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序章 計画の基本的事項 

序－１  都市計画マスタープランの目的 

都市計画マスタープランは、都市をゆとりと豊かさを真に実感できる人間居住の場として整備し、

個性的で快適な都市づくりを進めるため、長期的な観点から都市の将来像を明らかにするものです。

市街地をはじめとして、土地利用や都市施設などのあり方について基本的な方向を示し、あわせて各

地域におけるまちづくり方針を定めることにより、瑞浪市の都市計画に関する総合的な指針を定める

ことを目的とします。 

序－２  都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2による「市町村の都市計画に関する基本的な方

針」となるものであり、個別具体の都市計画の基本となる計画として位置づけます。 

なお、平成 23 年に現在の瑞浪市都市計画マスタープランを策定・公表しましたが、それから現在に

至るまで、社会経済情勢の変化や、都市計画に関する制度面の大幅な改正（都市再生特別措置法改正

による立地適正化計画制度の創設等）、上位計画にあたる第６次瑞浪市総合計画の策定など、大きな変

化が起きています。 

そのため、これらを踏まえ、瑞浪市都市計画マスタープランについて、現在の状況を踏まえた内容

に見直しを行います。具体的な見直しのポイントは以下のとおりで、今後、上位計画などに変更が生

じた場合、必要に応じて見直しを図るものとします。 

● 将来人口や土地利用方針などの、上位計画との整合 

● 土地利用や道路網など、社会経済情勢や整備状況を踏まえた見直し 

瑞浪市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 

（都市計画法第18条の２） 

地域地区 

（第8条） 

都市施設 

（第11条） 

市街地開発事業 

（第12条） 

促進区域 

（第10条の2） 

市街地開発事業等 

予定区域 

（第12条の2） 

地区計画等 

（第12条の4）

第６次瑞浪市 

総合計画 

（瑞浪市総合計画策定条例） 

瑞浪都市計画区域の 

整備、開発及び保全の方針 

（都市計画法第6条の2） 
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序－３  計画期間 

計画期間は、「第６次瑞浪市総合計画」や「瑞浪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針」との整合を図るとともに、長期的な視野にたち平成 35年（2023 年）とします。 

序－４  計画区域 

計画の区域は、都市計画区域である瑞浪市全域とします。 

瑞浪市都市計画マスタープラン

H26 H28 H32（2020） H35（2023） 

H26 H28 H32（2020） H35（2023） 

瑞浪都市計画 都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針

第６次瑞浪市総合計画

（基本構想）

地域まちづくり計画

平成22年度改定 

目標年次 

（現行都市マス H35（2023）） 

第６次瑞浪市総合計画

（基本計画）
後期計画 H3１（2019）
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序－５  計画の構成 

瑞浪市都市計画マスタープランは、瑞浪市全体を対象として都市の将来像や土地利用、都市施設の

あり方を定める「全体構想」と、瑞浪市を 8地域に区分して定める「地域別構想」により構成します。 

序章 計画の基本的事項 

第１章 瑞浪市の概況 

第２章 上位・関連計画 

第３章 人口・土地利用フレーム 

第４章 まちづくりの課題 

第５章 全体構想 

５－１ まちづくりの理念・目標 

５－２ 将来都市構造 

５－３ 分野別まちづくりの方針 

第６章 地域別まちづくり構想 
 地域別構想 

 全体構想 
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図 序.１ ８地域区分 
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第１章  瑞浪市の概況

１－１  瑞浪市の位置と地勢 

１. 位置・地勢 

瑞浪市（以下「本市」とします）は、岐阜県の南東部に位置し、東は恵那市、西は御嵩町、土岐市、

南は愛知県（豊田市）、北は八百津町に隣接しています。 

市の北部には木曽川が流れ、市域の 68.7％を山林が占めるなど緑豊かな自然環境を有しており、古

代は東山道、中世は鎌倉街道、近世は中山道の宿場町として、東西の政治・経済・文化が流入して栄

えた歴史のある街です。 

図 １.１ 瑞浪市の位置 
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２. 鉄道・駅・主要道路の状況 

本市の鉄道は、ＪＲ中央本線が東西に通っており、瑞浪駅と釜戸駅が立地しています。瑞浪駅から

西は名古屋駅までを 48 分で結び、東は平成 39 年に開業予定のリニア岐阜県駅（仮称）に近接する美

乃坂本駅までを 20分で結んでいます。 

広域的な道路としては、中心部に中央自動車道と国道 19号、北部に国道 418 号と（主）恵那御嵩線、

南部に国道 363 号、（主）多治見恵那線が東西に通っており、中央自動車道のインターチェンジとして

瑞浪インターチェンジが設置されています。その他の主要道路としては、（主）瑞浪大野瀬線が南北に

通っています。 

図 １.２ 瑞浪市の交通体系 
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１－２  瑞浪市の人口 

１. 人口・世帯数 

本市の人口は、昭和 55年から平成 12 年にかけて増加が続いていましたが、平成 12 年をピークに減

少に転じており、平成 27 年には 38,730 人と昭和 55 年の人口を下回っています。減少に転じた平成

12 年から平成 27 年にかけては 3,568 人の減少（約 8％の減少）と人口減少傾向が顕著で、今後もこの

傾向が続くと見込まれています。 

世帯数は、平成 17 年から平成 22 年にかけて一旦減少したものの増加傾向にあり、平成 27 年には

13,904 世帯となっています。人口が減少に転じた平成 12 年以降も増加を続けていることから、核家

族化や高齢単身世帯の増加が進行していると想定されます。 

人口の推移を年齢別にみると、年少人口は一貫して減少しており、生産年齢人口は平成 7 年まで増

加傾向にあったものの、その後は減少に転じています。一方、老年人口は平成 27 年には 11,404 人と

昭和 55 年の 2 倍以上に増加しており、高齢化率も 29.5％にまで上昇するなど、少子高齢化が進行し

ています。 

                                     資料：国勢調査 

図 １.３ 人口・世帯数の推移 

                                     資料：国勢調査 

図 １.４ 年齢別人口の推移 
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２. ＤＩＤ（人口集中地区）人口・面積 

本市のＤＩＤ（人口集中地区）は、瑞浪駅周辺のＪＲ中央本線と国道 19 号の間に設定されており、

平成 22 年時点の人口は 7,741 人、面積は 1.94  、人口密度は 3,990 人/ となっています。

ＤＩＤ（人口集中地区）の推移をみると、人口、面積、市全域に占める人口は平成 17 年まで減少傾

向でしたが、平成 17 年から平成 22 年かけては増加しています。一方、人口密度は減少傾向にあり、

市街地の低密度化が進行していると想定されます。 

ＤＩＤ区域の変遷をみると、北東部のＤＩＤ区域が縮小する一方で、南西部の方に拡大しつつあり

ます。 

表 １.１ ＤＩＤ人口・面積の推移 

                                         資料：国勢調査 

資料：国土数値情報 

図 １.５ ＤＩＤ区域の変遷 

昭和 昭和 平成 平成 平成 平成 平成

55年 60年 2年 7年 12年 17年 22年

8,985 8,637 8,191 8,282 7,643 7,572 7,741

1.90 1.90 1.80 1.90 1.77 1.81 1.94
4,729 4,546 4,551 4,359 4,318 4,183 3,990

人口（%） 22.4% 21.6% 20.0% 19.7% 18.1% 18.0% 19.2%
面積（%） 1.1% 1.1% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1%

DID人口（人）
DID面積（ ）
DID人口密度（人/ ）

市全域比
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３. 流入・流出人口 

平成 22 年時点の本市の流入人口は 6,341 人、流出人口は 9,798 人（通勤・通学地不詳を除く）とな

っており、3,457 人の流出超過となっています。 

流入元をみると、土岐市が 2,214 人で最も多く、次いで恵那市（1,360 人）、多治見市（1,161 人）

の順となっています。流出先についても、土岐市が 2,566 人で最も多く、次いで多治見市（1,746 人）、

恵那市（1,426 人）の順となっています。流入元と流出先の上位 3 市が同じであり、流入人口、流出

人口ともに多いことから、本市は土岐市、恵那市、多治見市との結びつきが強いことがわかります。 

また、平成 17 年から平成 22 年にかけての推移をみると、流入については土岐市、多治見市、岐阜

市からの流入人口の減少が多く、流出については恵那市や美濃加茂市への流出人口の増加が多くなっ

ています。 

表 １.２ 流出・流入人口の状況 

                                    資料：国勢調査 

（単位：人）

流入元 平成17年 平成22年 流出先 平成17年 平成22年

土岐市 2,360 2,214 土岐市 2,553 2,566

恵那市 1,398 1,360 多治見市 1,870 1,746

多治見市 1,314 1,161 恵那市 1,380 1,426

中津川市 463 433 中津川市 502 469

可児市 254 257 可児市 290 296

御嵩町 133 113 美濃加茂市 86 125

岐阜市 170 39 御嵩町 93 120

美濃加茂市 40 37 岐阜市 65 48

関市 26 23 関市 29 32

八百津町 16 21 各務原市 14 23

その他岐阜県内 229 93 その他岐阜県内 60 72

他の都道府県 716 590 他の都道府県 2,969 2,875

合計 7,119 6,341 合計 9,911 9,798
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４. 昼夜間人口比率及び自都市内就業率 

本市の昼夜間人口比率は一貫して減少しており、平成 22 年時点で 0.91 となっています。 

また、自都市内就業率も、平成 2年の 69.5％から平成 22 年の 54.0％へと 15.5％減少しており、就

業の場の他都市への依存傾向が強まっています。 

                                     資料：国勢調査 

図 １.６ 昼夜間人口比率の推移 

                                     資料：国勢調査 

図 １.７ 自都市内就業率の推移
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（単位：人）

割合

農業 1,272 967 784 598 625 525 407 2.2%

林業・狩猟業 38 31 28 12 35 12 14 0.1%

漁業・水産養殖業 2 3 1 3 3 - 3 -

計 1,312 1,001 813 613 663 537 424 2.3%

鉱業 61 28 26 40 44 8 7 0.0%

建設業 1,601 1,583 1,679 1,768 1,870 1,617 1,281 6.9%

製造業 8,139 7,881 7,783 7,162 6,092 4,871 4,658 24.9%

計 9,801 9,492 9,488 8,970 8,006 6,496 5,946 31.8%

電気ガス・水道業 106 86 80 83 91 70 67 0.4%

運輸・通信業 876 812 875 970 967 944 1,064 5.7%

卸売・小売・飲食業 4,079 4,294 4,295 4,716 4,845 4,946 4,417 23.6%

金融・保険業 529 508 541 535 494 407 445 2.4%

不動産業 45 40 57 60 85 77 151 0.8%

サービス業 3,539 3,808 4,482 5,279 5,559 6,218 5,655 30.3%

公務 433 408 452 533 499 562 514 2.8%

計 9,607 9,956 10,782 12,176 12,540 13,224 12,313 65.9%

- 14 4 7 23 85 456 -

20,722 20,463 21,087 21,766 21,232 20,342 19,139 -合計

第１次産業

第２次産業

第３次産業

分類不能の産業

平成22年平成17年昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年

１－３  産業構造 

１. 産業別就業者数 

平成 22 年時点の本市の産業別就業者数は、第１次産業が 424 人（2.3％）、第２次産業が 5,946 人

（31.8％）、第３次産業が 12,313 人（65.9％）となっています。産業別の割合の推移をみると、第１

次産業、第２次産業の割合が減少し、第３次産業の割合が増加しています。 

また、生産年齢人口の就業率は微増傾向にあり、平成 22 年時点で 77.9％となっています。 

業種別の就業者数の割合をみると、サービス業（30.3％）、製造業（24.9％）、卸売・小売・飲食業

（23.6％）などの占める割合が多くなっています。 

                                     資料：国勢調査 

図 １.８ 産業別就業者割合、生産年齢人口の就業率の推移 

表 １.３ 業種別就業者数の推移 

  ※割合は分類不能の産業を除く                         資料：国勢調査 
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２. 農業 

本市の農家数は、一貫して減少しており、平成 22 年時点で 1,399 戸と昭和 55 年の半数以下にまで

減少しています。農家の種類別にみると、平成 22年時点で専業農家が 80戸（約 6％）、兼業農家が 297

戸（約 21％）、自給的農家（経営耕地面積 0.3ha 未満かつ農産物販売金額 50万円未満）が 1,022 戸（約

73％）となっており、いずれも減少傾向にあります。 

経営耕地面積も、一貫して減少しており、平成 22 年時点で 280ha と昭和 55 年の 3 割以下にまで減

少しています。経営耕地の種類別にみると、田が全体の約 7 割を占ており、本市の農業の中心が稲作

であることがわかりますが、平成 12 年から平成 17 年にかけて半減するなど、農地の荒廃が懸念され

ます。 

                     資料：世界農林業（農林業）センサス 

図 １.９ 農家数の推移

資料：世界農林業（農林業）センサス 

図 １.１０ 経営耕地面積の推移 
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３. 工業 

本市の工業についてみると、事業所数、従業者数は減少傾向にあり、平成 26年時点で 121 箇所、2,463

人となっています。一方、製造品出荷額等は平成 24 年まで概ね横ばいで推移していましたが、平成

24 年から平成 26 年にかけて増加しており、平成 26 年時点で 54,496 百万円となっています。 

規模別の推移をみると、99 人以下の事業所は事業所数、従業者数ともに減少傾向にあります。とり

わけ 4～9人の小規模な事業所の減少が顕著で、地場産業の衰退が懸念されます。一方、100 人以上の

大規模な事業所については、事業所数は増減を繰り返していますが、従業者数が増加傾向にあり、新

たな事業所の立地や業務拡大などによる大規模化が進んでいると想定されます。 

                資料：工業統計調査、平成 24年経済センサス活動調査（平成 23年のみ） 

図 １.１１ 工業の推移（4人以上の事業所） 

表 １.４ 規模別事業所数・従業者数の推移（4人以上の事業所） 

※「-」は該当数値無し、平成 23年は経済センサス活動調査のためデータなし        資料：工業統計調査 

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

事業所数（箇所） 102 82 78 84 64 59 - 56 56 57

従業者数（人） 598 493 463 496 387 348 - 323 314 332

事業所数（箇所） 36 37 35 31 33 32 - 33 32 30

従業者数（人） 490 489 450 407 419 400 - 456 423 397

事業所数（箇所） 13 14 12 13 15 15 - 13 14 14

従業者数（人） 312 340 293 327 373 369 - 308 338 338

事業所数（箇所） 13 11 10 10 9 9 - 10 9 9

従業者数（人） 532 435 402 378 341 339 - 374 325 343

事業所数（箇所） 9 8 10 8 10 9 - 10 8 7

従業者数（人） 652 563 680 540 663 600 - 724 524 487

事業所数（箇所） 1 3 3 5 3 4 - 1 3 4

従業者数（人） 127 322 326 528 326 440 - 156 402 566

事業所数（箇所） - - - - - - - - - -

従業者数（人） - - - - - - - - - -
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４. 商業 

本市の商業についてみると、商店数、従業者数は減少傾向にあり、平成 26 年時点で 392 箇所、2,487

人となっています。一方、年間商品販売額は概ね横ばいで推移しており、平成 26 年時点で 64,352 百

万円となっています。平成 16 年から平成 26 年にかけて、商店数が約 33％減少しているのに対して、

従業者数は約 23％の減少となっており、年間商品販売額も概ね横ばいで推移していることから、小規

模な店舗の閉店と大規模な店舗の立地が進んでいると想定されます。 

           資料：商業統計調査、平成 24年経済センサス活動調査（平成 23年のみ） 

図 １.１２ 商業の推移 

５. 観光 

本市の観光消費額は、対象施設が追加されたことから平成 24 年に大きく増加していますが、長期的

にみると、日帰の観光消費額は増加傾向にあります。一方、宿泊の観光消費額は減少傾向にあり、平

成 26年時点で 72 百万円となっています。 

表 １.５ 観光消費額の推移

※平成 24年よりゴルフ場、きなぁた瑞浪、農業祭、バサラカーニバルの観光消費額が追加されている。 

資料：瑞浪市統計書 
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１－４  土地利用と開発状況 

１. 土地利用現況 

（１） 土地利用現況 

本市の土地利用の構成をみると、市全域では自然的土地利用が 81.1％、都市的土地利用が 18.9％と

なっています。 

用途地域内は、都市的土地利用が 77.2％、宅地（住宅用地、商業用地、工業用地）が 47.1％と市街

化が進んでいますが、自然的土地利用も 22.8％残っています。宅地の中では住宅用地の占める割合が

多く、全体の 31.1％を占めています。 

用途地域外は、自然的土地利用が 83.4％と大部分を占めており、都市的土地利用は 16.6％となって

います。用途地域外の宅地の割合は 3.4％となっていますが、面積では用途地域内よりも多く、住宅

用地と工業用地は用途地域内の約 2倍となっています。 

可住地面積は、市全体では 19.9％と少なくなっていますが、用途地域内では 65.8％を占めており、

用途地域内の可住地人口密度は 47.3 人/ha となっています。 

表 １.６ 土地利用現況 

    ※非可住地：「山林」、「水面」、「その他自然地」、「道路用地」、「交通施設用地」、「公共空地」、 

「その他の公的施設用地」、「工業用地（工業専用地域）」 

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

面積(ha） 割合（%） 面積(ha） 割合（%） 面積(ha） 割合（%）

田 31.4 4.7% 604.0 3.6% 635.4 3.6%

畑 45.4 6.8% 293.2 1.7% 338.6 1.9%

39.8 5.9% 11,976.4 71.2% 12,016.2 68.7%

4.4 0.7% 286.4 1.7% 290.8 1.7%

32.2 4.8% 878.8 5.2% 911.0 5.2%

153.2 22.8% 14,038.8 83.4% 14,192.0 81.1%

住宅用地 208.7 31.1% 407.6 2.4% 616.3 3.5%

商業用地 53.3 7.9% 59.5 0.4% 112.8 0.6%

工業用地 54.7 8.1% 98.9 0.6% 153.5 0.9%

計 316.6 47.1% 566.1 3.4% 882.7 5.0%

0.1 0.0% 58.1 0.3% 58.2 0.3%

37.5 5.6% 123.4 0.7% 160.9 0.9%

113.6 16.9% 539.7 3.2% 653.3 3.7%

12.1 1.8% 22.1 0.1% 34.2 0.2%

13.3 2.0% 86.2 0.5% 99.5 0.6%

0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

25.6 3.8% 1,393.6 8.3% 1,419.2 8.1%

518.8 77.2% 2,789.2 16.6% 3,308.0 18.9%

672.0 100.0% 16,828.0 100.0% 17,500.0 100.0%

441.8 65.8% 3,038.4 18.1% 3,480.3 19.9%

230.2 34.3% 13,789.6 81.9% 14,019.7 80.1%

20,907 - 19,480.0 - 40,387.0 -

47.3 - 6.4 - 11.6 -

H22国勢調査人口（人）

可住地人口密度（人/ha）

合計

可住地

非可住地

用途地域内 用途地域外

宅地

自
然
的

計

都
市
的

農林漁業施設用地

公益施設用地

道路用地

計

市全域

交通施設用地

公共空地

その他公的施設用地

その他の空地

農地

山林

水面

その他自然地
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用途地域内の土地利用の構成をみると、住居専用地域・住居地域などの住居系の地域では、住宅用

地が 29.2%～49.7%となっており、市街化が進行していますが、田・畑・山林・その他自然地なども残

っており、開発の余地が残されています。 

商業系の地域では、住宅用地と商業用地で 50%以上を占め、自然的土地利用は極めて少ない状況に

あることから、商業系の地域における開発の余地はほとんど無い状況にあります。 

工業系の地域（工業専用地域除く）では、工業用地が 14.4%～18.7%となっていますが、住宅用地が

21.7%～27.5%と工業用地より多くなっており、住工の土地利用が混在しています。 

表 １.７ 土地利用現況（用途地域別） 

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

（上段：ha、下段：%）
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0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

0.0% 17.3% 0.0% 0.0% 1.2% 49.7% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% 10.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

1.4 5.4 4.4 0.4 2.0 24.1 1.4 0.4 0.0 4.2 7.1 0.3 1.8 0.0 1.4 54.2

2.6% 9.9% 8.1% 0.8% 3.7% 44.4% 2.6% 0.8% 0.0% 7.8% 13.1% 0.5% 3.3% 0.0% 2.6% 100.0%

1.1 1.5 0.0 0.2 0.9 7.9 0.3 0.0 0.0 4.8 4.0 0.1 1.8 0.0 0.2 22.8

4.7% 6.8% 0.0% 0.9% 4.1% 34.5% 1.3% 0.1% 0.0% 20.9% 17.6% 0.4% 7.9% 0.0% 0.8% 100.0%

15.2 19.1 7.9 1.3 10.7 79.9 11.5 2.8 0.1 15.1 35.2 3.9 3.1 0.0 4.8 210.6
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0.9% 2.7% 2.6% 0.2% 3.2% 18.9% 35.6% 4.0% 0.0% 1.8% 23.2% 2.1% 0.2% 0.0% 4.6% 100.0%
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6.5% 5.1% 5.4% 0.7% 6.4% 21.7% 5.6% 18.7% 0.0% 3.4% 17.0% 3.2% 1.5% 0.0% 4.8% 100.0%
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（２） 土地利用の分布 

