成員として、CSR/SDGsといった様々な事業活動を通して行政や住民が進め

るまちづくり活動への積極的な参加・協力が求められています。 
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◆まちづくりの役割分担のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 協働のまちづくり制度の活用 

2000年（平成12年）の都市計画法の改正により、住民または利害関係人による地区計画

の申し出制度が創設され、また2002年（平成14年）の都市計画法の改正及び都市再生特別

措置法の創設により、住民等がより主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを期待

し、また可能とするために、土地所有者、まちづくりNPO、民間事業者による都市計画の提案

制度が創設されました。 

本市においても、2010年（平成22年）に「合志市自治基本条例」が施行され、その理念

に基づき、市民並びに民間の事業者及び団体などからまちづくりのための提案を募集し、市政

に反映させることを目的とした「合志市まちづくり事業提案制度」を制定しており、これまで

に10事業が認定されています。 

また、近年では全国的にもまちづくり会社

やＮＰＯ等の民間組織がまちづくりに積極的

に取り組む事例が増加しており、都市再生法

人の指定や道路・公園等の占用許可の特例な

ど、官民連携のまちづくりを支える、まちづ

くりの活動場所を広げるための支援制度とい

った都市再生推進法人制度が拡充されてきま

した。本市においても、2018年（平成30

年）に1団体を都市再生法人として指定して

います。  

◆まちづくり会社による管理運営等が行われる

ルーロ合志（旧西合志庁舎）周辺 

・地域のまちづくりの提案や意見表明 

・ボランティア等地域の活動への参加 

・ルールを活用したまちづくりへの参画 

・地域コミュニティの醸成      など 

・都市計画に係る基準の策定 

・整備、開発及び保全の方針の策定 

・広域的な都市計画の決定 

・広域的観点からの市町の調整   など 
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行政として必要な情報の提供に努めるとともに、住民等は制度の目的や趣旨を十分に理解

し、都市計画への積極的な参加と協力のもとに、このような都市計画の制度を活用しながら、

協働のまちづくりを推進していきます。 

 

２． 都市計画マスタープランの管理と継続的改善 

本市の今後のまちづくりは、この都市計画マスタープランの方針に基づき、各種の制度や事業

を活用しながら進めていくこととなりますが、進捗状況を定期的に整理し、計画の適切な管理を

行っていく必要があります。 

都市計画マスタープランは、計画期間が長期にわたることから、法制度等の改正や社会経済情

勢の変化、上位計画の見直しなど、都市計画マスタープランの方針に大きな影響を及ぼす場合に

は、状況に応じて適宜見直しを行うとともに、課題への対応策の評価や新たに生じた課題を整理

し、計画へフィードバックすることで、計画を継続的に改善・実行していきます。 

 