本市の土地利用の分布（図 １.１４参照）をみると、大部分が山林となっており、山林の中には大

規模なその他の空地（ゴルフ場等）が点在しています。市街地は瑞浪駅周辺に形成されており、ＪＲ

中央本線、土岐川、主要道路（国道・主要地方道）沿いに集落地が点在しています。 

用途地域周辺の土地利用の分布をみると、住宅用地が広範囲に分布しています。また、明賀台や学

園台の住宅団地にも住宅用地が集積していますが、学園台ではその他の空地も多くなっています。 

商業用地は、国道 19 号沿道にまとまった商業用地が集積し、（一）上山田寺河戸線に沿って南部の

用途地域外にも点在しています。また、瑞浪駅周辺には小規模な商業用地が点在しています。

工業用地は、用途地域の外縁部や瑞浪クリエイション・パークに大規模な集積がみられます。西部

の大規模工業用地の一部については、平成 26年に事業者が撤退して以降、工業用地として利用されて

いませんでしたが、現在は新たな製造業者の進出が予定されています。

用途地域北側の中央自動車道瑞浪インターチェンジ周辺や南東部の（主）瑞浪大野瀬線周辺には、

公益施設用地や公共用地が集積しています。 

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

図 １.１３ 土地利用現況図（平成 27年度、用途地域周辺） 
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資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

図 １.１４ 土地利用現況図（平成 27年度） 
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２. 建築着工 

平成22年度から平成26年度までの建築確認件数は719件、延床面積は120,911㎡となっています。 

用途別の件数をみると、住居系（専用住宅、共同住宅、併用住宅）が 645 件、商業系（店舗、事務

所）が 30 件、工業系（工場、作業所、倉庫）が 14 件で、住居系が大部分を占めています。住居系の

中では専用住宅の件数が多く、共同住宅や併用住宅は非常に少ない状況です。 

また、用途別の延床面積をみると、住宅系が 93,610 ㎡、商業系が 9,905 ㎡、工業系が 8,521 ㎡で、

建築確認件数と同様に住居系が最も多くなっています。 

建築確認件数の推移をみると、住居系は平成 25 年度から平成 26 年度にかけて減少していますが、

100 件以上で推移しており、平成 22 年度から平成 26 年度にかけては横ばいです。商業系、工業系は

概ね横ばいで推移していますが、件数が少なく、開発は沈静化の傾向にあります。 

表 １.８ 建築確認件数・延床面積（新築）の推移

    資料：瑞浪市統計書（平成 27年版） 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計

件数 108 126 135 137 104 610

延床面積（㎡） 14,690 17,191 17,872 19,477 12,867 82,097

件数 2 4 8 10 6 30

延床面積（㎡） 747 1,143 2,581 3,311 2,101 9,883

件数 0 1 1 1 2 5

延床面積（㎡） 0 771 195 203 461 1,630

件数 110 131 144 148 112 645

延床面積（㎡） 15,437 19,105 20,648 22,991 15,429 93,610

件数 4 6 3 5 5 23

延床面積（㎡） 774 5,008 256 1,207 1,790 9,035

件数 0 2 3 2 0 7

延床面積（㎡） 0 506 283 81 0 870

件数 4 8 6 7 5 30

延床面積（㎡） 774 5,514 539 1,288 1,790 9,905

件数 0 2 2 1 0 5

延床面積（㎡） 0 3,318 3,426 104 0 6,848

件数 3 1 1 2 2 9

延床面積（㎡） 236 48 48 66 1,275 1,673

件数 3 3 3 3 2 14

延床面積（㎡） 236 3,366 3,474 170 1,275 8,521

件数 10 5 3 5 7 30

延床面積（㎡） 2,182 1,303 197 2,201 2,992 8,875

件数 127 147 156 163 126 719

延床面積（㎡） 18,629 29,288 24,858 26,650 21,486 120,911

工場
作業所

事務所

倉庫

その他

合計

工業系
計

住居系
計

商業系
計

専用
住宅

共同
住宅

併用
住宅

店舗
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３. 開発状況 

平成 20 年度から平成 25 年度までの開発許可は 5 件で、用途別では住宅が 1 件、店舗が 3 件、工場

が 1件となっています。 

開発許可の分布（図 １.１５参照）をみると、店舗は全て用途地域外での開発となっており、工場

は、瑞浪クリエイション・パークに立地しています。 

表 １.９ 開発許可（平成 20年度～平成 25年度） 

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

No 事業面積(㎡) 事業期間 主な用途

1 3,400 H22.7.16～H23.3.30 店舗

2 7,400 H22.12.27～H23.9.1 店舗

3 8,400 H23.10.12～H24.5.21 店舗

4 5,100 H23.12.22～H24.5.22 専用住宅（16戸）

5 7,500 H23.12.6～H24.2.23 工場
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資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

図 １.１５ 開発許可の分布
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４. 農地転用 

平成 20 年度から平成 26 年度にかけての農地転用件数は 520 件、転用面積は 248,569 ㎡となってい

ます。 

転用用途別の件数をみると、住宅用地が 299 件、商業用地が 24件、工業用地が 2件、公共施設用地

が 13件、その他が 182 件となっており、住宅用地とその他への転用が多くなっています。また、転用

用途別の面積においても、住宅用地とその他への転用が多くなっています。 

農地転用件数の推移をみると、全体的に減少傾向となっていますが、その他用途への転用は増加傾

向にあります。 

農地転用の分布（図 １.１６参照）をみると、用途地域内に広く分布しています。用途地域外では

土岐川沿いのまとまった農地において、その他用途への転用が多くなっています。 

表 １.１０ 農地転用の推移

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合計

件数 46 29 40 44 50 53 37 299

面積（㎡) 23,098 10,602 16,012 14,922 17,243 20,552 15,775 118,204

件数 3 4 1 6 3 3 4 24

面積（㎡) 3,177 4,445 5,673 10,237 3,543 1,395 2,531 31,001

件数 0 0 0 0 0 0 2 2

面積（㎡) 1274 1,274

件数 1 2 1 3 3 1 2 13

面積（㎡) 261 2580 921 2376 2291 1028 2949 12,406

件数 22 16 20 19 30 33 42 182

面積（㎡) 6,525 4,462 10,474 7,083 12,776 19,485 24,879 85,684

件数 72 51 62 72 86 90 87 520

面積（㎡) 33,061 22,089 33,080 34,618 35,853 42,460 47,408 248,569
合計

住宅用地

商業用地

工業用地

公共施設
用地

その他
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資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

図 １.１６ 農地転用の分布
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１－５  市街地整備の状況 

１. 市街地整備 

本市の市街地整備は、ＪＲ中央本線と国道 19 号の間の市街地において、7地区の土地区画整理事業

が実施され、全て事業が完了しています。 

表 １.１１ 土地区画整理事業一覧

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

図 １.１７ 土地区画整理事業

計画面積 整備済面積

（ha） （ha）

瑞浪第一土地区画整理事業 - 62.17 S34～S42 決定年月日、計画面積は不明

益見土地区画整理事業 32.24 S47～S54

下益見土地区画整理事業 19.30 H10～H25

明世土地区画整理事業 43.00 44.63 S48～S55

小田下沖土地区画整理事業 9.20 9.21 S48～S58

小田西部土地区画整理事業 60.40 60.60 S57～H7

瑞浪中央土地区画整理事業 94.20 94.17 H1～H17

事業名称 備考事業期間

55.00
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２. 都市計画道路 

本市の都市計画道路は、16 路線が都市計画決定され、3･4･1 国道 19 号線（一般国道 19 号瑞浪恵那

道路）以外は整備済となっています。 

表 １.１２ 都市計画道路の整備状況

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査  

計画延長 整備済延長

（m） （m）

 3･4･1 国道19号線 14,860 7,870 53.0% 一般国道19号

 3･4･2 中原益見線 1,790 1,790 100.0% 市道一色・益見線、市道一色・北小田2号線

 3･4･3 狭間線 760 760 100.0% (主)瑞浪インター線

 3･4･13 竜門線 960 960 100.0% 市道竜門1号線

 3･5･4 本町線 650 650 100.0% (一)瑞浪停車場線、市道小田・本町線

 3･5･5 竜門線 820 820 100.0% 市道北小田1号線

 3･5･6 小田益見線 1,890 1,890 100.0% (一)武並土岐多治見線、市道明徳橋・北小田線

 3･5･7 小田本町線 2,480 2,480 100.0% 市道小田・本町線

 3･5･8 和合山田線 2,860 2,860 100.0% (一)武並土岐多治見線、市道西小田・穂並線

 3･5･9 大後豆沢線 3,220 3,220 100.0% (一)大西瑞浪線

 3･5･10 寺河戸山田線 2,210 2,210 100.0% (一)上山田寺河戸線

 3･5･11 公園線 1,320 1,320 100.0% 市道公園通線

 3･5･12 一日市場市原線 700 700 100.0% (主)瑞浪大野瀬線、市道一日市場・八幡線

 7･6･1 松ヶ瀬正宗寺線 810 810 100.0% 市道戸狩・北小田線

 7･6･2 市場中久手線 830 830 100.0% 市道北小田22号線

 7･6･3 中久手広田線 470 470 100.0% 市道南小田・穂並2号線

番号 路線名 整備率 備考
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資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

図 １.１８ 都市計画道路の整備状況
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３. 都市公園 

本市の都市公園は、31公園が都市計画決定されおり、全て整備済となっています。 

都市計画公園の分布（図 １.１９参照）をみると、用途地域内に広く分布しています。 

表 １.１３ 都市計画公園の整備状況

資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

計画面積 整備済面積

（m） （m）

 2･2･1 街区公園 五色公園 0.32 0.32 100.0%

 2･2･2 街区公園 南松公園 0.32 0.32 100.0%

 2･2･3 街区公園 小樽公園 0.35 0.35 100.0%

 2･2･4 街区公園 下沖公園 0.25 0.25 100.0%

 2･2･5 街区公園 四反田公園 0.25 0.25 100.0%

 2･2･6 街区公園 狭間川公園 0.64 0.64 100.0%

 2･2･7 街区公園 西洞公園 0.25 0.25 100.0%

 2･2･8 街区公園 松ケ瀬公園 0.20 0.20 100.0%

 2･2･9 街区公園 明賀台ふれあい公園 0.82 0.82 100.0%

 2･2･10 街区公園 明賀台わらべ公園 0.22 0.22 100.0%

 2･2･11 街区公園 和合公園 0.31 0.31 100.0%

 2･2･12 街区公園 高松公園 0.30 0.30 100.0%

 2･2･13 街区公園 西原公園 0.20 0.20 100.0%

 2･2･14 街区公園 東原公園 0.22 0.22 100.0%

 2･2･15 街区公園 若葉公園 0.17 0.17 100.0%

 2･2･16 街区公園 飯塚公園 0.27 0.27 100.0%

 2･2･17 街区公園 寺之前公園 0.35 0.35 100.0%

 2･2･18 街区公園 南小田公園 0.12 0.12 100.0%

 2･2･19 街区公園 穂並公園 0.25 0.25 100.0%

 2･2･20 街区公園 二本木公園 0.33 0.33 100.0%

 2･2･21 街区公園 大法原公園 0.05 0.05 100.0%

 2･3･22 街区公園 クリエイションパーク公園 1.26 1.26 100.0%

 2･2･23 街区公園 万尺公園 0.20 0.20 100.0%

 2･2･24 街区公園 中原公園 0.09 0.09 100.0%

 2･2･25 街区公園 中原西公園 0.05 0.05 100.0%

 2･2･26 街区公園 五反田公園 0.11 0.11 100.0%

 2･2･27 街区公園 ますみ公園 0.16 0.16 100.0%

 3･3･1 近隣公園 樽の上公園 1.30 1.30 100.0%

 3･3･2 近隣公園 小田西部中央公園 1.00 1.00 100.0%

 3･3･3 近隣公園 瑞浪中央公園 1.67 1.67 100.0%

 5･5･1 総合公園 瑞浪市民公園 29.70 29.70 100.0%

番号 種別 整備率公園名
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資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

図 １.１９ 都市計画公園の整備状況
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４. 下水道 

本市の下水道は、用途地域内を中心に公共下水道事業（事業計画区域 1,089ha）により整備が進め

られています。用途地域外の集落地では、月吉、日吉南部、大湫の 3 地区で農業集落排水事業が実施

されており、合併処理浄化槽設置整備事業による汚水処理施設の整備も進められています。 

資料：瑞浪市 上下水道課 

図 １.２０ 公共下水道事業計画区域
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第２章  上位・関連計画

本章では、本計画の策定にあたり関連する計画との整合を図るため、上位・関連計画の内容を整理

します。また、上位・関連計画からの本市の位置づけ・課題を整理します。 

２－１  上位・関連計画の整理 

１. 中部圏広域地方計画 

名称 中部圏広域地方計画 

策定主体・策定年次 国土交通省・平成 28 年 3月 

計画期間等 平成 28 年より概ね 10 年間 

中部圏の将来像 

 『暮らしやすさと歴史文化に彩られた“世界ものづくり対流拠点-中部”』 

・・・世界に冠たるものづくり技術と品質を最大の熱源に、暮らしやすさや歴史文化などの多様な熱

源により、国内外からヒト、モノ、カネ、情報を引き付け対流する「世界ものづくり対流拠点」

を形成、スーパー・メガリージョンのセンターを担い、我が国の成長を牽引していく。 

 (1) 世界最強・最先端のものづくり産業・技術のグローバル・ハブ 

 (2) リニア効果を最大化し都市と地方の対流促進、ひとり一人が輝く中部 

 (3) 南海トラフ地震などの災害に強くしなやか、環境と共生した国土 

将来像実現に向けた基本方針、具体的方策 

基本方針 具体的方策 

【方針 1】世界最強・最先端の

ものづくりの進化 

1.我が国の成長を担う産業の強化 

2.高度なものづくり技術の活用による新たな産業の創生 

3.水素社会実現など新しい世界モデルの提示 

4.国際競争力を支える産業基盤の強化 

【方針 2】スーパー・メガリー

ジョンのセンター、

我が国の成長を牽引 

1.リニアを活かした新たな中部圏の形成 

2.リニア効果の中部・北陸圏への広域的な波及 

3.国際大交流時代を拓く観光・交流 

【方針 3】地域の個性と対流に

よる地方創生 

1.コンパクト＋ネットワーク 

2.広域的な連携により創り出す都市圏・地方圏の形成 

3.地域産業の活性化による地域活力の維持・発展 

4.地域の個性を活かした交流連携の創出 

5.快適で安全・安心な生活環境の構築 

【方針 4】安全・安心で環境と

共生した中部圏形成 

1.災害に対して粘り強くしなやかな国土の構築 

2.環境と共生した持続可能な地域づくり 

3.国土の適切な保全 

4.インフラの維持・整備・活用 

【方針 5】人材育成と共助社会

の形成 

1.中部圏を支える人材の育成と確保 

2.全ての人々が参画し輝く社会の形成 

3.多様な主体による共助社会づくり 

4.誰もが愛着と憧れを持ち､働き住み続けたくなる地域づくり 

5.医療・介護、福祉における安心な暮らしの確保 
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名称 中部圏広域地方計画 

リーディングプロジェクトと本計画に関連する主な取組 

プロジェクト 主な取組 

1.ものづくり中部・世界

最強化プロジェクト 

1-1 ものづくり中枢圏形成 

(1) 戦略産業の強化、新産業の創出・育成 

②アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスターの形成（国際戦略総合特区） 

(4) ものづくりを支える産業基盤の強化 

1-2 環太平洋・環日本海に拓く一大産業拠点形成 

(1) 次代の我が国の成長を担う新たな産業集積拠点の形成 

2.リニア効果最大化対

流促進プロジェクト 

(1) リニアを活かしたまちづくり 

③リニア岐阜県駅（中津川地域等）を核としたまちづくり 

(2) リニア効果を広域に波及させる基盤整備 

3.新たな観光交流おも

てなしプロジェクト 

3-1 広域観光交流圏の形成 

(1) 地域特性を活かした広域観光交流圏の形成 

(2) 広域観光交流を支える基盤整備 

3-2 「昇龍道プロジェクト」の推進 

(1) 広域観光周遊ルート「昇龍道」における重点ルートの設定 

＜NostalgicRoute＞サムライ文化の象徴であるお城やその城下町、古

民家集落や宿場町など「日本の心のふるさと」 

4.中部圏創生暮らしや

すさ実感プロジェクト

(1) 地域づくり・まちづくり 

 ①「小さな拠点」の核としての「道の駅」の活用、支援 

③地域特性に応じた「コンパクト＋ネットワーク」の形成 

⑤地域の歴史・文化を醸し出すまちなみや景観の形成 

⑥伝統産業・伝統工芸の振興 

(2) 地域経済の活性化 

(5)「コンパクト＋ネットワーク」を支える社会インフラの強化 

5.快適・安全安心な生活

環境実現プロジェクト

(1) 快適・安全安心なまちづくり、次世代交通システムの構築 

(2) 安全・安心な生活環境、社会の構築 

6.中部・北陸圏強靭化 

プロジェクト 

6-1 南海トラフ地震など大規模自然災害への備え 

(1) 南海トラフ地震や大規模自然災害などへの備え 

①南海トラフ地震への備え 

②頻発・激甚化する自然災害への対応 

③都市の防災・災害対策の推進 

(3) 地域防災力強化、広域連携支援体制強化、ものづくり産業の防災力強化

7.環境共生・国土保全 

プロジェクト 

(1) 自然環境との共生 

(2) 環境負荷低減、持続可能な社会の形成 

(3) 国土保全 

 ④農地・森林の整備・保全 

8.インフラ戦略的維持

管理プロジェクト 

(1) インフラの戦略的なメンテナンス、活用 

9.すべての人が輝く「ひ

とづくり」プロジェクト

①多様な人材を育て活躍できる社会、②女性活躍社会、 

③高齢者参画社会、④障害者共生社会、⑤多文化共生社会 

10.新たな「つながり」

社会構築プロジェクト

(1) 共助社会 

(2) 地域に愛着あるまちづくり・安心な暮らし 

②空き家などの適切な管理による良好な地域づくり 
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２. 瑞浪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（瑞浪都市計画区域マスタープラン） 

名称 瑞浪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（瑞浪都市計画区域マスタープラン） 

策定主体・策定年次 岐阜県・平成 22 年度 

計画期間等 平成 22 年～平成 32年（2020 年） 

都市づくりの基本理念 

基本理念 内 容 

快適で個性豊かな都

市環境の創造 

・ＪＲ瑞浪駅周辺から市役所までの商業系用途地域が指定されている地

区は、魅力ある中心商業地として都市的土地利用を推進します。また、

基盤整備が行われた住宅地は、良好な居住機能の維持を図ります。 

・街区公園の整備、景観に配慮した公共案内看板の設置等、都市環境の

向上を図ります。 

広域ネットワークの

強化と交通網の充実 

・周辺の都市計画区域との連携を図り、効率的な施設整備の推進と都市間

の連結性の向上を目指した整備を図ります。 

活力に満ちた産業都

市への転換 

・地場産業の振興、複合的な産業構造の形成、商業力の強化、観光振興

など長期的かつ総合的な取り組みを行います。 

・本区域中央部において学園機能の充実を図り、東濃地域における研究

学園都市の一翼として整備を進めます。 

自然の保全・活用 ・本区域内の約 7 割を占める森林を保全するとともに、市街地（用途地

域）内においては街区公園の確保を積極的に行います。 

・周辺集落では下水道や生活道路など生活基盤施設の整備を推進し、住

環境の確保に努めるとともに、営農環境の保全・整備を行います。 

広域的位置付け 

・本区域は、多治見市、土岐市とともに東濃西部地域を形成しています。 

・ＪＲ中央本線、中央自動車道、国道 19号が東西に貫き、名古屋都市圏をはじめとした他圏域との

交通条件に恵まれています。将来的に東濃圏域へのリニア中央新幹線の構想など広域的な交通利

便性がさらに向上し、東海圏のみならず全国との結びつきも強化されることになります。 

・地場産業である陶磁器をはじめとして、伝統的な文化施設、交流施設が多数分布しています。こ

のような本区域の魅力を活かし、広域的な交流の推進が期待されます。 

主要用途の配置の方針 

用 途 具体的位置づけ 

住居系 ■ＪＲ瑞浪駅北側の丘陵地及び南部の市街地拡大区域 

■国道 19号以南の丘陵地並びに明賀台住宅団地、■学園台団地、■土岐地区 

■中京高校周辺、■山田町の住宅団地地区 

■「瑞浪中央地区」及び「瑞浪第一地区」の(都)寺河戸山田線周辺 

商業系 ①中心商業地：■ＪＲ瑞浪駅周辺の既存商業地 

②近隣商業地：■市街地内の(都)山野内鶴城線（国道 19 号）沿道 

③大規模集客施設立地エリア： 

■(都)山野内鶴城線(国道 19 号)と(都)狭間線の交差部周辺及び(都)寺河戸山田線との

交差部周辺、■土岐町益見地内の(都)山野内鶴城線(国道 19号)北側 

③沿道利用ゾーン：■国道 19 号沿道 

工業系 ■(都)和合山田線沿道の工業地区、■土岐川沿いの工業地区 

■瑞浪クリエイション・パーク 



第２章 上位・関連計画 

- 34 -

名称 瑞浪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（瑞浪都市計画区域マスタープラン） 

土地利用に関する方針 

区 分 方 針 

用途転換、用途純化

又は用途の複合化 

・西小田地区等では、住工混在を認め、今後も地場産業の維持・保全を図りつ

つ、良好な市街地環境の形成を図ります。 

居住環境の改善

又は維持 

・既成市街地では、地区計画等の適用を検討し、良好な居住環境への改善及び

耐火建築物等で災害に強い居住環境への改善を図ります。 

・市街地内の公園、緑地、寺社の境内等を災害時における避難地として保全・

整備します。 

・市街地内の西部及び東部地域において、土地区画整理事業や計画的な開発に

より良好な住環境が形成されている地区については、引き続き良好な住環境

の維持・保全を図ります。 

優良な農地との

健全な調和 

・土岐川、小里川、日吉川等の主要河川沿いの農業集落においては、農村集落

における居住環境及び活力の維持・保全を図るとともに、農業振興地域にお

ける農用地区域をはじめとする優良農地の保全を図り、必要に応じて現状の

農業生産基盤の維持・保全を図ります。 

災害防止の観点

から必要な市街

化の抑制 

・土砂災害特別警戒区域の指定により、無秩序な宅地開発等を抑制するととも

に、特に、土岐川、小里川、日吉川等の主要河川及びその支流の周辺地域や

本区域北部から東部にかけての丘陵地、南部の丘陵地等で「急傾斜地崩壊危

険区域」、「砂防指定地」、「地すべり防止区域」、「土砂災害特別警戒区域」な

どに指定されている区域については､災害を未然に防止する観点から市街化

の抑制に努めます。 

・必要な開発等を行う場合には、雨水・土砂流出の抑制に努めます。さらに、

「自然公園」、「特別緑地保全地区」についても、災害防止の機能を有してお

り、土地利用転換は基本的に抑制し、森林機能の低下を防ぐよう配慮します。 

自然環境形成の

観点から必要な

保全 

・「飛騨木曽川国定公園」に指定された広大な森林地域をはじめ、多くの保安

林も含めた山地及び丘陵地の保全を図ります。 

・良好な自然環境を有する竜吟峡周辺の森林については保全に努めます。 

・本区域北部を流れる木曽川では緑の空間として親水化を図ります。 

計画的な都市的

土地利用の実現 

・点在している既存集落を集落地区として位置付け、日常生活に必要な生活基

盤の整備を積極的に行い、良好な営農環境の保全及び自然と調和した良好な

住宅地を形成します。 

・集約型都市構造の実現に向け、市街地(用途地域)外においては、新たな宅地

開発の抑制、農地、山林の保全に努め、新たな土地利用の需要に対しては、

既存の市街地内の低・未利用地の活用も視野に入れて対応します。 

・広域道路網を活用し都市の活力を生み出すために必要な産業用地の確保や、

良好な居住環境の形成等のために必要な場合には、周辺の自然環境や営農環

境等との調和に十分に配慮し、農林漁業に関する土地利用との調整を図った

上で、計画的な整備を許容します。 

都市施設の整備に関する方針 

種 別 概ね 10年以内に整備することを予定する施設 

道 路 （仮称）瑞浪恵那道路（一部） 

下水道 公共下水道（釜戸地区、稲津地区） 

河 川 土岐川（河川改修） 
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名称 瑞浪都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

（瑞浪都市計画区域マスタープラン） 

市街地開発事業に関する方針 

種 別 概ね 10年以内に実施することを予定する事業 

土地区画整理 下益見土地区画整理事業 

公園・緑地整備に関する方針 

種 別 概ね 10年以内に実施することを予定する事業 

公 園 瑞浪市民公園（再整備） 

瑞浪都市計画区域 総括図 



第２章 上位・関連計画 

- 36 -

３. 第６次瑞浪市総合計画 

名称 第６次瑞浪市総合計画 

策定主体・策定年次 瑞浪市・平成 26 年 3 月 

計画期間等 平成 26 年度～平成 35 年度（2023 年度） 

将来都市像 

『幸せ実感都市みずなみ ～共に暮らし 共に育ち 共に創る～』 

まちづくりの基本方針 

基本方針 内 容 

基本方針 1 

みんなで支え合い健やかに暮

らせるまち ～健康福祉～ 

健康の増進、高齢者福祉、児童福祉、障がい者福祉の充実を図

ることで健やかな心と身体を育み、地域住民が共に支え合いな

がら安心して暮らしていけるまちづくりを進めます。 

基本方針 2 

安全・安心で人と地球にやさし

いまち ～生活環境～ 

安全・安心な生活を続けるため、自助・共助・公助の連携によ

る防災防犯体制の強化及び持続可能な公共交通の構築を進める

とともに、環境問題や省エネルギー・新エネルギーへの取り組

みを強化し、人と地球にやさしいまちづくりを進めます。 

基本方針 3 

自然と調和した快適で暮らし

やすいまち ～都市基盤～ 

道路や公園、上下水道などの都市機能を充実させるとともに、

歴史的資産や自然環境と調和した美しいまちなみの維持と向上

を図り、だれもが快適で暮らしやすいまちづくりを進めます。 

基本方針 4 

まちの魅力を活かした活力あ

るまち ～産業経済～ 

農産物等直売所や市内産業の振興を図る施設をまちの活力を高

める拠点として活用し、農林業・畜産業・商工業などの産業と、

自然や文化、歴史といった地域資源を活かした観光を連携させ

て、活力あるまちづくりを進めます。 

基本方針 5 

いきいきと学び心豊かに暮ら

せるまち ～教育文化～ 

確かな学力を育む学校教育の充実を図るとともに、だれもが気

軽に学ぶことのできる機会、スポーツや芸術を楽しむ機会、地

域の歴史や伝統文化を理解し親しむ機会を創出し、毎日の生活

を豊かにするまちづくりを進めます。 

基本方針 6 

市民と行政で創造する夢のあ

るまち ～新たなまちづくり～ 

安心して暮らし続けられる魅力あるまちの実現に向けて、市民

の積極的な市政への参画や情報共有、行政改革等を推進するこ

とにより、市民と行政の信頼関係を深め、共に考え、共に行動

するまちづくりを進めます。 

土地利用構想

【基本方針】

・将来都市像の実現に向けて、地域を「住居系市街地ゾーン」、「商業系市街地ゾーン」、「工業・産

業系市街地ゾーン」、「集落・農業ゾーン」、「自然環境保全ゾーン」、「観光・スポーツ・レクリエ

ーションゾーン」の６つに区分し、それぞれに適した環境へ誘導するとともに、各地域の特性を

活かしながら、市全体が調和した一体的なまちとして形成していきます。 

・拠点（エリア）として、「地域拠点」、「交流拠点（エリア）」、「産業拠点」の３つの拠点（エリア）

を位置付け、各地域の活力や観光交流のいっそうの促進を図ります。 

・軸として、「広域骨格軸」、「都市骨格軸」、「交流軸」、「親水空間活用軸」を位置付け、市内外や地

域間の連携・交流を図ります。 
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名称 第６次瑞浪市総合計画 

【土地利用の方向】

ゾーン 方 針 

①住居系市街地 

ゾーン 

・主に住宅が建てられている場所を中心として、安全・安心・快適で暮らし

に適した環境の創出に努めます。 

②商業系市街地 

ゾーン 

・ＪＲ瑞浪駅周辺地区など主に商店や商業施設が建てられている場所は、魅

力ある商店が集まり、市民が買い物を楽しめる環境や、市民が買い物をし

やすい環境の創出に努めます。 

・国道 19号沿道で既存の大型商業施設を中心としたエリアは、沿道型サービ

ス施設の立地に適した場所と位置付けます。 

③工業・産業系 

市街地ゾーン 

・既に大規模な工場が立地しているエリアと工業系用途地域に指定されてい

るエリアを位置付け、工場等の操業に適した環境の創出に努めます。 

④集落・農業 

ゾーン 

・農業が営まれている地域及び農業を営む住民が主に生活している地域を位

置付け、ほ場整備された優良農地の確保や農業関連機能の整備を進め、営

農に適した環境の維持・向上を図るとともに、農業の持つ多面的機能をま

ちづくりに生かしながら、良好な暮らしに適した環境の実現に努めます。 

⑤自然環境保全 

ゾーン 

・飛騨木曽川国定公園などをはじめとした森林や河川域を位置付け、水源や

森林の保水機能を活かした防災機能、自然を活用した交流の場など、多面

的な機能を持つ自然環境の保全に努めます。 

⑥観光・スポー

ツ・レクリエー

ションゾーン

・瑞浪市民公園や中山道、鬼岩公園、竜吟峡、屏風山周辺などは、周囲の自

然環境と調和した自然活用型の観光・スポーツ・レクリエーションに適し

た場所として位置付けます。 

・市内に立地するゴルフ場を位置付け、市内外の交流人口の拡大に努めます。 

【拠点（エリア）】 

拠点 方 針 

①地域拠点 ・瑞浪地域、土岐地域、明世地域からなる市街地においては、ＪＲ瑞浪駅周辺地区

を本市の商業・情報・文化・居住等の機能が集積する地域拠点と位置付け、魅力

的な拠点づくりを図ります。 

・日吉地域、大湫地域、釜戸地域、稲津地域、陶地域においては、公共施設や日常

的な商業施設が集積している地区を地域拠点と位置付け、地域の生活やさまざま

なコミュニティ活動がしやすい場所として活性化を図ります。 

②交流拠点 

（エリア） 

・中央自動車道瑞浪インターチェンジ北側を交流拠点として位置付け、化石博物館

をはじめとして美術館やスポーツ施設などが集まる瑞浪市民公園を核として、憩

いの場としての充実を図ります。 

・中山道の大湫宿、細久手宿及び日吉町天神窯周辺を交流拠点として位置付け、宿

場町としてふさわしい歴史的な魅力にあふれるまちなみの保全に努めるととも

に、中山道を活かして、あらゆる世代が集う場として活用を図ります。 

・鬼岩公園、竜吟峡、屏風山周辺地域を交流エリアとして位置付け、里山の自然の

維持・森林の健全な育成に努め、自然体験学習や人々の安らぎや癒しの場として

活用を図ります。 

・農産物等直売所「きなぁた瑞浪」、櫻堂薬師周辺地域を交流拠点として位置付け、

農業と歴史文化を活かした交流の場として充実を図ります。 

・陶町大川の美濃焼こま犬、豊穣の壺、与左衛門窯などの陶器関連の観光資源が集

まる周辺地域を交流拠点として位置付け、地場産業を活かした交流の場として活

用を図ります。 

③産業拠点 ・瑞浪クリエイション・パーク地区を産業拠点として位置付け、新産業の活性化に

努めます。 

・陶磁器産業（みずなみ焼等）の情報発信と市内産業の振興を図る拠点を整備し、

広く産業の活性化に努めます。 
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名称 第６次瑞浪市総合計画 

【軸】 

軸 方 針 

①広域骨格軸 ・市内外の広域的な交流の広域骨格軸として、ＪＲ中央本線、中央自動車道、国

道19号、(仮称)瑞浪恵那道路、(仮称)東濃西部都市間連絡道路を位置付けます。 

②都市骨格軸 ・市内交通を処理する機能を担う幹線道路を都市骨格軸として位置付けます。 

③交流軸 ・中山道を、自然と歴史を活用した交流の場としての機能を持つ観光の交流軸と

して位置付けます。 

・新丸山ダムの事業化に伴い架け替えられる計画の五月橋等を、隣接地域の人々

との交流の軸として位置付けます。 

④親水空間 

活用軸 

・自然豊かな、快適でうるおいのあるまちづくりのために、土岐川及び小里川な

どにおける水辺地を親水空間活用軸として位置付け、憩いの場、健康づくりの

場に適した環境としていきます。 

土地利用構想図
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名称 第６次瑞浪市総合計画 

本計画に関連する主な施策

【基本方針 2 安全・安心で人と地球にやさしいまち ～生活環境～】

区 分 施 策 

3.公共交通 1.利便性の高いコミュニティバスの運行、2.総合的な公共交通体系の構築 

【基本方針 3 自然と調和した快適で暮らしやすいまち ～都市基盤～】

区 分 施 策 

1.道路・河川 1.幹線道路・生活道路の整備、2.防災や安全に配慮した道路整備 

3.地域との協働による道路の維持管理、4.安全な河川と豊かな水辺環境の保全 

2.まちなみ 1.地域と連携した景観の向上、2.屋外広告物の適正化 

3.地域との協働による公園の維持管理 

3.住環境 1.安全・安心で快適な住環境の整備、2.計画的な市営住宅の維持管理 

4.上下水道 2.上下水道施設の計画的な更新、3.水洗化の計画的な促進 

【基本方針 4 まちの魅力を活かした活力あるまち ～産業経済～】

区 分 施 策 

1.農林業 1.農地の整備・管理、3.森林の整備・保全 

3.商業 1.魅力ある商店づくり、2.中心市街地活性化 

4.工業 1.地場産業の活性化、2.新たな産業の創出及び複合型産業への転換 

5.観光 1.観光資源の魅力向上、2.地域資源を活かした観光連携 

【基本方針 5 いきいきと学び心豊かに暮らせるまち ～教育文化～】

区 分 施 策 

1.就学前教育・学校教育 3.教育環境及び施設等の整備・充実 

3.生涯スポーツ 1.スポーツ施設の充実 

4.文化・芸術・文化財 2.文化施設の充実 

3.地域と連携した伝統文化や文化財の継承・活用 

【基本方針 6 市民と行政で創造する夢のあるまち ～新たなまちづくり～】

区 分 施 策 

1.協働のまちづくり 2.市民参加と協働の推進、3.まちづくり推進組織への支援 

重点方針と本計画に関連するリーディング事業

重点方針 リーティング事業 

1.魅力的な暮らしを創造する ①転入者サポート事業、②空き家バンク事業 

⑦工業団地創出事業、⑧空き店舗・工業用地等登録事業 

2.快適な暮らしを実感する ①景観計画策定事業、②橋梁長寿命化修繕事業 

③水道管路耐震化等推進事業、④中学校統合推進事業 

⑥防災・減災対策事業 

3.元気な暮らしを応援する ③地域公共交通確保維持改善等事業 

④ユニバーサルデザインの導入推進 

4.協働の夢づくり ①まちづくり条例策定事業、②まちづくり活動拠点施設整備事業 
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名称 第６次瑞浪市総合計画 

各地区からの提案

地区 将来都市像 課題解決のための提案（本計画に関連する主な取組） 

瑞浪 

地区 

土岐川に 

笑顔のあるまち 

・空き店舗を活用する。 

（市民・学生・高齢者の交流の場や商店をつくる。） 

・市役所周辺の土岐川沿いを景観地区にする。 

・土岐川を活用した散策路をつくる。 

土岐 

地区 

ふれあいのまち、 

土岐のまち 

・地区内の人に知ってもらう取組み 

（土岐歴史年表の作成や史跡の保全・整備を行う。） 

・空き施設等の活用による地区内の雇用創出 

明世 

地区 

化石と自然に恵まれた地域

のつながりで子育てする 

元気なまち『あきよ』 

・国道 19 号の安全確保 

・瑞浪インターチェンジの活用 

（化石採取場に駐車場とトイレを設置する。） 

稲津 

地区 

いなつの宝で 

笑顔のまちづくり 

・子どもの遊び場づくり 

（地区内にある未利用地を利用して公園を整備する。） 

・大人の憩いの場づくり 

（遊歩道や芝生広場を整備する。） 

・住民の安心の場づくり 

（防災のための避難地としても整備する。） 

・市民農園として休耕田を使う。 

陶 

地区 

陶器文化のまち 

支えあえる安心なまち 

・『大川狛犬の里』の一体化 

（散策路のルートづくり、案内看板や歩道の整備） 

・『大川狛犬の里』拠点づくり 

・工場跡地の景観改善 

・アクセス道路の充実 

・増加する交通量の陶への取り込み 

（沿道の商業・観光施設の充実） 

日吉 

地区 

自然と歴史が豊かで 

老人が元気で 

子どもが喜び 

Ｕターンが出来るまち 

・集いの場づくり 

・移動手段の確保 

（通院、買物などのための移動手段を確保する。） 

釜戸 

地区 

健康・長寿のまち釜戸 ・駅施設の活用 

・駅周辺（徒歩５分圏を目安に）の利用 

（駐車場を整備する。） 

・地域の魅力を再発見する 

（自然ふれあい館と竜吟峡中心の遊学交流を増進させる。） 

大湫 

地区 

自然と共に安全で 

住み続けられる大湫宿 

・集いの場づくり 

・公共交通を利用する。 
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４. 瑞浪市道路網計画 

名称 瑞浪市道路網計画 

策定主体・策定年次 瑞浪市・平成 25 年 3 月 

幹線道路網の基本方針 

【交通機能】 

①都市間の連絡性を強化する道路の整備 

②市の中心部と市内各地域の連絡性をより一層強化する道路の整備 

③地域のニーズに沿った生活道路の整備 

【都市構造上の機能】 

④市の中心部と市内に点在する集落地との連絡性を強化する道路の整備 

⑤瑞浪市都市計画マスタープランにおいて位置付けられている８種類の拠点相互を接続する道路の整備 

【空間・環境保全機能】 

⑥観光機能を強化した道路や地域資源を活用した道路の整備 

⑦防災機能に着目した道路の整備 

⑧災害時に迂回路として機能する道路の整備 

将来幹線道路網 

区分 路 線 

主要 

幹線 

道路 

広域的な交通処理機能を確保するための道路を主要幹線道路として位置づけます。 

【主１】中央自動車道、【主２】国道 19 号、瑞浪恵那道路 

【主３】(仮称)東濃西部都市間連絡道路 

幹線 

道路 

本市の骨格を形成するとともに、近隣市との連絡、都市内交通を処理する機能を担う道

路を幹線道路として位置づけます。 

【幹１】(一)飛騨木曽川公園線、【幹２】(主)恵那御嵩線、【幹３】(一)大西瑞浪線 

【幹４】(一)日吉釜戸線、【幹５】市道半原・大湫線、【幹６】市道大湫・神田線 

【幹７】(一)武並土岐多治見線、【幹８】(主)多治見恵那線 

【幹９】市道戸狩・半原線、【幹 10】(都)狭間線、【幹 11】市道天徳・本郷線 

【幹 12】(都)小田本町線、【幹 13】(都)本町線、【幹 14】(都)竜門線 1 

【幹 15】(都)小田益見線、【幹 16】(都)中原益見線、【幹 17】(都)和合山田線 

【幹 18】(都)竜門線 2、【幹 19】(仮称)瑞浪都市連絡線、【幹 20】(一)上山田寺河戸線 

【幹 21】(都)公園線、【幹 22】(仮称)公園線南部延伸、【幹 23】(主)瑞浪大野瀬線 

【幹 24】(主)瑞浪上矢作線、【幹 25】国道 363 号、【幹 26】国道 419 号 

補助 

幹線 

道路 

主要幹線道路と幹線道路を補完する道路を補助幹線道路として位置づけます。 

【補１】市道南垣外・北野線、【補２】市道半原・宿洞線 

【補３】(仮称)釜戸コミュニティ線、【補４】市道論栃 1号線、【補５】市道神徳 1号線 

【補６】市道鶴城・大草線、【補７】市道戸狩・月吉線、【補８】市道瑞陵中学校東線 

【補９】(都)松ケ瀬正宗寺線、【補 10】(都)市場中久手線 

【補 11】(都)中久手広田線、【補 12】市道元町・北小田線 

【補 13】市道文化センター前線、【補 14】市道益見・明徳線、【補 15】市道松坂・益見線 

【補 16】市道下益見 1号線、【補 17】市道下益見 15号線、【補 18】市道益見・羽広線 

【補 19】市道産郷・中学校線、市道水洗・中学校線、市道水洗・斧池線 

【補 20】市道下小里・川折線、【補 21】市道釜糠・城山線 

【補 22】市道水上・猿爪線、【補 23】市道西ケ洞・沢ノ尻線 
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名称 瑞浪市道路網計画 

将来幹線道路網図 
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名称 瑞浪市道路網計画 

道路整備プログラム 

区分 路 線 

短期 【補７】市道戸狩・月吉線、【補 23】市道西ケ洞・沢ノ尻線 

【補１】市道南垣外・北野線、【補８】市道瑞陵中学校東線 

【補 19】市道産郷・中学校線、市道水洗・中学校線、市道水洗・斧池線 

【幹 22】(仮称)公園線南部延伸、【幹 11】市道天徳・本郷線 

【補 13】市道文化センター前線、【補３】(仮称)釜戸コミュニティ線 

中期 【補３】(仮称)釜戸コミュニティ線、【補 23】市道西ケ洞・沢ノ尻線 

【補６】市道鶴城・大草線、【補５】市道神徳 1号線、【幹 19】(仮称)瑞浪都市連絡線 

長期 【幹 19】(仮称)瑞浪都市連絡線 
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５. 瑞浪市景観計画 

名称 瑞浪市景観計画 

策定主体・策定年次 瑞浪市・平成 27 年 12 月 

景観軸 

区 分 内 容 

広域骨格軸 広域的な交流を担う軸であり、本市に人を呼び込むことができるＪＲ中央本

線、中央自動車道、国道 19 号を広域骨格軸に位置づけます。 

都市骨格軸 市内各所にある様々な景観を連絡する幹線道路を都市骨格軸に位置づけます。 

交流軸 本市における自然景観と貴重な歴史・文化景観をつなぎ、交流を促す軸として、

中山道を交流軸に位置づけます。 

親水空間活用軸 水辺の自然景観を活用したうるおいのある景観形成を図る軸として、土岐川及

び小里川などの河川を親水空間活用軸に位置づけます。 

景観形成の目標と基本方針 

 『地域の個性を活かした美しいふるさと創り』 

基本方針 内 容 

①景観の骨格となる自然環境を保全する。 山並みの緑の保全、水辺環境の保全 

特徴的な動植物の保全 

②貴重な財産である歴史・文化を育んできたまち

なみを維持・継承する。 

街道の佇まいの継承、歴史・文化資源の維持 

地域に根づいた集落の継承 

③活力と魅力のある市街地景観を創出する。 都市的魅力の創出 

④特徴的で愛着の持てる空間を誘導・形成する。 優れたデザインによる景観誘導 

公共施設等が先導する景観形成 

⑤美しい景観づくりに向けて、行政・市民・事業

者がみんなで取り組む。 

景観への関心の醸成、市民参画の促進 

景観形成のルールづくり 

地域別目標 

地 域 目 標 

瑞浪地域 自然の優しさと賑わいがあふれる都市景観の形成 

土岐地域 歴史・文化との触れ合いができる快適な集落景観の形成 

明世地域 過去と未来・自然と都市が融合する新たな都市景観の形成 

日吉地域 雄大な自然の恵みと伝統文化が織り成す懐かしい集落景観の形成 

大湫地域 中山道宿場町の面影を伝える街道景観の形成 

釜戸地域 良好な自然環境を感じることのできる集落景観の形成 

稲津地域 豊かな自然と共生したのどかな里山景観の形成 

 陶 地域 伝統的な地場産業と一体となった農山村景観の形成 



第２章 上位・関連計画 

 - 45 -

名称 瑞浪市景観計画 

瑞浪市景観マップ 
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２－２  上位・関連計画からの位置づけ・課題 

１. 上位・関連計画からの位置づけ 

「中部圏広域地方計画」において、本市を含む中部圏は、『国内外からヒト、モノ、カネ、情報を引

き付け対流する「世界ものづくり対流拠点」を形成、スーパー・メガリージョン※のセンターを担う』

圏域と位置付けられています。 

また、「都市計画区域マスタープラン」においては、本市の広域的位置付けを次のとおりとしていま

す。 

●多治見市、土岐市とともに東濃西部地域を形成しています。 

●ＪＲ中央本線、中央自動車道、国道 19号が東西に貫き、名古屋都市圏をはじめとした他圏域との交

通条件に恵まれています。将来的に東濃圏域へのリニア中央新幹線の構想など広域的な交通利便性

がさらに向上し、東海圏のみならず全国との結びつきも強化されることになります。 

●地場産業である陶磁器をはじめとして、伝統的な文化施設、交流施設が多数分布しています。この

ような本区域の魅力を活かし、広域的な交流の推進が期待されます。 

図 ２.１ 上位・関連計画における瑞浪市の位置づけ 

中部圏：「世界ものづくり対流拠点」を形成、スーパー・メガリージョンのセンター 

名古屋市 

首都圏等 

多治見市 

土岐市 

瑞浪市 

東濃西部地域 

中央道 

国道 19号 

ＪＲ 

●名古屋都市圏をはじめとした他圏域との 

交通条件に恵まれ、さらなる広域的な交 

通利便性の向上が見込まれる地域 

●伝統的な文化施設、交流施設の魅力を活 

かした、広域的な交流の推進が期待され 

る地域 

※メガリージョンとは、自治体よりも大きな単位での圏域を指す概念。スーパー・メガリージョンは、既にメガリージョンを形成して
いる東京、大阪、名古屋の三大都市圏を、それぞれの持つ特徴を活かしつつリンクし、より大きな圏域とするものです。 
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２. 上位・関連計画からの課題 

（１） 上位・関連計画からの課題 

上位・関連計画の将来像・方針・施策などから、本市の課題を整理すると、次のとおりとなります。 

■課題１ 安心・快適な居住環境の整備と利便性の高い都市環境の創造 

人口の集積・定住促進のため、災害に強く快適な居住環境の整備、充実した道路網・公共交通網や

多様な市民ニーズに対応した都市機能を有する利便性の高い都市環境の創造が求められています。 

表 ２.１ 上位・関連計画からの課題１ 

上位・関連計画 該当する将来像・方針・施策等 

中部圏広域地方計画 （将来像） 

・暮らしやすさと歴史文化に彩られた“世界ものづくり対流拠点-中部” 

・南海トラフ地震などの災害に強くしなやか、環境と共生した国土 

（基本方針） 

・安全・安心で環境と共生した中部圏形成 

・人材育成と共助社会の形成 

（具体的方策） 

・快適で安全・安心な生活環境の構築 

・災害に対して粘り強くしなやかな国土の構築 

・中部圏を支える人材の育成と確保 

・誰もが愛着とあこがれを持ち、働き住み続けたくなる地域づくり 

瑞浪都市計画 都市計画

区域の整備、開発及び保

全の方針（瑞浪都市計画

区域マスタープラン） 

（基本理念） 

・快適で個性豊かな都市環境の創造 

第６次瑞浪市総合計画 （基本方針） 

・安全・安心で人と地球にやさしいまち 

・自然と調和した快適で暮らしやすいまち 

・いきいきと学び豊かに暮らせるまち 

（施策） 

・総合的な公共交通体系の構築 

・防災や安全に配慮した道路整備 

・安全な河川と豊かな水辺環境の保全 

・安全・安心で快適な住環境の整備 

・教育環境及び施設等の整備・充実 

・スポーツ施設の充実 

・文化施設の充実 

瑞浪市道路網計画 （基本方針） 

・市の中心部と市内各地域の連絡性をより一層強化する道路の整備 

・地域のニーズに沿った生活道路の整備 

・防災機能に着目した道路の整備 
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■課題２ 地域資源を活用した産業の活性化 

地域活力の維持・向上を図るため、最先端のものづくり産業の集積や複合型産業への転換、地域資

源を活用した地場産業・観光の活性化、商業の活性化が求められています。 

表 ２.２ 上位・関連計画からの課題２ 

上位・関連計画 該当する将来像・方針・施策等 

中部圏広域地方計画 （将来像） 

・暮らしやすさと歴史文化に彩られた“世界ものづくり対流拠点-中部” 

・世界最強・最先端のものづくり産業・技術のグローバル・ハブ 

（基本方針） 

・世界最強・最先端のものづくりの進化 

・地域の個性と対流による地方創生 

（具体的方策） 

・我が国の成長を担う産業の強化 

・地域産業の活性化による地域活力の維持・向上 

瑞浪都市計画 都市計画

区域の整備、開発及び保

全の方針（瑞浪都市計画

区域マスタープラン） 

（基本理念） 

・活力に満ちた産業都市への転換 

第６次瑞浪市総合計画 （基本方針） 

・まちの魅力を活かした活力あるまち 

（施策） 

・魅力ある商店づくり 

・中心市街地活性化 

・地場産業の活性化 

・新たな産業の創出及び複合型産業への転換 

・観光資源の魅力向上 

瑞浪市道路網計画 ・観光機能を強化した道路や地域資源を活用した道路の整備 
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■課題３ 自然環境の保全・活用と都市景観の向上 

地域の魅力向上や環境と共生した持続可能な地域づくりを進めるため、農地、森林、河川などの良

好な自然環境の保全・活用、地域と連携した個性ある都市景観の形成が求められています。 

表 ２.３ 上位・関連計画からの課題３ 

上位・関連計画 該当する将来像・方針・施策等 

中部圏広域地方計画 （将来像） 

・南海トラフ地震などの災害に強くしなやか、環境と共生した国土 

（基本方針） 

・安全・安心で環境と共生した中部圏形成 

（具体的方策） 

・環境と共生した持続可能な地域づくり 

・国土の適切な保全 

瑞浪都市計画 都市計画

区域の整備、開発及び保

全の方針（瑞浪都市計画

区域マスタープラン） 

（基本理念） 

・自然の保全・活用 

第６次瑞浪市総合計画 （基本方針） 

・安全・安心で人と地球にやさしいまち 

・自然と調和した快適で暮らしやすいまち 

・まちの魅力を活かした活力あるまち 

（施策） 

・利便性の高いコミュニティバスの運行 

・総合的な公共交通体系の構築 

・安全な河川と豊かな水辺環境の保全 

・地域と連携した景観の向上 

・農地の整備・管理 

・森林の整備・保全 

・観光資源の魅力向上 

瑞浪市景観計画 （目標） 

・地域の個性を活かした美しいふるさと創り 
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■課題４ 広域的な交流・連携の促進と交通ネットワークの充実 

地域の活性化を図るため、リニア中央新幹線による東濃地域の交通利便性の向上や地域の魅力を活

用した広域的な交流・連携の促進や、交流・連携の基盤となる交通ネットワークの充実が求められて

います。 

表 ２.４ 上位・関連計画からの課題４ 

上位・関連計画 該当する将来像・方針・施策等 

中部圏広域地方計画 （将来像） 

・リニア効果を最大化し都市と地方の対流促進、ひとり一人が輝く中部 

（基本方針） 

・スーパー・メガリージョンのセンター、我が国の成長を牽引 

・地域の個性と対流による地方創生 

（具体的施方策） 

・国際大交流時代を拓く観光・交流 

・地域の個性を活かした交流連携の創出 

瑞浪都市計画 都市計画

区域の整備、開発及び保

全の方針（瑞浪都市計画

区域マスタープラン） 

（基本理念） 

・広域ネットワークの強化と交通網の充実 

第６次瑞浪市総合計画 （基本方針） 

・自然と調和した快適で暮らしやすいまち 

・まちの魅力を活かした活力あるまち 

（施策） 

・幹線道路・生活道路の整備 

・地域資源を活かした観光連携 

瑞浪市道路網計画 （基本方針） 

・都市間の連絡性を強化する道路の整備 
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■課題５ 多様な主体の協働・連携によるまちづくりの促進 

地域活力の維持・向上を図るとともに、全ての人が輝く共助社会を形成するため、市民と行政の協

働の推進、多様な主体間の交流・連携の促進が求められています。 

表 ２.５ 上位・関連計画からの課題５ 

上位・関連計画 該当する将来像・方針・施策等 

中部圏広域地方計画 （将来像） 

・リニア効果を最大化し都市と地方の対流促進、ひとり一人が輝く中部 

（基本方針） 

・人材育成と共助社会の形成 

（具体的施方策） 

・全ての人が参画し輝く社会の形成 

・多様な主体による共助社会づくり 

第６次瑞浪市総合計画 （基本方針） 

・自然と調和した快適で暮らしやすいまち 

・いきいきと学び心豊かに暮らせるまち 

・市民と行政で創造する夢のあるまち 

（施策） 

・地域との協働による道路の維持管理 

・地域との協働による公園の維持管理 

・地域と連携した伝統文化や文化財の継承・活用 

・市民参加と協働の推進 
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（２） プロジェクト・事業 

瑞浪市に関する主なプロジェクト・事業は、次のとおりです。 

表 ２.６ 主なプロジェクト・事業 

区 分 施策・事業 

広域的プロジェクト ・ものづくり中部・世界最強化プロジェクト 

（アジアＮｏ.１航空宇宙産業クラスターの形成（国際戦略総合特区）） 

・広域観光ルート「昇竜道」プロジェクト 

・リニア中央新幹線 

都市基盤整備 ・国道 19瑞浪恵那道路 

・東濃西部都市間連絡道路 

・市道上平５号線 

・橋梁長寿命化修繕事業 

・瑞浪市民公園再整備 

・土岐川河川改修 

・公共下水道事業統合事業 

・水道管路耐震化等推進事業 

・工業団地創出事業 

・まちづくり活動拠点施設整備事業 

その他 ・転入者サポート事業 

・空き家バンク事業 

・中学校統合推進事業 

・防災・減災対策事業 

・地域公共交通確保維持改善等事業 

・ユニバーサルデザインの導入推進 

・まちづくり条例策定事業 
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第３章  人口・土地利用フレーム

３－１  人口フレーム 

１. 人口の現況特性 

本市の人口は、平成 12 年まで増加傾向でしたが、平成 12 年をピークに減少に転じており、平成 22

年までの 10 年間で 1,911 人減少しています。 

また、構成比をみると、年少人口・生産年齢人口が減少傾向にある一方で、老年人口が平成 12年に

は 20%を超えるなど、少子・高齢化が進展しています。 

表 ３.１ 人口の現況 

                                   資料：国勢調査 

※年齢別人口には年齢不詳を含めないため、合計が人口総数とは一致しない 

２. 将来人口の推計 

本市の将来推計人口は減少傾向となり、第６次総合計画における推計結果では、平成 37 年（2025

年）には 39,576 人と、平成 22 年より 811 人減少すると予測されています。人口比率をみると、年少

人口比率は一旦減少するものの平成 52 年（2040 年）にかけて増加し、生産年齢人口比率は一貫して

減少傾向が続くものと予測されています。また、老年人口比率は増加が続き、平成 32 年（2020 年）

時点で 30％を超えるなど、更なる高齢化の進行が予測されています。 

また、岐阜県の平成 25 年度都市計画区域基本フレーム調査では、平成 32 年（2020 年）には 37,046

人と、平成 22 年より 3,341 人減少すると予測されていますが、次回の都市計画区域マスタープラン定

期見直し時における人口フレームの見直しに合わせて調整します。 

表 ３.２ 人口の予測 

    資料：瑞浪市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

平成 25年度都市計画区域基本フレーム調査業務報告書（岐阜県、平成 26年 3月） 

     ※都市計画区域基本フレーム調査の推計結果は、コーホート中位推計の結果 

人口総数

（人） 構成比（%） 構成比（%） 構成比（%）

 昭和60年 40,078 8,163 20.4% 27,112 67.6% 4,803 12.0%

 平成 2年 41,006 7,427 18.1% 27,847 67.9% 5,730 14.0%

 平成 7年 42,003 6,868 16.4% 27,960 66.6% 7,175 17.1%

 平成12年 42,298 6,444 15.2% 27,291 64.5% 8,562 20.2%

 平成17年 42,065 5,960 14.2% 26,426 62.8% 9,657 23.0%

 平成22年 40,387 5,319 13.2% 24,554 60.8% 10,500 26.0%

年少人口（人） 生産年齢人口（人） 老年人口（人）

都市計画区域

推計人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口 基本ﾌﾚｰﾑ調査

（人） 比率（%） 比率（%） 比率（%） 推計人口（人）

平成22年（実績値） 40,387 13.2% 60.8% 26.0% 40,387

平成27年 40,417 - - - 38,731

平成32年（2020年） 40,127 11.9% 55.0% 33.1% 37,046

平成37年（2025年） 39,576 - - - -

平成42年（2030年） 39,275 - - - -

平成47年（2035年） 38,775 - - - -

平成52年（2040年） 38,065 13.4% 46.5% 40.1% -

第６次総合計画
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３－２  土地利用フレーム 

１. 土地利用現況 

将来の土地利用フレームを検討するため、現況（平成 27 年度）の瑞浪市における土地利用状況を整

理します。 

表 ３.３ 土地利用現況 

                                      資料：平成 27年度 都市計画基礎調査 

（単位：ha）

準工 工業・工専

田 20.32 0.62 8.36 2.11 604.02 635.43

畑 32.35 1.80 6.56 4.67 293.24 338.62

計 52.67 2.42 14.92 6.78 897.26 974.05

17.55 1.78 7.00 13.42 11,976.43 12,016.18

17.22 2.31 8.32 4.39 878.78 911.02

2.14 0.15 0.92 1.21 286.36 290.78

89.58 6.66 31.16 25.80 14,038.83 14,192.03

住宅用地 145.14 18.44 28.00 17.12 407.64 616.34

商業用地 14.97 25.08 7.23 6.00 59.52 112.80

工業用地 3.69 3.04 24.12 23.80 98.89 153.54

計 163.80 46.56 59.35 46.92 566.05 882.68

0.06 0.00 0.00 0.00 58.14 58.20

30.45 1.56 4.45 1.03 123.36 160.85

59.39 18.78 21.99 13.48 539.67 653.31

4.63 2.50 4.11 0.84 22.10 34.18

9.16 0.13 2.00 1.99 86.23 99.51

その他公的施設用地 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.50 4.38 6.22 2.52 1,393.62 1,419.24

279.99 73.91 98.12 66.78 2,789.17 3,307.97

369.57 80.57 129.28 92.58 16,828.00 17,500.00

備考
住居系 商業系

工業系項目

用途地域

用途地域外 計

自
然
的
土
地
利
用

農
地

用途地域内
未利用地
148.78.ha

山林

その他自然地

水面

小計

公共空地

合計

都
市
的
土
地
利
用

宅
地

農林漁業施設用地

公益施設用地

道路用地

交通施設用地

その他の空地

小計
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２. 住宅地規模の推計 

住宅地の面積については、岐阜県の平成 25 年度都市計画区域基本フレーム調査業務報告書（平成

26 年 3 月）より、平成 12 年が人口の最大値となるので、人口規模拡大による新たな住宅需要は発生

せず、現行の住居系用途地域内で対応可能です。 

図 ３.1 住宅地規模の推計 

※人口密度 ６０人/ha 

都市計画運用指針（国土交通省）の中で、区域区分を行う際の適正な市街地規模として、住宅地では「土地の高度利用を図るべき

区域にあっては、１ｈａ当たり１００人以上、その他の区域にあっては１ｈａ当たり８０人以上を目標とし、土地利用密度の低い地

域であっても１ｈａ当たり６０人以上とすることを基本とすることが望ましい。」とされていることから、計画的な市街地整備を進め

る際の望ましい人口密度として、６０人/ha と設定しました。 

①将来人口フレーム 

 平成 12年：42,298 人 

（MAX値：P53表３.１より） 

②現況用途地域外人口 

 平成 22年：19,480 人 

③現況用途地域内人口 

 平成 22年：20,907 人 

④将来増加人口（②＋③－①） 

 平成 22年：-1,911 人 

⑤用途地域外住宅地 

 407.64ha 

⑥用途地域内住宅地 

 208.70ha 

⑦人口密度※

 60 人/ha 

⑧必要住宅地（④÷⑦） 

 平成 22年：なし 

⑨住居系用途地域内の 

 未利用地 87.44 

住宅地面積（⑤＋⑥＋⑧） 

 平成 27年：616.34ha 
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３. 商業地規模の推計 

（１） 商業の現況特性 

本市の商業は、平成 23 年から平成 26 年にかけて年間商品販売額が増加しているものの、商店数、

従業者数、年間商品販売額ともに、減少傾向にあります。 

一方、商業用地は平成 15年をピークに減少傾向にあるものの、用途地域内における比率が増加傾向

にあります。 

表 ３.４ 商業の推移 

          資料：商業統計調査、平成 24年経済センサス活動調査（平成 23年のみ） 

表 ３.５ 商業用地の推移 

                   資料：平成 27年都市計画基礎調査 

（２） 商業地規模の推計 

本市において将来必要な商業用地は、年間商品販売額のトレンド推計値及び平成 22年の敷地販売効

率 532 百万円/ha より、平成 37 年（2025 年）で 145.8ha となり、現況（平成 25 年）より 33ha ほど増

加しますが、用途地域内の未利用地（148.78ha）で対応可能です。 

表 ３.６ 商業用地の推計結果 

       資料：平成 25年度都市計画区域基本フレーム調査業務報告書（岐阜県、平成 26年 3月） 

       ※トレンド推計の結果 

（単位：ha）

商業用地

計 （うち商業系以外）

 平成 5年 91.76 39.79 30.76 51.97

 平成10年 124.67 50.74 32.37 73.93

 平成15年 135.04 53.00 33.85 82.04

 平成20年 133.74 64.32 36.57 69.41

 平成25年 112.80 53.28 28.20 59.52

用途地域内
用途地域外

平成22年 平成24年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

（基準年） （現況値） （2020年） （2025年） （2030年）

71,131 52,803 73,287 75,437 77,582 79,721

133.7 133.7 137.8 141.8 145.8 149.9

532 395 532 532 532 532

年間販売額合計（百万円）

商業用地面積（ha）

敷地販売効率（百万円/ha）

商店数 従業者数 年間商品販売額

（箇所） （人） （百万円）

 平成 6年 675 3,113 71,021

 平成 9年 669 3,219 87,643

 平成14年 591 3,200 69,386

 平成16年 581 3,226 63,720

 平成19年 555 3,175 69,120

平成23年 394 2,388 53,120

平成26年 392 2,487 64,352
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（単位：ha）

工業用地

計 （うち工業系以外）

 平成 5年 179.68 51.68 19.33 128.00

 平成10年 166.84 52.99 14.19 113.85

 平成15年 172.45 55.45 13.86 117.00

 平成20年 178.51 65.33 11.66 113.19

 平成25年 153.54 54.65 6.73 98.89

用途地域内
用途地域外

４. 工業地規模の推計 

（１） 工業の現況特性 

本市の製造品出荷額は減少傾向にあります。 

一方、工業用地は、平成 10 年から平成 20 年にかけて用途地域内を中心に増加していましたが、平

成 20年から平成 25年にかけて大きく減少しています。 

表 ３.７ 製造品出荷額等の推移 

                    資料：工業統計調査、平成 24年経済センサス活動調査（平成 23年のみ） 

表 ３.８ 工業用地の推移 

                        資料：平成 27年都市計画基礎調査 

（２） 工業地規模の推計 

本市において将来必要な工業用地は、製造品出荷額等のトレンド推計値及び平成 22年の敷地生産性

317 百万円/ha より、平成 37 年（2025 年）で 156.4ha となり、現況より 2.86ha ほど増加しますが、

用途地域内の未利用地（148.78ha）で対応可能です。 

表 ３.９ 工業用地の推計結果 

      資料：平成 25年度都市計画区域基本フレーム調査業務報告書（岐阜県、平成 26年 3月） 

      ※トレンド推計の結果 

（単位：百万円）

 平成 6年  平成 9年  平成12年  平成15年  平成18年  平成20年  平成23年  平成26年

製造品出荷額等 87,626 86,346 79,856 56,642 40,550 47,820 40,476 54,496

平成22年 平成23年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

（基準年） （現況値） （2020年） （2025年） （2030年）

56,566 39,878 54,238 51,910 49,581 47,253

178.5 178.5 171.2 163.8 156.4 149.1

317 223 317 317 317 317

製造品出荷額等（百万円）

工業用地面積（ha）

敷地生産性（百万円/ha）
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第４章  まちづくりの課題

４－１  まちの変化要因 

本市のまちづくりにあたって、まちの変化要因として考慮すべき各種事業、構想・計画や平成 23 年

の時点修正以降の変化は、以下の通りです。 

① 市街地整備 

◆ 下益見土地区画整理事業 

・平成 25年 9月に事業が完了しました。 

② 産業基盤整備 

◆ 東濃研究学園都市構想

・瑞浪インターチェンジ北側に瑞浪超深地層研究所、東濃地震科学研究所、サイエンスワール

ドといった概ね構想通りの機能が立地し、瑞浪クリエイション・パークへの企業誘致も順調

に進んだことから、構想の収束に向けての手続きが行われる見込みです。 

◆ 工業用地等創出事業

・市内の工業団地に適した用地を調査し、新たな工業団地の開発を目指した取組が進められて

います。 

③ 都市施設整備 

◆ 市民公園文化施設再整備計画策定事業 

・文化拠点としてさらに充実させるため、市民公園内の文化施設の再編に向けた検討が進めら

れる予定です。 

◆ 広域河川改修事業（土岐川の整備促進） 

・集中豪雨などに伴う浸水被害の防止や水辺環境の維持、憩いの場、交流の場としての整備が

進められています。 

◆ 中学校統合推進事業 

・瑞陵中学校、日吉中学校、釜戸中学校の統合校である瑞浪北中学校は、平成 31 年（2019 年）

4 月の開校を目指して整備が進められています。なお、平成 28 年 4 月には稲津中学校、陶

中学校の統合校である瑞浪南中学校が開校しています。 

④ 道路整備 

◆ 瑞浪恵那道路 

・平成 26年 4 月に都市計画決定（3･4･1 国道 19 号線）され、平成 27年 4 月より事業化され

ています。 

◆ 東濃西部都市間連絡道路 

・東濃研究学園都市構想の支援、中央地域における東西軸の強化を図る道路として、実現に向

けた活動が続けられています。 
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⑤ その他 

◆ 瑞浪市景観計画策定事業、街なみ環境整備事業 

・平成 27年 12 月に瑞浪市景観計画が策定され、良好な景観の形成に向けて、景観重点区域の

指定など、具体的な取組が進められる予定です。 

◆ 瑞浪市まちづくり基本条例 

・まちづくりに関する市民の役割や行政・議会の責任を明文化し、まちづくりの基本ルールを

定めた「瑞浪市まちづくり基本条例」が、平成 27 年 7 月から施行され、住民主体のまちづ

くりに向けた取組が進められています。 
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４－２  まちづくりの課題 

① 安心・快適で利便性の高い都市環境の創造 

 本市の市街地における基盤整備は概ね完了していますが、人口の減少・流出や開発需要の落ち

込みなど、地域の活力が失われつつあり、人口の集積・定着を促す居住環境の確保が課題となっ

ています。ＪＲ瑞浪駅周辺では駅前広場の整備が完了し、本市の中心部として機能強化が進んで

いますが、多様な都市機能の集積などにより一層の魅力の向上・活性化を図る必要があります。

また、用途地域内の市街地には農地や空地などの低未利用地が残っており、適切な土地利用の規

制・誘導により、人口の集積・定着を促し、良好な居住環境を確保していくことが必要です。 

 市内に点在する集落地では、高齢化や過疎化に伴う地域活力の低下への対策が喫緊の課題とな

っており、地域の特性を踏まえた適切な土地利用の誘導と基盤整備による快適で暮らしやすい生

活環境の確保が必要です。 

 また、市内の学校では少子化による児童および生徒の急速な減少が進んでおり、充実した教育

環境を確保するため、平成 31年 4月に中学校開校に向けて施設整備を進める必要があります。 

 さらに、都市全体において居住環境や生活利便性の向上と防災・防災機能の強化を図るべく、

生活に身近な商業・サービス施設、医療・福祉施設の適切な配置、公園の充実、河川や生活道路

の整備を進めていく必要があります。 

● 魅力あるJR瑞浪駅周辺地区の創出 

● 市街地内の適切な土地利用の誘導 

● 集落地における生活環境の確保 

● 中学校統合に向けた施設整備 

● 生活に身近な都市機能の適切な配置 

● 災害や犯罪に強い都市環境づくり 

安心・快適で利便性の高い 

都市環境の創造 
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② 圏域ネットワークの強化と交通網の充実 

 本市は、中央自動車道瑞浪インターチェンジや国道 19 号、ＪＲ中央本線瑞浪駅・釜戸駅が位

置しており、名古屋や信州方面との広域的な交通アクセスに恵まれています。また、将来的には

リニア中央新幹線による広域的な交通利便性の向上が見込まれています。 

しかし、本市を含む東濃圏域や市内の交通網については、鉄道や民間路線バス・コミュニティ

バス等の公共交通が運行しているものの、十分なネットワークが確保されているとはいえず、圏

域内の各機能の連携強化を図るネットワークの確保による一体的な都市圏づくりを進めていく

必要があります。 

 本市では、瑞浪インターチェンジ北側や瑞浪クリエイション・パークにおける新機能導入にあ

わせた幹線道路の整備が進められてきましたが、市域の一体的な発展や広域的交通利便性の向上

による交流拡大を図るためには、市の中心部と市内各地域や観光交流施設の連絡性を強化する幹

線道路や、地域のニーズに沿った生活道路の整備を行うことにより、市内道路網をより一層充実

させる必要があります。また、高齢化の進行や中学校統合などを踏まえ、コミュニティバスの維

持・充実やデマンド交通の導入など、公共交通網の充実を図る必要があります。 

● 東濃圏域内の都市間連絡の強化 

● 市の中心部と市内各地域や観光交流施設の

連絡性の強化 

● 公共交通網の維持・充実 

圏域ネットワークの強化と

交通網の充実 
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③ 地域資源を活用した産業機能の強化 

本市では、これまで地場産業である窯業・土石業中心の産業構造を示してきましたが、陶磁器

産業をはじめとする各種の産業が非常に厳しい状況にあり、市内の若者は就業の場を求めて市外

へ流出していく傾向にあります。 

そのため、伝統的産業としての陶磁器産業の活性化や瑞浪クリエイション・パークや瑞浪イン

ターチェンジ北側における先端技術産業・研究開発機関の充実による「複合型産業構造への転換

と新産業への支援」を進めてきましたが、就業の場を市外に求める傾向は強まってきており、新

たな産業集積に向けた継続的な取組が必要とされています。 

一方、商業については、ＪＲ瑞浪駅周辺における中心商業地の活性化や既に沿道型商業施設の

集積がみられる国道 19 号や（一）上山田寺河戸線沿道における集積強化により、魅力的な商業

環境を創出し、都市間競合への対応を図っていく必要があります。また、瑞浪市民公園や市内各

地域に点在する観光交流施設における基盤の強化（道路・公共交通によるアクセス性の強化、駐

車場の整備等）による交流人口の拡大を図ることも課題です。 

農業については、従事者の高齢化や後継者不足などにより、耕作放棄地の増加が進行していま

す。優良農地を保全し農業生産基盤の整備を促進するとともに、生産組織や担い手の育成、特産

物の開発と定着、地産地消の推進、新たな流通ルートの確立など、本市にあった農業振興施策を

展開していく必要があります。 

● 伝統的産業の活用や新たな産業機能の集積

に向けた継続的な取組 

● 中心商業地の活性化 

● 国道19号や（一）上山田寺河戸線沿道にお

ける沿道サービス機能の強化 

● 観光交流施設における基盤の強化 

● 農業の振興 

地域資源を活用した 

産業機能の強化 
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④ 自然環境・歴史文化資源の保全・活用と都市景観の向上 

 本市は市域の7割が森林であり、飛騨木曽川国定公園や竜吟峡などの景勝地といった自然環境、

中山道細久手宿・大湫宿といった歴史文化資源に恵まれています。その他、土岐川周辺の憩いの

場としての整備など、自然を活用した新たな交流施設の整備が進められています。 

 水源涵養、防災機能、環境保全機能などの多面的な機能を持つ森林や恵まれた自然環境・歴史

文化資源の積極的な保全・活用を図るとともに、多様な主体と連携し、自然環境・歴史文化資源

といった地域の個性を活かした、うるおいのある魅力的な都市景観の形成を推進し、交流人口の

拡大による地域の活性化を目指していくことが必要です。 

● 自然環境・歴史文化資源の保全と活用 

● 自然環境・歴史文化資源と一体となった、う

るおいのある魅力的な都市景観の形成 

● 地域資源を活用した交流人口の拡大、地域の

活性化 

自然・歴史文化資源の保

全・活用と都市景観の向上 
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第５章  全体構想

５－１  まちづくりの理念・目標 

１. まちづくりの理念 

本市は「第６次瑞浪市総合計画」において、『幸せ実感都市みずなみ ～共に暮らし 共に育ち 共

に創る～』を将来都市像としており、第４章のまちづくりの課題などを踏まえ、本市における将来都

市像の実現を目指した計画的なまちづくりをおこなっていく指針として、都市計画マスタープランに

おけるまちづくりの理念を以下のように設定します。 

図 ５.１ まちづくりのテーマ 

第６次総合計画の 

将来都市像 

まちづくりの課題 

（基本的方向） 

幸せ実感都市みずなみ 

～共に暮らし 共に育ち 共に創る～ 

快適で活力に満ちた交流共生都市 

安心・快適で利便性の高い生活環境都市づくり 

自然・歴史文化資源の保全・

活用と都市景観の向上

圏域ネットワークの強化と 

交通網の充実

地域資源を活用した 

産業機能の強化

安心・快適で利便性の高い 

都市環境の創造 

まちづくりのテーマ 

まちづくりの目標 

活力ある産業交流都市づくり 

うるおいのある魅力的な自然・歴史文化都市づくり 
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２. まちづくりの目標 

（１） 安心・快適で利便性の高い生活環境都市づくり 

本市の市街地は、土岐川沿いの低地部に形成された農耕を中心とする集落形態の市街地が連担して

形成されたものであり、これまで土地区画整理事業などの推進により、現行用途地域の半分以上の地

区で基盤整備がなされてきました。また、本市の中心であるＪＲ瑞浪駅周辺は、「地域拠点」と位置付

けられ、都市計画道路や駅前広場、駐車場といった都市環境整備や、地域交流センターの建設など、

本市の中心的な拠点としての機能強化が進んでいます。今後は、整備された都市基盤の計画的な維持

管理に努めるとともに、多様な都市機能の集積や適切な土地利用の規制・誘導により、利便性の高い

良好な居住環境の確保を図ります。 

市内に点在する集落地については、生活道路等の生活基盤や生活に身近な都市機能の誘導に努め、

快適で暮らしやすい生活環境を確保するとともに、地域資源を十分活用した個性豊かなまちづくりを

図ることにより、地域活力の再生を目指します。 

以上より、市民一人ひとりがゆとりと魅力のある生活を楽しみ、健やかな暮らしを営むための生活

基盤や大規模な災害に対する備えなど、安心・快適で利便性の高い生活環境都市の実現を目指すもの

とします。 

また、地域住民による交通安全活動や防犯活動、道路・公園等の維持管理、多様な主体の連携によ

る中心市街地のにぎわいや都市の魅力の創出など、「瑞浪市まちづくり基本条例」に基づく協働の取組

を推進し、地域コミュニティの形成や活性化を図るものとします。 

（２） 活力ある産業交流都市づくり 

本市は古くから美濃焼の産地として栄え、約 30 年前には製造品出荷額の 76％が窯業・土石製品で

あるなど、窯業中心の工業構造を展開してきました。現在は、瑞浪クリエイション・パークが整備さ

れ、瑞浪インターチェンジ北側における研究開発機関の充実など、「複合型産業構造への転換と新産業

への支援」が進んでいます。 

今後も陶磁器を中心とした地場産業の活性化を図るとともに、新たな産業機能の集積による就業の

場の創出と産業構造の多角化を図ります。また、東濃圏域の各機能の連携を強化する圏域内ネットワ

ークおよび都市内の交通網の整備・充実により、都市内のみならず広域的な活力ある産業交流の実現

を図ります。 

商業・観光業については、ＪＲ瑞浪駅周辺の商業地の活性化および国道 19号や（一）上山田寺河戸

線沿道における沿道型商業地の拡充を図るとともに、瑞浪市民公園周辺や点在する自然環境・歴史的

資源を活かした観光交流施設の整備・拡充を図り、活発な交流の実現を目指します。 

農林畜産業については、農地や森林の保全、生産環境の向上や「瑞浪ボーノポーク」のブランド化、

地産地消の流通体系の確立など、地域資源を活用した振興を図ります。 

以上より、東海環状自動車道やリニア中央新幹線をはじめとする広域的プロジェクトにより、立地

ポテンシャルの向上が期待される東濃都市圏を構成する都市として、多様な地域との「人、もの、情

報」などの相互交流を深めることにより、都市機能の向上と文化経済活動などの都市の活性化を図り、

活力ある産業交流都市の実現を目指すものとします。 
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（３） うるおいのある魅力的な自然・歴史文化都市づくり 

本市の北部・東部地域は、飛騨木曽川国定公園の一部を成す鬼岩公園や、竜吟峡などの景勝地があ

ります。また、中山道はその大半が東海自然歩道として活用され、細久手・大湫宿といった観光資源

も有しており、自然環境・歴史文化資源に恵まれています。 

したがって、市民のみならず来訪者にとって魅力的な観光・レクリエーション施設として、これら

の自然環境・歴史文化資源の保全・活用を図ります。また、市内に点在する「焼物」を活用した既存

施設のほか、土岐川における憩いの場の整備など、地域資源を活用した観光交流施設の整備を図ると

ともに、道路・公共交通によるアクセス性の強化や駐車場の整備など、周辺環境に配慮した来訪しや

すい環境を整えます。 

さらに、こうした自然環境・歴史文化資源と一体となった、うるおいのある魅力的な都市景観の形

成を推進し、交流人口の拡大による地域の活性化を目指します。 

以上より、地域資源を活用した、人と人が集い・ふれあい、互いの知識を伝えあうことのできる観

光交流拠点を整備する一方で、自然環境・歴史文化資源の保全に努め、うるおいのある魅力的な自然・

歴史文化都市の実現を目指すものとします。 

図 ５.２ まちづくりの目標の概念図 

圏域ネットワークの強化と交通網の充実 

安心・快適 

生活環境 

広域連携 

圏域連携 

広域連携 

圏域連携

活力ある 

複合型産業 

自然・ 

歴史文化 

交
流
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５－２  将来都市構造 

１. まちづくりの視点 

前述したまちづくりの３つの目標を実現していくための基本的な方向として、都市を構成する要素

を「軸」「拠点（エリア）」「ゾーン」の３つの視点から捉えます。 

◆ 「軸」…都市の骨格を形成する軸として、市域を超えた交流の基軸となる「広域軸」、市内の地

域間交流の基軸となる「地域連携軸」、自然と歴史を活用した交流の基軸となる「交流軸」、自

然豊かなアメニティの軸となる「親水空間活用軸」の４つを位置づけます。具体的には、道路

などの都市基盤を軸として位置づけることにより、広域的な交流とともに、市域内の各地域や

拠点間の有機的な交流を促進します。 

◆ 「拠点（エリア）」…市民の快適な生活環境を支える様々な活動や都市機能の中心となるべき地

域や、活力ある産業交流を支援する地域などについて、それぞれの地域特性や役割に応じた魅

力ある多様な拠点を位置づけます。 

◆ 「ゾーン」…役割に応じて位置づけられる多様な拠点と、それらを有機的に結ぶ軸により構成

される空間について、地域特性や立地環境にあわせて「ゾーン」として位置づけ、それぞれの

地域における個性ある空間の創造を図ります。 

なお、「軸」の設定における地域連携軸については、現状の土地利用状況や将来動向を踏まえ、本市

を大きく３つの地域に区分し、各地域内および地域間の連携を図るものとします。 

「広域軸」「地域連携軸」「交流軸」「親水空間活用軸」

「地域拠点」「交流拠点」「産業拠点」

「住居系市街地ゾーン」「商業系市街地ゾーン」「工業・産業系市街地ゾーン」

「集落・農業ゾーン」「自然環境保全ゾーン」

「観光・スポーツ・レクリエーションゾーン」
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図 ５.３ エリア区分 

◆ 北部・東部地域…木曽川や鬼岩公園、竜吟峡をはじめとする自然や中山道を軸とする歴史的伝

統文化が位置する「自然・歴史的伝統文化ゾーン」

◆ 中央地域…本市の文化・教育・産業といった都市機能が集積する中心地である「産業文化ゾー

ン」

◆ 南部地域…本市の地場産業の発祥の地であり、窯業の中心地区を形成している「地場産業ゾー

ン」

大湫 

日吉 
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瑞浪 
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稲津 

自然・歴史的伝統文化ゾーン 
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２. 軸の設定 

（１） 広域軸 

現在の本市と東濃地域の各都市間を結ぶ主要な広域的交通動線は、国道 19号、中央自動車道、ＪＲ

中央本線となっています。 

また、リニア中央新幹線の開通と併せた全線整備を目指して、国道 19 号の機能強化を図る瑞浪恵那

道路の事業が進められているほか、名古屋大都市圏を含む東海地方における高規格幹線道路である東

海環状自動車道が、隣接する土岐市内を縦断するルートで整備されており、これらの広域軸の整備効

果を波及させることが必要です。 

そのため、圏域内の各都市間の連携を強化する「圏域内都市軸：東濃西部都市間連絡道路」を広域

軸として位置づけます。 

図 ５.４ 広域軸の設定イメージ 

「ＪＲ中央本線」「中央自動車道」「国道 19 号」「瑞浪恵那道路」「東濃西部都市間連絡道路」 

※「瑞恵道路」は国道19号の機能強化を図る道路 ○笠原町→多治見市に合併 

多治見市 土岐市 瑞浪市

東濃西部都市間連絡道路 瑞浪恵那道路 

東濃西部圏域 

東
海
環
状
自
動
車
道

中央自動車道 

ＪＲ中央本線 

国道19号 
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（２） 地域連携軸 

本市は、前述の広域軸のほか、現在の地域連携軸として、（主）恵那御嵩線、（主）多治見恵那線、

（主）瑞浪上矢作線、国道 363 号、（一）飛騨木曽川公園線を軸とした東西方向に強い地域構造となっ

ています。 

南北方向には、（主）瑞浪大野瀬線、国道 419 号、（一）大西瑞浪線が位置づけられるものの、地域

連携軸としての機能は十分とはいえない状況にあります。そのため、本市における３つの地域内およ

び地域間の連携強化を図るべく、これらの路線に「市道天徳・本郷線」、「市道南垣外・北野線」、「市

道一日市場・八幡線」を加えた「南北都市軸」を位置づけ、市内の地域間交流の促進を目指します。 

なお、本市の中心に位置する中央地域では、土岐川および国道 19 号に沿った低地部において本市の

中枢機能を備えた市街地が帯状に形成されていますが、瑞浪インターチェンジ北側や瑞浪クリエイシ

ョン・パークにも新たな都市機能が配置されており、面的なひろがりをもつ市街地構造への転換が求

められています。 

そのため、「広域軸」や「圏域内都市軸」、「南北都市軸」との整合を図ることが重要であり、これら

の都市軸へ有機的に連絡する（主）瑞浪インター線、（一）上山田寺河戸線、市道上平５号線を中央地

域の地域内連携軸に位置づけます。さらに、中心市街地内では、市道公園通線を「シンボル軸」とし

て「地域拠点」の骨格を形成する路線として位置づけます。 

図 ５.５ 地域連携軸の再編イメージ（概ねの路線位置） 

地域連携軸 
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（３） 交流軸 

自然と歴史を活用した交流の場としての機能を持つ中山道を観光の交流軸として位置づけます。ま

た、新丸山ダムの建設に伴い架け替えられる計画の五月橋とそこへ至る路線を、隣接地域の人々との

交流の軸として位置づけます。 

（４） 親水空間活用軸 

豊かな自然の中で快適な生活環境やうるおいのある自然環境のある都市づくりのために、土岐川お

よび小里川などにおける水辺地を住民の憩いの場として活用する親水空間活用軸として位置づけます。 

３. 拠点の配置 

（１） 地域拠点 

「瑞浪地域」「土岐地域」「明世地域」により構成される市街地部では、ＪＲ瑞浪駅周辺地区を、本

市の商業・情報・文化・居住等の機能が集積する「地域拠点」に位置づけ、魅力的な拠点づくりを図

るため、市街地再開発事業等を検討します。 

「日吉地域」「大湫地域」「釜戸地域」「稲津地域」「陶地域」では、公共施設や日常的な商業施設が

集積している地区を「地域拠点」として位置づけ、地域の生活や様々なコミュニティ活動がしやすい

場所として活性化を図ります。 

（２） 交流拠点（エリア） 

中央自動車道瑞浪インターチェンジ北側を交流拠点として位置づけ、化石博物館をはじめとして美

術館やスポーツ施設などが集まる瑞浪市民公園を核として、憩いの場としての充実を図ります。 

農産物等直売所、櫻堂薬師周辺地域を交流拠点として位置づけ、農業と歴史文化を活かした交流の

場として充実を図ります。 

中山道の大湫宿、細久手宿及び日吉町天神窯周辺を交流拠点として位置づけ、宿場町としてふさわ

しい歴史的な魅力にあふれるまちなみの保全に努めるとともに、中山道を活かして、あらゆる世代が

集う場として活用を図ります。 

鬼岩公園、竜吟峡、屏風山周辺地域を交流エリアとして位置づけ、里山の自然の維持・森林の健全

な育成に努め、自然体験学習や人々の安らぎや癒しの場として活用を図ります。 

陶町大川の美濃焼こま犬、豊穣の壺、与左衛門窯などの陶器関連の観光資源が集まる周辺地域を交

流拠点として位置づけ、地場産業を活かした交流の場として活用を図ります。 

構想段階の（仮）釜戸道の駅についても、交流拠点として位置づけ、実現化に向けて検討を進めま

す。 

「土岐川」「小里川」 

「中山道」「五月橋」 
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（３） 産業拠点 

瑞浪クリエイション・パークを産業拠点として位置づけ、新産業の活性化に努めます。 

瑞浪市産業振興センターにおいて、陶磁器産業（みずなみ焼等）の情報発信と市内産業の振興を

図る拠点を整備し、広く産業の活性化に努めます。 

表 ５.１ 拠点の配置 

拠  点 地  区 

地域拠点 
「ＪＲ瑞浪駅周辺地区」（瑞浪、土岐、明世） 

「公共施設や日常的な商業施設が集積している地区」（日吉、大湫、釜戸、稲津、陶）

交流拠点 

（エリア）

「中央自動車道瑞浪インターチェンジ北側」「農産物等直売所、櫻堂薬師周辺地域」

「大湫宿」「細久手宿」「日吉町天神窯」「鬼岩公園」「竜吟峡」「屏風山」 

「陶町大川周辺地域」、「（仮）釜戸道の駅」 

産業拠点 「瑞浪クリエイション・パーク」「瑞浪市産業振興センター」 
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図 ５.６ 軸・都市拠点配置 
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４. 土地利用ゾーンの骨格 

土地利用ゾーンについては、前述の役割に応じて位置づけられる多様な拠点と、それらを有機的に

結ぶ軸により構成される空間について、地域特性や立地環境にあわせて設定します。 

なお、市街地の拡大については、「第 3章 人口・土地利用フレーム」より、基本的に現行の用途地

域内において対応します。 

（１） 「住居系市街地ゾーン」 

住居系用途地域に指定されているエリアを中心に、土岐川に面した一部の準工業地域や西部の工業

地域を住居系市街地として位置づけ、安全・安心・快適で暮らしに適した環境の創出に努めます。 

（２） 「商業系市街地ゾーン」 

ＪＲ瑞浪駅周辺地区を中心商業地として位置づけ、魅力ある商店が集まり、市民が買い物を楽しめ

る環境や買い物をしやすい環境の創出に努めます。また、国道 19号や（一）上山田寺河戸線沿道で既

存の大型商業施設を中心としたエリアは、沿道型サービス施設の立地に適した場所と位置づけ、商業

の活性化を図ります。 

（３） 「工業・産業系市街地ゾーン」 

市街地西部の工業専用地域のほか、住居系市街地ゾーンを除いた工業系用途地域に指定されている

エリアを生産環境の向上を図る工業・産業系市街地ゾーンとして位置づけ、工場などの操業に適した

環境の創出に努めます 

（４） 「集落・農業ゾーン」 

農業が営まれている地域及び農業を営む住民が主に生活している地域を集落・農業ゾーンと位置づ

け、ほ場整備された優良農地の確保や農業関連機能の整備を進め、営農に適した環境の維持・向上を

図るとともに、農業の持つ多面的機能をまちづくりに生かしながら、良好な暮らしに適した環境の実

現に努めます。 

（５） 「自然環境保全ゾーン」 

飛騨木曽川国定公園などをはじめとした森林や河川域を自然環境保全ゾーンと位置づけ、水源や森

林の保水機能を活かした防災機能、自然を活用した交流の場など、多面的な機能を持つ自然環境の保

全に努めます。 

（６） 「観光・スポーツ・レクリエーションゾーン」 

瑞浪市民公園や中山道、鬼岩公園、竜吟峡、屏風山周辺などは、周囲の自然環境と調和した自然活

用型の観光・スポーツ・レクリエーションに適した場所として位置づけ、周辺の自然環境と調和した

自然活用型の観光・レクリエーションゾーンとしての整備を図ります。 

また、市内に多く立地するゴルフ場を観光・スポーツ・レクリエーションゾーンとして位置づけ、

市内外の交流人口の拡大に努めます。 
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図 ５.７ 土地利用ゾーンの骨格 
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図 ５.８ 土地利用ゾーンの骨格（市街地部） 
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５. 交通体系の骨格 

本市における交通体系の骨格としては、「5-2-2 軸の設定」で位置づけた「広域軸」「地域連携軸」

を基本として、交通処理機能の観点から「広域骨格軸」「都市骨格軸」による骨格交通軸を形成します。 

（１） 広域骨格軸 

広域的な交通処理機能や市内外の広域的な交流を担う広域骨格軸は、以下のとおり位置づけます。 

表 ５.２ 広域骨格軸 

路  線 役  割 

中央自動車道 

東名・名神高速道路に連絡する高規格幹線道路であり、本市

には瑞浪インターチェンジが設置されています。また、隣接

する土岐市において東海環状自動車道に連絡しています。 

国道 19 号 
本市の主要な東西軸であるとともに、岐阜県南部の東西軸と

なる広域的な幹線道路。 

瑞浪恵那道路 
国道 19 号の機能強化を図る路線であり、土岐地域～恵那市ま

での区間で都市計画決定され、事業中。 

東濃西部都市間連絡道路 
東濃研究学園都市構想を支援し、本市の中央地域における東

西軸を強化する計画・構想道路。 

ＪＲ中央本線 
名古屋方面や信州方面との主要な公共交通軸。リニア岐阜県

駅へのアクセス。 
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（２） 都市骨格軸 

都市骨格軸は、本市の骨格を形成し、主として都市内交通を処理する機能を担う幹線道路として、

以下のとおり位置づけます。なお、南北都市軸をはじめとする「地域連携軸」に地域間を結ぶ一般県

道や市道を加えるほか、市街地部において骨格を形成する市道（都市計画道路（幹線街路））を加えま

す。 

表 ５.３ 都市骨格軸 

区  分 路  線 

南北都市軸 
（一）大西瑞浪線、（主）瑞浪大野瀬線、市道天徳・本郷線、国道 419

号、市道南垣外・北野線、市道一日市場・八幡線 

北部・東部地域 

（主）恵那御嵩線、（一）大西瑞浪線、（一）大湫恵那線、（一）飛騨木

曽川公園線、（一）日吉釜戸線、（一）武並土岐多治見線、市道半原・

大湫線 

中央地域 

（主）瑞浪大野瀬線、（主）多治見恵那線、（一）大西瑞浪線、（一）上

山田寺河戸線、市道公園通線、市道上平５号線、市道戸狩・半原線、（主）

瑞浪インター線、（一）瑞浪停車場線 

南部地域 国道 363 号、国道 419 号、（主）瑞浪上矢作線 

市街地部 

市道一色・益見線、市道一色・北小田 2 号線、市道竜門 1 号線、市道

北小田 1 号線、（一）瑞浪停車場線、市道小田・本町線、（一）武並土

岐多治見線、市道明徳橋・北小田線、市道西小田・穂並線、市道元町・

北小田線 
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図 ５.９ 交通体系の骨格 
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６. 環境・景観対策の骨格 

（１） シンボル軸 

本市における市街地の中心軸となる「シンボル軸：市道公園通線」は、主要な公共公益施設および

商業業務施設の集積地区の骨格となる道路であり、シンボルロードとしての景観・沿道環境の保全・

創出を図ります。 

（２） 南北都市軸 

市域を南北に縦貫する「南北都市軸：（一）大西瑞浪線、市道天徳・本郷線、（主）瑞浪大野瀬線、

国道 419 号、市道南垣外・北野線、市道一日市場・八幡線」は、本市の骨格を形成するとともに市域

内外から本市中心部へのアクセス道路となります。 

また、地域拠点や交流拠点などへのアクセス道路でもあるため、道路沿道特性にあわせた快適な環

境および美しい景観の実現を図ります。 

（３） 圏域内都市軸 

東濃西部圏域の各都市間をつなぐとともに、本市の産業拠点へ連絡する「圏域内都市軸：東濃西部

都市間連絡道路」は、自動車交通を主体とした道路となりますが、自然環境の良好な地区を通過する

道路であり、周辺環境との調和を図り、法面の緑化や緑化ブロックなどによる緑豊かな道路環境の形

成を図ります。 

（４） 自然環境の保全 

①国定公園の保全 

鬼岩公園および木曽川沿いは、「飛騨木曽川国定公園」に指定されており、指定地域内の風致を維持

するため、建築物、工作物、排水、広告等について規制されており、自然環境の保全に努めるものと

します。 

②河川の保全・活用 

その他の河川についても、河川保全区域が指定されており、沿川の保全を図る必要があります。特

に、市街地を流れる土岐川における親水空間としての活用にあたっては、河川緑地の保全を図りつつ

整備します。 

③山地・丘陵の保全 

高根山をはじめとする市域内の丘陵地は、良好な自然環境が残されており、その保全に努めます。

また、その他の自然地についても、土地利用規制に加えて保全方策を検討していくものとします。 
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図 ５.１０ 将来都市構造図 
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５－３  分野別まちづくりの方針 

１. 土地利用の方針 

（１） 土地利用の区分 

本市における将来のまちづくりにあたっての望ましい土地利用のあり方を、総合計画の土地利用構

想や前述した将来都市構造の「土地利用ゾーンの骨格」の考え方との整合を図りつつ、整備、開発ま

たは保全の観点から明らかにするため、土地利用の区分を以下のように設定します。 

表 ５.４ 土地利用区分 

区 分 土地利用イメージ 

都市的 

土地利用 

自然的 

土地利用 

住宅地 

低層住宅地 低層住宅を中心に誘導する地区 

中低層住宅地 中層住宅を中心に誘導するが低層住宅も混在する地区 

一般住宅地 
中高層住宅を含め住宅が中心であるが、その他の施設

の立地もある程度許容する地区 

商業地 

中心商業地 商業・業務施設を中心に誘導する地区 

近隣商業地 日常的な商業機能を中心に誘導する地区 

工業地 工業施設や流通業務施設等を中心に誘導する地区 

沿道利用地区 
幹線道路沿いにおいて沿道サービス施設の立地を図る

地区 

集落・農業地区 
既成市街地以外の集落地域や、農業の振興と農地の保

全を図る地区 

レクリエーション 

地区 

野外活動や自然を活用した交流施設などのレクリエーシ

ョンとしての利用を図る地区 

丘陵・森林地区 丘陵、森林の保全と育成を図る地区 

※「住宅地・商業地・工業地」は、既成市街地および市街地整備を促進する地域に位置づけられます 
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（２） 市街地における土地利用の方針 

市街地については、前述の土地利用区分のうち、用途地域指定がなされている住宅地、商業地、工

業地のほか、計画的な土地利用の展開を図る地域となります。 

ＪＲ瑞浪駅を中心として商業・業務系の土地利用、その周辺に住居系の土地利用、西南部および瑞

浪クリエイション・パークや瑞浪インターチェンジ北側に工業系の土地利用を配置します。また、国

道 19号や（一）上山田寺河戸線の沿道においては、近隣商業地を主とした沿道サービス型の土地利用

を配置します。 

①住宅地 

【低層住宅地】 

ＪＲ瑞浪駅の北東に位置する一日市場地区周辺、土岐地区のほか、国道 19号以南の明賀台および学

園台などの住宅団地を低層住宅地と位置づけます。 

低層住宅地においては、戸建てを中心とした住宅地とし、地区計画や建築協定などを活用し、統一

感のあるまちなみづくりやゆとりとうるおいのある良好な居住環境の形成を図ります。なお、住宅地

として土地利用混在の防止に努めますが、周辺住民の生活に身近な施設（商業・サービス施設、医療・

福祉施設等）については、居住環境に配慮した上で、適切な配置・誘導を図ります。 

【中低層住宅地】 

ＪＲ瑞浪駅北側の商業地に隣接する地区、土岐川を挟んで近接する中京高校周辺、瑞浪中央土地区

画整理事業により基盤整備された（一）上山田寺河戸線の周辺および山田町の住宅団地などを中低層

住宅地と位置づけます。 

中低層住宅地においては、アパートやマンション及び市営住宅などを計画的に配置し、快適で利便

性の高い居住空間の整備を図るとともに、周辺住民の生活に身近な施設（商業・サービス施設、医療・

福祉施設等）の適切な配置・誘導を図ります。 

【一般住宅地】 

低層・中層住宅の立地を主としますが、周辺住民の生活に身近な施設（商業・サービス施設、医療・

福祉施設等）の立地も許容する地区を一般住宅地として位置づけます。 

一般住宅地においては、土地利用の混在による生活環境への影響に配慮するとともに、未利用地に

おける計画的な土地利用を図り、安心・快適な都市型の居住環境を形成します。 

なお、基盤整備のおこなわれた明世地区については、準工業地域として用途地域指定されています

が、現況土地利用や市街化進展の状況を踏まえ、将来的には一般住宅地への転換を図ります。また、

地場産業である窯業・土石製品業が営まれている西小田地区をはじめとするその他の準工業地域や西

部の工業地域においては、今後も地場産業の維持・保全を図りつつ、良好な市街地環境の形成を図り

ます。 
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②商業地 

【中心商業地】 

ＪＲ瑞浪駅周辺における既存の商業・業務機能が集積する「地域拠点」を中心商業地として位置づ

けます。 

郊外型の大型商業施設やロードサイド型の商業集積に伴い、中心商業地としての活力が低下してき

ていることから、魅力ある商店の集積や買い物を楽しめる環境の形成を図ります。また、「生活・文化・

交流」の拠点として、商業・サービス・業務機能のみならず、交通ターミナル機能や情報基盤および

交流機能の充実など、多様な都市機能の集積・向上を図り、周辺の土岐川および、市役所など公共施

設が集積する地区と一体となったまちづくりを展開します。 

【近隣商業地】 

明世地区や下益見地区の国道 19 号沿道、国道 19 号と市道公園通線や（一）上山田寺河戸線との交

差部周辺、国道 19号以南の（一）上山田寺河戸線沿道を近隣商業地として位置づけます。 

近隣商業地においては、広域骨格軸である国道 19号や都市骨格軸である（一）上山田寺河戸線にお

ける交通機能および背後地の居住環境に配慮したアプローチ道路や駐車場を配置した商業・サービス

施設の集積を図ります。 

③工業地 

西部の工業専用地域や市街地南西部等の既存工業地、瑞浪クリエイション・パーク、瑞浪インター

チェンジ北側の研究開発機関の集積地を工業地として位置づけます。 

工業地においては、産業活動の場としての機能面の整備を図るとともに、工場緑化などにより、う

るおいのある地域景観の形成を図ります。 

④沿道利用地区 

近隣商業地以外の国道 19号沿道については、商業・サービス施設・工業等が混在立地する沿道利用

地区と位置づけ、背後地の居住環境に配慮し、主要幹線道路の沿道利用を促進します。 

なお、用途地域外の国道 19 号沿道においては、「瑞浪恵那道路」の整備に伴う沿道利用のポテンシ

ャルが高まることが想定されますが、原則として集落・農業ゾーンにおける居住環境・営農環境に配

慮した秩序ある土地利用を図るものとします。 

その他、（一）上山田寺河戸線などの沿道利用が進んでいる市街地内の幹線道路沿道においても、周

辺環境と調和した沿道サービス施設の立地や美しい沿道景観の形成を図るなど、秩序ある土地利用の

誘導を図ります。 
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（３） 市街地外における土地利用の方針 

本市の大部分を占める市街地外の土地利用については、国土利用計画および総合計画を踏まえ、以

下に示す考え方により計画します。 

①集落・農業地区 

土岐川、小里川、日吉川等の主要河川沿いや丘陵地に点在する集落・農業地区は、生活道路等の生

活基盤整備や生活に身近な都市機能の誘導に努め、居住環境および地域活力の維持・保全を図るとと

もに、自然環境と調和した良好な集落・営農環境の形成を図ります。 

【集落地】 

集落地においては、自然と調和する快適な生活環境や地域内外の多様な交流の推進を図るため、地

域住民と共に取り組むきめ細やかな地域づくりの計画などに基づき、居住環境の整備を図ります。 

また、地域の中心となるコミュニティ施設の整備・充実や生活利便施設の誘導を図り、地区の拠点

性を高めることにより、コミュニティ機能の向上や生活文化の振興、地域内外の幅広い人々の多様な

交流を推進し、地域に根ざした新しい生活文化の創造や活力ある地域づくりを進めます。 

【農業地】 

主要河川沿いや丘陵地に点在する農業地については、基盤整備がおこなわれ、集落と一体となった

環境を形成し、貴重な緑地空間や都市近郊農地などといった様々な公益的な機能を有していることか

ら、原則として保全を図ることとします。なお、地域の振興を図るための必要な整備・開発にあたっ

ては、地域住民とともに秩序ある土地利用を図るものとします。 

②レクリエーション地区 

市域に点在する自然環境（鬼岩公園、竜吟峡、屏風山等）、歴史文化資源（中山道等）周辺は、豊か

な水と緑が織り成す美しい自然を活用したレクリエーション地区として位置づけ、自然との交流の場

として自然環境を保全しつつ、周辺整備により観光活用を図ります。 

また、市域に多く点在するゴルフ場についても、自然環境の保全を図りつつ、本市の観光・スポー

ツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

③丘陵・森林地区 

市域北部の「飛騨木曽川国定公園」に指定された森林地域をはじめ、多くの保安林および特別緑地

保全地区などを丘陵・森林地区と位置づけ、森林の適切な育成、管理を図り、自然環境の改変を伴う

土地利用転換の抑制を図ります。 
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図 ５.１１ 土地利用区分図（市全域） 



第５章 全体構想 

- 88 -

図 ５.１２ 土地利用区分図（市街地部） 
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２. 道路･交通施設の整備方針 

（１） 将来道路網形成の基本的な考え方 

本市の将来道路網形成は、「瑞浪市道路網計画（平成 25年）」における幹線道路網の基本方針を踏ま

え、以下のように設定します。 

【交通機能】 

①都市間の連絡性を強化する道路の整備 

②市の中心部と市内各地域の連絡性をより一層強化する道路の整備 

③地域のニーズに沿った生活道路の整備 

【都市構造上の機能】 

④市の中心部と市内に点在する集落地との連絡性を強化する道路の整備 

⑤瑞浪市都市計画マスタープランにおいて位置付けられている拠点相互を接続する道路の整備 

【空間・環境保全機能】 

⑥観光機能を強化した道路や地域資源を活用した道路の整備 

⑦防災機能に着目した道路の整備 

⑧災害時に迂回路として機能する道路の整備 

（２） 道路の整備方針 

本市の都市計画道路は、3･4･1 国道 19 号線（瑞浪恵那道路）以外は整備が完了していることから、

今後は、圏域ネットワークの強化と交通網の充実を図るため、瑞浪恵那道路や東濃西部都市間連絡道

路など、主要幹線道路の整備を促進するとともに、市内の幹線道路及び補助幹線道路の整備推進を図

ります。 

また、生活道路については、費用対効果や一定の評価基準に基づく優先順位を考慮して、地域ニー

ズに沿った整備を計画的に進めていきます。 

なお、整備された道路については、地域との協働を図り、適切な維持管理に努めます。 

表 ５.５ 道路の整備方針（種別） 

種 別 機 能 

主要

幹線道路

広域的な交通処理機能を確保するための道路。「5-2-5 交通体系の骨格」において、「広

域骨格軸」に位置づけられた路線とします。

幹線道路

本市の骨格を形成するとともに、近隣市との連絡、都市内交通を処理する機能を担う

道路。「5-2-5 交通体系の骨格」において、「都市骨格軸」に位置づけられた路線（一

部を除く）とします。

補助

幹線道路

主要幹線道路と幹線道路を補完する道路。幹線道路に位置づけられない「都市骨格軸」

のほか主な市道とします。

生活道路 沿道宅地に直接接して設置され、地域住民の生活を支援するための道路。
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（３） 鉄道 

本市の鉄道は、ＪＲ中央本線が市域を横断しており、瑞浪駅、釜戸駅の 2駅が設置されています。 

鉄道は、通勤・通学をはじめとする市民生活を支える大量輸送の交通機関であり、輸送力の強化や

快適性・利便性の向上を関係機関に働きかけていきます。 

また、平成 39 年（2027 年）の開業を目指すリニア中央新幹線開通により、大きな経済波及効果が

見込まれることから、広域的な交通軸の形成のために各種関係団体と調整を図ります。 

（４） バス等 

コミュニティバス及びデマンド交通については、民間路線バスと共に、本市の中心部と周辺部を連

絡し、自動車を持たない市民にとっての重要な公共交通移動手段であり、地域の生活環境を維持する

観点からも存続のための財政措置を継続します。このため、コミュニティバス等については、ニーズ

を踏まえた路線再編や利便性の向上、利用者の維持・増加を図るとともに、総合的な公共交通体系の

構築に向けた取組を進めます。 

（５） その他の交通施設 

①駅前広場 

本市の駅前広場の整備は完了し、今後は市の玄関口・地域の拠点として、交通結節機能だけでなく、

人々の交流拠点として、集い・語らうことの出来るよう拡充を図ります。 

②駐車場・駐輪場 

駐車場や駐輪場の整備については、公共公益施設や商業施設などにおいて、需要にあわせた整備・

指導を図り、快適で安全な道路環境の維持に努めます。 
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３. 公園･緑地の整備方針 

（１） 基本的な考え方 

公園・緑地は、都市の中で憩いの場やレクリエーション・スポーツの場として市民の快適な生活の

向上を図るものであり、さらには災害時の避難地として重要な役割を果たすなど多面的な機能を持ち

ます。そのため、余暇時間の増大や高齢化の進行、ニーズの多様化に対応するとともに、「安心・快適

で利便性の高い個性豊かな都市環境の創造」を図るため、地域の個性を活かした身近な公園の計画的

な整備を進めます。 

また、公園・緑地のみならず豊富な自然環境を活用したネットワーク化により、地域特性を活かし

た特色ある施設整備や緑化推進を図り、快適な都市環境の創造を目指します。なお、地区レベルの公

園・緑地の整備にあたっては、計画段階から積極的な住民参加を図り、地区特性やニーズにあわせた

施設整備を図るとともに、地域住民との協働による維持管理に努めます。 

（２） 公園・緑地の整備方針 

本市の都市計画公園は 41.7ha 全て整備を完了しており、今後は、適切な維持管理に努めます。 

また、瑞浪市民公園については、文化拠点としてさらに充実させるため、再整備を推進します。そ

の他の児童遊園地をはじめとした既存の公園については、老朽化する遊具などの施設を計画的に点

検・修繕し、安心して利用できる環境を維持します。 

そのほか、親水空間活用軸に位置づけられている市内を流れる土岐川や小里川などにおいては、親

水空間と一体となった水と緑のネットワークの形成を図り、「竜吟峡特別緑地保全地区」については、

地域内の風土を維持し、自然環境の保全に努めます。 
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図 ５.１３ 公園・緑地の整備方針 
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４. 河川及び上下水道の整備方針 

（１） 河川 

本市には、一級河川が 12 河川あり、その内訳は木曽川水系 2 河川、庄内川水系 10 河川です。河川

の整備は、治水事業としての安全性確保に加え、親水空間としての整備・活用が求められており、土

岐川、万尺川、狭間川沿いについては親水空間化に努めるものとします。 

特に、土岐川は本市の都市骨格を形成する河川であり、ウォーキングコースの指定など、憩いの場、

交流の場としての利活用を図ります。 

また、治水安全度を高め、地域の生命・財産を守るため、土岐川・日吉川の河川改修を促進します。 

（２） 上下水道 

①上水道 

災害に強い水道施設整備を推進するため、老朽化した配水池および管路等の改築更新や耐震化を計

画的に実施し、市民生活に欠かせない水の安定供給に努めます。特に、地震等の災害時において優先

して給水すべき重要給水施設（病院、指定避難所、行政機関等）への管路耐震化を行い、緊急時給水

拠点の確保を推進します。 

②下水道 

本市における市街地内の公共下水道事業はほぼ終了しています。今後は、災害に強い下水道施設整

備を推進するため、老朽化した処理場、ポンプ場および管路等の改築更新や耐震化を計画的に実施し、

生活環境の整備と公共水域の水質保全に努めます。 

また、効率的な下水道事業経営を行うため、農業集落排水事業のうち月吉地区及び日吉南部地区の

公共下水道事業への統合を進めます。 
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図 ５.１４ 河川の整備方針 
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５. 市街地の整備方針 

（１） 市街地整備の基本的な考え方 

本市における今後の市街地整備にあたっては、前述までの「土地利用の方針」「道路･交通施設の整

備方針」等を踏まえ、以下のように設定します。 

（２） 市街地の整備手法 

都市基盤整備の状況や計画を踏まえ、市街地の整備手法を以下に整理します。 

①現行市街地 

現行市街地では、居住環境を向上して良好な宅地を供給する土地区画整理事業は完了しており、今

後は、駅周辺地区の宅地の有効利用促進と地域の利便性や魅力の向上を、市街地再開発事業等の活用

を検討しながら、総合的に進めます。 

②その他拡大市街地 

拡大市街地については、「第 3章 人口・土地利用フレーム」より、計画期間内においては、基本的

に現行の用途地域内において対応しますが、地域の活性化や就業の場を確保するため、新たな工業団

地の開発に向けた検討を進めます。 

・ 中心市街地の活性化を図るため、商店街活性化支援事業、その他基盤整備を積極的に推進し

ます。

・ その周辺の住宅地区は、土地利用計画に定められた土地利用を推進するため、基盤整備と地

区計画制度などによる土地利用・建築物の規制・誘導を推進します。

・ 南北都市軸、東濃西部都市間連絡道路等の幹線道路の整備を促進します。

・ 市街地の道路網の充実、狭あい道路の解消を図ります。
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６. 自然環境保全の方針 

（１） 森林 

本市の北部には、木曽川に面する「飛騨木曽川国定公園」に指定された広大な森林地域が位置して

います。また、市内には保安林も多く、丘陵・森林地区の保全を図りながら、自然環境の保全に努め

るとともに、水資源の確保を図る必要があります。 

また、竜吟峡周辺の森林は特別緑地保全地区に指定されており、良好な自然環境を有するとともに、

保水機能も有しているため、災害防止の観点からも森林保全に努めるものとします。 

（２） 河川 

本市には自然環境の良好な木曽川があり、その周辺は「飛騨木曽川国定公園」として保全が図られ

ています。 

また、市街地を流れる土岐川については、下水道の適切な維持管理などにより水質保全を図るとと

もに、都市の骨格となる緑の空間として親水化を図ります。 

（３） 農地 

丘陵地の農地や河川沿いの低地部の農地は、大半がほ場整備により整備されたものであり、樹林地

に代わる保水機能や遊水機能を有するとともに、市街地周辺や幹線道路周辺の農地は、田園景観を構

成する緑となっており保全を図る必要があります。 
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７. 都市景観形成の方針 

（１） 都市景観形成の基本的な考え方 

本市は、平成 27 年 12 月に「瑞浪市景観計画」を策定しました。景観計画は、景観形成方針、建築

等の行為に対する制限等の事項を定めており、景観形成の基本スタンスとして以下をかかげています。 

（２） 都市景観形成の方針 

景観形成の方針については、上記の基本スタンスのもと、景観計画に基づき、以下のとおり進めま

す。 

①景観の骨格となる自然環境を保全する 

屏風山などの山並みの眺望を遮る大規模建築物等について、配置や意匠、形態に対する配慮を行う

とともに、住宅地等の開発においては自然環境との調和に努め、山並みの緑の保全を図ります。 

また、土岐川、小里川、日吉川などの河川風景の維持と水辺空間の改善を図るとともに、水辺や森

林における貴重種等の生息地・自生地とその周辺の一体的保全を図ります。 

②貴重な財産である歴史・文化を育んできたまちなみを維持・継承する 

中山道の宿場町や旧街道景観などのまちなみ風景、市内に点在する史跡・遺跡や古窯跡などの維持・

継承を図ります。 

また、田園・集落・里山が一体となった集落景観の保全・修復や窯業のまちの景観保全を図ります。 

③活力と魅力のある市街地景観を創出する 

ＪＲ瑞浪駅周辺の中心市街地において、魅力的で賑わいのある空間の形成を図ります。 

また、土岐川沿いの遊歩道や酒蔵のあるまちなみ、公園などは、都市にうるおいを与える景観とし

て維持・保全を図ります。 

幹線道路沿道は、来訪者に本市を印象づける景観となるため、緑化や沿道の建物や看板の適正な規

制・誘導を行います。 

【瑞浪市の景観形成の基本スタンス】 

・今ある良い風景・景色を維持していくため、それらを阻害するものを生じさせないよ

うにする。 

・出来るところから少しずつ良い景観を育んでいく。 

・全ては行政・市民・事業者の相互の協力のもとに進めていく。 
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④特徴的で愛着の持てる空間を誘導・形成する 

瑞浪市化石博物館、瑞浪市陶磁資料館、サイエンスワールドなどの特徴ある建築物が立地する瑞浪

市民公園周辺や鬼岩公園、松野湖、竜吟峡などの景勝地の良好な景観を維持するとともに、空き店舗・

空家など沿道景観を阻害している建築物への対応策の検討を行います。 

また、大規模橋梁など大規模構造物の整備においては、景観に配慮した取組を実施します。 

⑤美しい景観づくりに向けて、行政・市民・事業者がみんなで取組む 

市民の景観への関心を醸成するとともに、日常的な清掃活動などを通じて、地域住民の参画を促進

します。 

また、屋外広告物の規制や建築物の形態制限、森林や農地の開発に関する規制等について、行政・

市民・事業者が一体となって、景観形成のルールづくりに取組みます。 
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８. 住民参加のまちづくり 

（１） 住民参加の必要性 

本計画のテーマは、「幸せ実感都市みずなみ ～共に暮らし 共に育ち 共に創る～」を将来都市像

とし、まちづくりのテーマを「快適で活力に満ちた交流共生文化都市」と設定しています。 

まちづくりは地域住民と行政相互の努力によって初めて可能になるものです。そのため、地域住民

が自らまちづくりへ貢献していくという意識を持つことが期待され、また、行政も、生活関連施設等

の計画・建設および管理・運営などについて、地域住民の創意と工夫、協力などが活かせるよう地域

に応じた工夫をおこなう必要があります。 

このような地域住民のまちづくりへの参加と交流がおこなわれることにより、地域への誇りと愛着

が持てる「まちづくり」が進められ、「わがまち意識」が醸成されることが重要です。 

（２） 住民参加のまちづくり方策 

本市には、住民主体で継続的にまちづくり活動に取組む「まちづくり推進組織」が市内８地区に設

立されています。また、まちづくりに関する市民の役割や行政・議会の責任を明文化し、まちづくり

の基本ルールを定めた「瑞浪市まちづくり基本条例」が、平成 27年 7月から施行されています。今後

も、瑞浪市まちづくり基本条例にかかげるまちづくりの基本原則（市民主役・市民参加・協働・情報

共有・効率性）に基づき、区長会、まちづくり推進組織との連携を密にし、効果的なまちづくりを展

開していきます。 
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９. 都市防災の方針 

（１） 土砂災害・水害 

本市は地形の特性上、土砂災害や浸水被害の危険性が高く、近年の農地や山林の開発、都市化の進

展、地球規模の気候変動により、災害の様相は多様化し、その被害も大きくなってきています。 

災害を未然に防止し、また、被害を最小限に食い止めるため、治山・治水・砂防事業を推進すると

ともに、土砂災害防止法に基づき、土砂災害の恐れのある区域における開発の抑制や警戒避難体制の

整備に努めます。また、防災資材の適正配置や防災関係機関などとの連携強化を進め、救助・復旧対

策を充実させるとともに、高齢者・障がい者など災害時要援護者の安全確保に努めます。 

特に、本市に多大な影響を及ぼす土岐川の洪水に対しては、土岐川の護岸整備を推進し、市街地の

洪水に対する安全性の確保を図るとともに、市街地内および周辺の河川についても改修を推進してい

きます。 

（２） 火災・震災 

既成市街地などの木造の狭小住宅密集地や商店街では、オープンスペースが少なく防災機能が低い

状況にあります。 

地震時の 2 次災害である火災と延焼から安全を確保するため、オープンスペースが不足している密

集市街地などでは、延焼防止、避難路、避難地に対応できる道路、公園等の基盤整備や建築物の不燃

化を促進し、安全な市街地の形成を図ります。また、指定避難所となる公共施設および防災拠点施設

となる市庁舎や避難路となる橋梁等の道路施設については、施設の耐震化や適正な維持・修繕を進め

ます。 
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第６章  地域別まちづくり構想

６－１  地域区分 

地域別まちづくり構想の策定にあたっての地域区分については、本市の沿革（瑞浪土岐町、陶町、

稲津村、釜戸村、大湫村、日吉村、明世村の 2町 5 村により形成）より 8地域（瑞浪町と土岐町区域

を分割）での区分とします。（総合計画と整合） 

表 ６.１ 地域区分 

地域区分 面積（ha） H17 人口（千人） H22 人口（千人） 

瑞浪地域 894 14.1 14.4 

土岐地域 2,148 8.3 7.7 

明世地域 864 2.7 2.6 

日吉地域 5,492 3.1 2.7 

大湫地域 797 0.7 0.6 

釜戸地域 3,071 3.5 3.2 

稲津地域 2,179 5.4 5.2 

陶地域 2,056 4.3 3.9 

計 17,500 42.1 40.4 

資料：平成 20 年度都市計画基礎調査、平成 25 年度都市計画基礎調査 

図 ６.１ ８地域区分 

日吉 

大湫 

釜戸 

土岐 明世 

瑞浪 
稲津 

陶 
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６－２  瑞浪地域 

1）将来目標 

○都市としてのまとまりと求心性のある都市構造の確立 

○良好な居住環境を備えた優良宅地の維持・供給 

○南部の工業団地を核とした工業活性化と新たな雇用者のための宅地確保

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆住宅地 ・南部の丘陵地に計画的に整備された明賀台団地地区は、低層住宅地として位

置づけ、今後も快適で良好な居住環境の維持・形成を図ります。 

・下山田地区の第 1 種低層住居専用地域に指定されているエリアは、低層住宅

地として良好な居住環境を図るべく基盤整備を推進します。 

・（一）上山田寺河戸線周辺の中高層住居専用地域に指定されているエリアは、

中低層住宅地として位置づけ、快適で利便性の高い居住環境の形成を図りま

す。 

・土地区画整理事業による基盤整備が実施された瑞浪中央地区は、国道 19号と

（一）上山田寺河戸線の沿道を除き、中低層住宅地および一般住宅地として

位置づけ、良好な居住環境の形成を図ります。 

・土岐川の南側の地区や西部の小田西部地区、和合地区は、住工が混在する一

般住宅地として位置づけ、操業環境の維持との両立に配慮しながら、良好な

居住環境の確保を図ります。 

・基盤整備済みの市街地東部地区は、中低層住宅地および一般住宅地として位

置づけ、一部にみられる住工混在の解消を図るとともに、居住環境の向上に

努めます。 

活気とにぎわいの交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆商業地 ・ＪＲ瑞浪駅周辺の商業地は、駅周辺と一体化した中心商業地として位置づけ、

魅力ある商業地の形成を図ります。 

・ＪＲ瑞浪駅周辺と隣接する市道竜門 1 号線の南側の地区についても、中心商

業地として位置づけ、土地の高度利用を図り、利便性の高い住宅・商業複合

市街地を形成します。 

・市道北小田 1 号線より東側の国道 19 号沿道、国道 19 号より南側の（一）上

山田寺河戸線沿道は、近隣商業地として位置づけ、背後地の居住環境に配慮

した商業・サービス施設の集積を図ります。 

◆工業地 ・西部の既存工場が立地する工業専用地域は、工業地として位置づけ、周辺の

自然環境や生活環境の保全に配慮しつつ、今後も工業機能の維持を図ります。

・南部の丘陵地に整備された瑞浪クリエイション・パークは、周辺の自然環境

との調和を図りつつ、工業の活性化に努めます。 

・土地区画整理事業により整備された市街地南部は、工業地として位置づけ、

未利用地の有効活用に努めます。 

・市街地内の住工が混在する一般住宅地においては、良好な居住環境の確保と

地場産業の保護・育成を図るため、工業の集約を推進し住工混在の解消に努

めます。 

・瑞浪市産業振興センターは、陶磁器産業（みずなみ焼等）の情報発信と市内

産業の振興を図り、広く産業の活性化に努めます。 

◆沿道利用 

地区

・近隣商業地以外の国道 19 号や（一）上山田寺河戸線の沿道は、沿道利用地区

として商業・業務・サービス施設等の立地を促進し、幹線道路沿道の有効活

用を図ります。 

◆集落・農業

地区

・市街地外南部の丘陵地の平地部を中心に広がる集落地においては、幹線・補

助幹線道路の整備により中心部や市内各地域とのネットワークの形成を図る

とともに、生活基盤整備や生活に身近な都市機能の誘導に努め、居住環境の

維持・改善を図ります。 

◆丘陵・森林

地区

・地域の約 50%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 
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2）地域別のまちづくり方針 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・東西交通の主要な路線として広域をつなぐ国道 19 号は、主要幹線道路に位置

づけます。 

・市道公園通線は、「地域拠点」の骨格をなす「シンボル軸」であり、シンボル

ロードとしての景観・沿道環境の保全・創出を図ります。 

・市街地と南部丘陵地を連絡するほか、都市骨格軸を形成する市道竜門 1号線、

市道北小田 1 号線、（一）上山田寺河戸線、（一）瑞浪停車場線、市道小田・

本町線、（一）大西瑞浪線を幹線道路、市道元町・北小田線を補助幹線道路と

して位置づけます。 

・市街地南部の東西交通を処理する区間として（一）武並土岐多治見線、市道

明徳橋・北小田線、市道一色・益見線、市道一色・北小田 2 号線、市道西小

田・穂並線を幹線道路として位置づけます。 

・地域内の居住区の骨格となる市道戸狩・北小田線、市道北小田 22 号線、市道

南小田・穂並 2号線は、補助幹線道路として位置づけます。 

・都市間の連絡強化のため、主要幹線道路として市街地南部の丘陵地に東西方

向の東濃西部都市間連絡道路を位置づけ、整備を促進していきます。 

・瑞浪クリエイション・パークを支援する道路である市道上平５号線の整備を

推進していきます。 

◆公園・緑地 ・既存公園の適切な維持管理に努めます。 

◆河川・水路 ・土岐川および万尺川沿いは、ウォーキングコースの指定など親水空間の整備

を図り、中心市街地におけるうるおいや魅力の創出に努めます。 

・土岐川は、治水安全度を高めるため、河川の改修・整備を推進します。 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・「シンボル軸」である市道公園通線の沿道は、魅力ある都市的空間を保全・創

出します。 

・土岐川は、地域の特徴的な河川として、うるおいある水辺空間を形成すべく、

歩行者動線の整備とあわせて親水性の高い環境の整備を推進します。 

・地域周辺に広がる丘陵・森林地および優良農地は良好な自然環境を供給する

資源として保全に努めます。 

④景観形成の方針 ・ＪＲ瑞浪駅周辺の中心市街地は、本市の重要な都市景観ポイントとなる地区

であり、市民の協力のもと、建築意匠の調和、敷地内緑化、オープンスペー

スの確保、シンボル建築物の配置などにより魅力的で賑わいのある空間の形

成を図ります。 

・住宅地においては、市民の協力のもと、敷地内緑化や建築意匠の配慮により

落ち着いた住宅地景観の形成を促進します。 

・土岐川および万尺川などの堤防は、適切な維持管理を図り、良好な河川景観

の形成に努めます。 
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図 ６.２ まちづくり構想図（瑞浪地域） 
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６－３  土岐地域 

1）将来目標 

○集落地における良好な居住環境を確保しつつ、地域に多数分布している歴史的資源や希少植物自生

地等の豊かな自然を生かしたまちづくりの推進 

○優良農地の保全・活用と「農産物等直売所」を核とした地域活性化 

○良好な居住環境を備えた優良宅地の維持・供給 

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆住宅地 ・南部の丘陵地に計画的に整備された学園台団地地区は、低層住宅地として位

置づけ、今後も快適で良好な居住環境の維持・形成を図ります。 

・市街地北部の一日市場地区は、丘陵部の宅地として良好な景観や居住環境を

備えた低層住宅地として位置づけ、今後も居住環境の維持を図ります。 

・中京高校周辺の一帯および益見地区、下益見地区の市道一色・益見線より北

側は、良好な中低層住宅地および一般住宅地として位置づけ、良好な居住環

境を確保するとともに、未利用地の宅地化を誘導します。 

・ＪＲ瑞浪駅の北側は、中低層住宅地および一般住宅地として位置づけ、良好

な居住環境の形成を図ります。 

・市役所周辺は、一般住宅地として位置づけ、居住環境に配慮しつつ、市の中

心的な公共公益施設の集積を図ります。 

・市街地北東部の土岐川左岸および右岸の土岐小学校周辺地区は、一般住宅地

として位置づけ、良好な住宅地の形成を図ります。 

語り合いとうるおいの交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆商業地 ・ＪＲ瑞浪駅周辺の商業地は、駅周辺と一体化した中心商業地として位置づけ、

魅力ある商業地の形成を図ります。 

・上平地区の国道 19号沿道は、近隣商業地として位置づけ、商業・業務・サー

ビス施設などの立地を誘導します。 

・土地区画整理事業による基盤整備が実施された下益見地区の市道一色・益見

線の南側は、その立地ポテンシャルを活かした近隣商業地として位置づけ、

商業・業務・サービス機能の集積を図ります。 

◆工業地 ・市街地北部の「南北都市軸」（市道天徳・本郷線）沿道の準工業地域に指定さ

れているエリアは、アクセス利便性を活かした工業地として位置づけ、工業

系土地利用の集積を進め、未利用地の有効活用を図ります。 

◆沿道利用 

地区

・「南北都市軸」（（主）瑞浪大野瀬線）が交差する周辺の国道 19 号沿道は、沿

道利用地区として位置づけ、市街地へのゲートにふさわしい施設の立地を誘

導します。 

◆集落・農業

地区

・土岐川沿いおよび丘陵地の平地部を中心に広がる集落・農業地区は、都市基

盤整備や生活に身近な都市機能の誘導に努めるとともに、農業生産基盤の維

持・保全を推進し、良好な集落・営農環境の形成を図ります。また、幹線・

補助幹線道路の整備により中心部や市内各地域とのネットワークの強化を図

ります。 

・基盤整備された優良農地は将来的にも保全に努めるとともに、地域資源とし

て有効活用し、農業の振興を図ります。 

◆レクリエ 

ーション 

地区

・屏風山周辺一帯は、自然環境を保全するとともに、自然とのふれあいの場（交

流エリア）として有効活用を図ります。 

・森林地域内に位置するゴルフ場は、周辺の自然環境との調和に配慮しつつ、

観光・スポーツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

◆丘陵・森林

地区

・地域の約 65%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 
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2）地域別のまちづくり方針 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・東西交通の主要な路線として広域をつなぐ国道 19 号および瑞浪恵那道路は主

要幹線道路として位置づけ、整備を促進していきます。 

・都市間の連絡強化のため、主要幹線道路として東濃西部都市間連絡道路を位

置づけ、整備を促進していきます。 

・本市の「南北都市軸」となる（主）瑞浪大野瀬線、市道天徳・本郷線、市道

一日市場・八幡線は、幹線道路として位置づけ、都市の骨格を形成するとと

もに各地域間の連絡を強化する路線として機能強化を図ります。 

・本市の主要な東西軸である国道 19号をサポートする（主）多治見恵那線、（一）

武並土岐多治見線についても幹線道路として位置づけ、機能強化を図ります。

・市街地を東西に走る（一）大西瑞浪線、（一）瑞浪停車場線、市道竜門 1号線、

市道一色・益見線は、幹線道路として位置づけます。 

・地域内の居住区の骨格となる補助幹線道路の計画的な配置・整備を図ります。

・中心市街地や土岐小学校への安全な歩行空間を確保するため、土岐川沿いに

歩行者動線の整備を図ります。 

◆公園・緑地 ・既存公園の適切な維持管理に努めます。 

◆河川・水路 ・土岐川は、周辺の自然環境に配慮した護岸整備を推進するとともに、ウォー

キングコースの指定など親水空間の整備を図り、治水安全度の向上および魅

力の創出に努めます。 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・「シンボル軸」である市道公園通線や（主）瑞浪大野瀬線を中心とする「南北

都市軸」の沿道は、魅力ある都市的空間を保全・創出します。 

・土岐川は、地域の特徴的な河川として、うるおいある水辺空間を形成すべく、

歩行者動線の整備とあわせて親水性の高い環境の整備を推進します。 

・自然環境保全重点地域では里山の自然の維持・森林の健全な育成に努めます。

さらに、屏風山周辺は、自然とのふれあいの場（交流エリア）として有効活

用を図ります。 

・地域の周辺に広がる丘陵・森林地区は豊かな自然環境を有しており、これを

保全します。 

・農産物等直売所や櫻堂薬師を中心とした一体を交流拠点として位置づけ、農

業や歴史文化を活かした交流の場として整備・充実を図ります。 

④景観形成の方針 ・ＪＲ瑞浪駅周辺の中心市街地は、本市の重要な都市景観ポイントとなる地区

であり、市民の協力のもと、建築意匠の調和、敷地内緑化、オープンスペー

スの確保、シンボル建築物の配置などにより魅力的で賑わいのある空間の形

成を図ります。 

・住宅地においては、市民の協力のもと、敷地内緑化や建築意匠の配慮により

落ち着いた住宅地景観形成を促進します。 

・土岐川などの堤防は、適切な維持管理を図り、良好な河川景観の形成に努め

ます。 
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図 ６.３ まちづくり構想図（土岐地域） 
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６－４  明世地域 

1）将来目標 

○瑞浪市民公園を核とした交流拠点の形成 

○良好な居住環境を備えた優良宅地の維持

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆住宅地 ・明世地区のＪＲ中央本線より南側は、一般住宅地として位置づけ、住工混

在の解消に努め、居住環境の向上を図ります。 

・明世地区のＪＲ中央本線より北側のうち、（一）大西瑞浪線の沿道は、サー

ビス施設の立地を許容する一般住宅地として位置づけ、背後地においては、

地域の実情に応じた生活基盤等の整備を図ります。 

◆商業地 ・国道 19 号沿道は、ロードサイド型商業施設を基本とした近隣商業地として

位置づけ、背後地の居住環境に配慮した商業地の形成を図ります。 

◆工業地 ・西部の工業系用途地域に指定されたエリアは、工業地として位置づけ、既

存の工業機能の維持と未利用地における工業系土地利用を図ります。 

・瑞浪市民公園を中心とする瑞浪インターチェンジ北側は、本市における先

端的な科学技術の研究開発拠点として整備・保全を図ります。 

◆集落・農業 

地区 

・南北方向の（一）大西瑞浪線沿いに広がる集落・農業地区においては、生

活基盤整備や生活に身近な都市機能の誘導に努めるとともに、農業生産基

盤の維持・保全を推進し、良好な集落・営農環境の形成を図ります。また、

幹線・補助幹線道路の整備により中心部や市内各地域とのネットワークの

強化を図ります。 

・基盤整備された優良農地は将来的にも保全に努めるとともに、地域資源と

して有効活用し、農業の振興を図ります。 

◆レクリエ 

ーション 

地区 

・中央自動車道瑞浪インターチェンジの北側は、瑞浪市民公園を核とした憩

の場（交流拠点）として充実を図ります。 

・森林地域内に位置するゴルフ場は、周辺の自然環境との調和に配慮しつつ、

観光・スポーツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

◆丘陵・森林 

地区 

・地域の約 60%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 

文化と科学の交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・東西交通の主要な路線として広域をつなぐ国道 19 号は、主要幹線道路に位置

づけます。 

・（一）大西瑞浪線は、北部の観光レクリエーション群へアクセスする幹線道路

として位置づけ、休憩施設や修景に配慮した整備を図るとともに、市街地に

おいては、地域の生活道路として安全な道路空間の整備を促進します。 

・（一）大西瑞浪線とともに、地域の東西方向の骨格となる市道小田・本町線を

幹線道路として位置づけます。 

・（主）瑞浪インター線、市道戸狩・半原線は、瑞浪インターチェンジへの主要

なアクセス路となる幹線道路として位置づけ、機能強化を図ります。 

・市道戸狩・月吉線は、（一）大西瑞浪線と市道戸狩・半原線の連絡を強化する

補助幹線道路として位置づけます。 

◆公園・緑地 ・瑞浪市民公園は、文化拠点としてさらに充実させるため、再整備を推進しま

す。 

・瑞浪の太古の地層と化石群は、日本的にも有数の記念物であり、これらの保

全と化石博物館の充実を図ります。 

・その他の既存公園は、適切な維持管理に努めます。 

◆河川・水路 ・土岐川および狭間川沿いは、ウォーキングコースの指定など親水空間の整備

を図り、中心市街地におけるうるおいや魅力の創出に努めます。 

・土岐川は、治水安全度を高めるため、河川の改修・整備を推進します。 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・瑞浪市民公園を中心とした瑞浪インターチェンジ北側は、自然景観と調和し

た施設整備を推進し、ゆとりある環境を創出します。 

・土岐川は、地域の特徴的な河川として、うるおいある水辺空間を形成すべく、

歩行者動線の整備とあわせて親水性の高い環境の整備を推進します。 

④景観形成の方針 ・住宅地においては、市民の協力のもと、敷地内緑化や建築意匠の配慮により

落ち着いた住宅地景観形成を促進します。 

・土岐川などの堤防は、適切な維持管理を図り、良好な河川景観の形成に努め

ます。 
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図 ６.４ まちづくり構想図（明世地域） 
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６－５  日吉地域 

1）将来目標 

○あらゆる世代が集う交流拠点の確立 

【細久手宿、鬼岩公園、天神窯】 

○集落地における良好な居住環境の確保と営農・酪農環境の改善 

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆集落・農業

地区

・幹線道路沿いを中心に広がる集落・農業地区においては、生活基盤整備や生

活に身近な都市機能の誘導に努めるとともに、農業生産基盤の維持・保全、

酪農環境の改善を推進し、良好な集落環境や営農・酪農環境の形成を図りま

す。また、幹線・補助幹線道路の整備により中心部や市内各地域とのネット

ワークの強化を図ります。 

・基盤整備された優良農地は将来的にも保全に努めるとともに、地域資源とし

て有効活用し、農業の振興を図ります。 

・中山道沿道の細久手宿や天神窯は、歴史・文化遺産として保全に努めるとと

もに、観光等の交流の拠点として整備・活用を図ります。 

◆レクリエ 

ーション 

地区

・鬼岩公園は、細久手宿をはじめとする市内各地域の観光・交流拠点とのネッ

トワーク化を図るとともに、自然とのふれあいの場（交流エリア）として有

効活用を図ります。 

・森林地域内に位置するゴルフ場は、周辺の自然環境との調和に配慮しつつ、

観光・スポーツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

◆丘陵・森林

地区 

・地域の約 80%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 

・特に鬼岩公園周辺および地域北部の木曽川沿いは、国定公園に指定されてお

り、自然環境保全重点地域と位置づけ環境及び文化的価値の保全に努めます。

なお、観光資源としての整備についても周辺環境への配慮を図ります。 

自然と伝統文化の交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・「南北都市軸」となる（一）大西瑞浪線、市道天徳・本郷線は、本市の南北骨

格を形成する幹線道路として位置づけ、整備推進を図ります。 

・地域の骨格道路となる（主）恵那御嵩線、（一）飛騨木曽川公園線、（一）日

吉釜戸線、市道半原・大湫線は、幹線道路と位置づけ、道路機能・ネットワ

ーク強化を図ります。 

・市道半原・宿洞線や市道南垣外・北野線など、地域開発と地域住民の生活の

利便性の向上および周辺地区との連携を強化する補助幹線道路の整備を図り

ます。 

・地域内の集落における幹線道路へのアクセスなど、主要な生活道路の機能強

化・整備充実を図ります。 

・中山道は歴史的なまちなみの維持・保全に努めます。 

◆河川・水路 ・日吉川は、周辺の自然環境に配慮した護岸整備を推進し治水安全度の向上を

図るとともに、自然と親しめる河川環境を確保します。 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・日吉公民館や日吉郵便局などの公共公益施設や日常的な商業施設が集積する

地区を「地域拠点」として位置づけ、地域の中心となるコミュニティ施設の

整備・充実や生活利便施設の誘導を図ります。 

・鬼岩公園周辺および地域北部の木曽川沿いにおける国定公園区域の自然環境

の保全を図ります。特に希少な植生植物である「シデコブシ」や「ヒトツバ

タゴ」等の積極的な保全を図ります。 

④景観形成の方針 ・中山道周辺地域は、本市の重要な歴史・文化を後世に伝える重要な地区であ

り、市民の協力のもと、まちなみ風景の維持・継承を図るとともに、整備に

あたっては、歴史的景観に十分配慮していくものとします。 

・地域に点在する豊かな自然景観要素（鬼岩公園、木曽川など）は、積極的な

保全に努めます。 
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図 ６.５ まちづくり構想図（日吉地域） 
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６－６  大湫地域 

1）将来目標 

○中山道の宿場町にふさわしい歴史性あふれるまちなみの保全 

○集落地における良好な居住環境の確保と良好な自然環境の保全 

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆集落・農業

地区

・地域中央の大湫宿を中心に広がる集落・農業地区は、生活基盤整備や生活に

身近な都市機能の誘導に努めるとともに、農業生産基盤の維持・保全を推進

し、良好な集落・営農環境の形成を図ります。また、幹線・補助幹線道路の

整備により中心部や市内各地域とのネットワークの強化を図ります。 

・基盤整備された優良農地は将来的にも保全に努めるとともに、地域資源とし

て有効活用し、農業の振興を図ります。 

・中山道沿道の大湫宿は、歴史・文化遺産として保全に努めるとともに、観光

等の交流の拠点として整備・活用を図ります。 

◆レクリエ 

ーション 

地区

・大湫宿では、駐車場や休憩施設を整備しており、隣接する日吉地域の細久手

宿をはじめとする市内各地域の観光・交流拠点とのネットワーク化を図りま

す。 

・森林地域内に位置するゴルフ場は、周辺の自然環境との調和に配慮しつつ、

観光・スポーツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

◆丘陵・森林

地区 

・地域の約 80%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 

・特に地域北部の木曽川沿いは、国定公園に指定されており、自然環境保全重

点地域と位置づけ環境の保全に努めます。なお、観光資源としての整備につ

いても周辺環境への配慮を図ります。 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・地域の骨格道路となる（主）恵那御嵩線、（一）大湫恵那線、市道半原・大湫

線、市道大湫・神田線は、幹線道路と位置づけ、道路機能・ネットワーク強

化を図ります。 

・地域内の集落における幹線道路へのアクセスなど、主要な生活道路の機能強

化・整備充実を図ります。 

・ＪＲ釜戸駅周辺へアクセスする歩行者動線を確保します。 

歴史と自然の交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・大湫郵便局などの公共公益施設や日常的な商業施設が集積する地区を「地域

拠点」として位置づけ、地域の中心となるコミュニティ施設の整備・充実や

生活利便施設の誘導を図ります。 

・大湫宿などの歴史・文化遺産の保全・整備により、観光等の交流拠点を形成

します。 

・希少な植生植物である「シデコブシ」や「ヒトツバタゴ」の保全を図ります。

④景観形成の方針 ・中山道周辺地域は、本市の重要な歴史・文化を後世に伝える重要な地区であ

り、市民の協力のもと、まちなみ風景の維持・継承を図るとともに、整備に

あたっては、歴史的景観に十分配慮していくものとします。 

・地域北部の木曽川沿いは国定公園に指定されており、自然景観の保全に努め

ます。 
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図 ６.６ まちづくり構想図（大湫地域） 
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６－７  釜戸地域 

1）将来目標 

○釜戸駅南東部を核とした地域の活性化に資する拠点の形成 

○集落地における良好な居住環境の確保と良好な自然環境の保全

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆集落・農業

地区

・地域中央の土岐川、佐々良木川沿いは、集落・農業地区であり、生活基盤整

備や生活に身近な都市機能の誘導に努めるとともに、農業生産基盤の維持・

保全を推進し、良好な集落・営農環境の形成を図ります。また、幹線・補助

幹線道路の整備により中心部や市内各地域とのネットワークの強化を図りま

す。 

・基盤整備された優良農地は将来的にも保全に努めるとともに、地域資源とし

て有効活用し、農業の振興を図ります。 

・ＪＲ釜戸駅周辺は、今後の瑞浪恵那道路の整備などを踏まえ、土岐川左岸の

農用地は、長期的には都市的土地利用への転換を図るゾーンとします。 

・東部の国道 19号北側で基盤整備された一団の住宅地および南部の宅地化のみ

られる別荘地は、優良宅地地区として位置づけ、良好な住宅地の形成を図り

ます。 

◆レクリエ 

ーション 

地区

・竜吟峡は、自然環境の保全や水質浄化に努めるとともに、自然に親しむネイ

チャー体験ゾーン（交流エリア）として一体的な整備・保全を図ります。 

・森林地域内に位置するゴルフ場は、周辺の自然環境との調和に配慮しつつ、

観光・スポーツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

◆丘陵・森林

地区 

・地域の約 70%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 

ふれあいとゆとりの交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・国道 19号を補完し、東西の連携を強化するため瑞浪恵那道路を、主要幹線道

路に位置づけ、整備を促進するとともに、地域の活性化を誘導します。 

・地域の骨格を形成する（主）恵那御嵩線および（主）多治見恵那線、（一）武

並土岐多治見線を幹線道路と位置づけ、地域内外のアクセス機能強化を図り

ます。 

・竜吟峡および南部の観光レクリエーションゾーンへのアクセスを強化するた

め市道神徳１号線の整備を推進します。また、釜戸地区における生活環境の

改善に寄与する生活道路の整備を図ります。 

・ＪＲ釜戸駅周辺地区を起点とし、北部の中山道周辺地域にアクセスする歩行

者動線を確保します。 

◆公園・緑地 ・「竜吟峡特別緑地保全地区」については、地域内の風土を維持し、自然環境の

保全に努めます。 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・ＪＲ釜戸駅周辺地区は、都市的空間づくりの中心となる「地域拠点」として

整備するとともに、地域の中心となるコミュニティ施設の整備・充実や生活

利便施設の誘導を図ります。 

・土岐川の親水空間整備や、新たな近隣公園の整備など公共空間の整備推進に

より、「地域拠点」の形成に向けた実現性を高めます。 

・構想段階の（仮）釜戸道の駅については、実現化に向けて検討を進めます。 

④景観形成の方針 ・「地域拠点」を中心とする都市空間では、市民の協力のもと、建築意匠、敷地

内緑化の推進などにより、地域の個性を活かした景観づくりに努めます。 

・地域内に点在する豊かな自然景観要素は保全に努めます。特に竜吟峡、屏風

山周辺は、自然環境保全重点地域として保全に努めます。 

・土岐川の河川景観は、周辺の田園風景と調和した水辺空間として保全・活用

を図ります。 

・北部へつなぐ歩行者動線には、良好な自然景観を活かしたうるおいのある歩

行者空間を創出していきます。 
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図 ６.７ まちづくり構想図（釜戸地域） 
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６－８  稲津地域 

1）将来目標 

○都市住民が自然とふれあえる空間づくり 

【屏風山一帯、周辺の優良農地、小里城跡】 

○集落地における良好な居住環境の確保と良好な自然環境の保全

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆集落・農業

地区

・地域中央の小里川、萩原川沿いを中心に集落・農業地区が位置しており、生

活基盤整備や生活に身近な都市機能の誘導に努めるとともに、農業生産基盤

の維持・保全を推進し、良好な集落・営農環境の形成を図ります。また、幹

線・補助幹線道路の整備により中心部や市内各地域とのネットワークの強化

を図ります。 

・基盤整備された優良農地は将来的にも保全に努めるとともに、地域資源とし

て有効活用し、農業の振興を図ります。 

・「南北都市軸」である（主）瑞浪大野瀬線と（主）多治見恵那線の交差する集

落地を、地域の中心となる「地域拠点」として位置づけ、田園環境と調和し

た魅力ある集落を形成します。（「地域拠点」を中心とする集落地は基盤整備

を積極的に図ることにより、長期的には都市的土地利用を誘導するゾーンと

します。） 

◆レクリエ 

ーション 

地区

・「南北都市軸」を基本として、「地域拠点」、小里城跡、小里城大橋等を結ぶ新

観光軸を設定し、観光資源の整備・充実を図ります。 

・森林地域内に位置するゴルフ場は、周辺の自然環境との調和に配慮しつつ、

観光・スポーツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

◆丘陵・森林

地区 

・地域の約 75%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 

里山と語らいの交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・東西に隣接する都市との連携強化を図るため、国道 19 号を補完する東濃西部

都市間連絡道路を主要幹線道路に位置づけ、整備を促進するとともに、地域

の活性化を誘導します。 

・南北都市軸である（主）瑞浪大野瀬線のほか、（主）多治見恵那線、（主）瑞

浪上矢作線を幹線道路として位置づけ、集落地内の安全性の確保や地域の連

絡性の強化を促進します。 

・（主）瑞浪大野瀬線をサポートし、東濃西部都市間連絡道路へのアクセス道路

となる市道益見・羽広線を補助幹線道路として位置づけます。 

・地域内の集落における幹線道路へのアクセスなど、主要な生活道路の機能強

化・整備充実を図ります。 

◆公園・緑地 ・地域の中心を南北に流れる小里川は整備済みであり、今後は、これを保全す

るとともに必要に応じて修景等をおこなうものとします。 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・都市的空間づくりの中心となる「地域拠点」の整備を推進し、田園と調和し

た魅力のある地域環境の創出を図るとともに、地域の中心となるコミュニテ

ィ施設の整備・充実や生活利便施設の誘導を図ります。 

・小里城跡、屏風山周辺の自然環境保全重点地域では里山の自然の維持・森林

の健全な育成に努め、特に屏風山周辺は、自然とのふれあいの場（交流エリ

ア）として保全・有効活用を図ります。 

④景観形成の方針 ・「地域拠点」においては、中心性の高い魅力ある田園居住拠点地区の形成を図

るため、市民の協力のもと、建築物の意匠や個性的な工作物などにより、独

創的な景観を形成します。 

・その他の集落地においても、周辺の環境と調和した魅力ある集落地を形成す

るため、市民の協力のもと、建築意匠や敷地内緑化などについて景観形成を

誘導していきます。 

・小里川は、うるおいある親水空間として、河川景観の保全に努めます。 

・集落地周辺に広がる丘陵・森林地は、豊かな自然景観を呈しており、保全に

努めます。特に、小里城跡、屏風山周辺は、自然環境保全重点地域として保

全に努めます。 
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図 ６.８ まちづくり構想図（稲津地域） 
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６－９  陶地域 

1）将来目標 

○中馬街道の面影が残るまちなみを維持しつつ、集落地における良好な居住環境の確保 

○陶器産業を活用した交流拠点の形成 

○営農環境の向上と良好な自然環境の保全

2）地域別のまちづくり方針 

①
土
地
利
用
の
方
針

◆集落・農業

地区

・国道 363 号沿道を中心として、集落・農業地区があり、生活基盤整備や生活

に身近な都市機能の誘導に努めるとともに、農業生産基盤の維持・保全を推

進し、良好な集落・営農環境の形成を図ります。また、幹線・補助幹線道路

の整備により中心部や市内各地域とのネットワークの強化を図ります。 

・基盤整備された優良農地は将来的にも保全に努めるとともに、地域資源とし

て有効活用し、農業の振興を図ります。 

・集落地区において、与左衛門窯など特に中小の陶器工場と住宅等が混在する

地区にあっては、生産・居住環境の維持・向上に努めるとともに、地場産業

を生かした交流の場として活用を図ります。 

・西部の土取跡地における、土地の有効活用を図ります。 

◆レクリエ 

ーション 

地区

・森林地域内に位置するゴルフ場は、周辺の自然環境との調和に配慮しつつ、

観光・スポーツ・レクリエーションの拠点として活用します。 

◆丘陵・森林

地区

・地域の約 70%を占める丘陵・森林地区は、自然環境の保全に努めます。 

焼き物文化ともてなしの交流地域 
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2）地域別のまちづくり方針 

②
施
設
整
備
の
方
針

◆道路 ・周辺都市と連絡する国道 363 号および国道 419 号のほか、本市の中北部地域

との連絡性を強化する「南北都市軸」である（主）瑞浪大野瀬線は、幹線道

路として位置づけ、機能の強化を図り、地域の活性化を誘導します。 

・（主）瑞浪上矢作線についても小里川ダム周辺地区へのアクセスとなる幹線道

路として位置づけます。 

・市道水上・猿爪線、市道西ヶ洞・沢ノ尻線については、地域のコミュニティ

骨格を形成する補助幹線道路として整備、維持管理を図ります。 

③地域環境の 

 保全創出の方針

・陶郵便局などの公共施設や日常的な商業施設が集積する地区を地域拠点とし

て位置づけ、地域の中心となるコミュニティ施設の整備・充実や生活利便施

設の誘導を図ります。 

・「地域拠点」において地域特性に応じた公園の整備など公共空間整備を促進し

ます。 

・南部の緑地を自然環境保全重点地域として位置づけ、これを保全します。 

④景観形成の方針 ・「地域拠点」は、地域の個性を活かし、新たな景観づくりに努めます。 

・集落地周辺に広がる丘陵・森林地は、豊かな自然景観を呈しており、保全に

努めます。 
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図 ６.９ まちづくり構想図（陶地域） 


