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１ 当該都市計画区域における現状と課題 

１－１ 既定計画におけるまちづくりの方針 

郡上市では、郡上市総合計画（平成 17年策定）において『みんなでつくる郡上 ～人と自然が

調和した 交流文化のまち～』を基本理念としています。 

また、以下に示す３つのまちづくりの基本方針を定めています。 

①自ら考え行動する、自立・自律のための まちづくり 

本格化する地方分権社会に適合し、活力あるまちを実現するため、市民・行政・民間な

どが一体となり、 地域の自立・自律をめざします。 

②市民と行政の協働と補完による まちづくり 

市民と行政が、互いの特性を生かし、まちづくりを進めるための基本的な役割を明確に

した上で、 まちづくりの取り組みごとに、『市民・地域でできること、市民・地域が行

うことで、より大きな効果を生み出せること』と、『行政で行うこと』を設定し、 地域

の自律をめざします。 

③地域の個性を生かす連携による まちづくり 

個性豊かな地域資源や、人材を生かし、地域と人の連携を進め、有効で、相乗効果を導

くまちづくりをめざします。 

 

以上を踏まえ、八幡都市計画区域（以降、「本区域」という。）における都市計画上のまちづく

り方針は以下のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ まちづくりの現況 

まちづくりの方針からみた本区域のまちづくりの現況は以下のとおりです。 

（１）個性のあるまちづくり 

・吉田川を挟んだ市街地（用途地域）の中央部の中心市街地は、八幡城の城下町として住宅

と商業施設、手工業の伝統産業施設が調和した、個性豊かな町並みが形成されています。 

・中心市街地は、吉田川等の自然環境と融合した、うるおいのある緑豊かな都市空間を形成

しています。 

 ■ 個性のあるまちづくり 

■ 活力のあるまちづくり 

■ 快適な環境整備によるまちづくり 

 ■ 住民と行政の協働によるまちづくり 
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・伝統ある町並みと豊かな自然環境の保全に対する住民意向が高くなっています。 

（２）活力のあるまちづくり 

・本区域は、郡上市の中心地としての役割を担っています。 

・人口は減少傾向にあり、高齢化については生産年齢の区域外への流出も続いており歯止め

がかけられない状況にあります。 

・中心商業地は、古くから商業の中枢としての役割を果たしてきましたが、自動車社会の浸

透やライフスタイルの多様化により、消費者ニーズに対応しきれない状況や後継者不足等に

より、空き家、空き店舗が増加しています。 

・工業は、交通の利便性が向上したこともあり、行政区域全体における近年の製造品出荷額

等は増加（H16年 7,068,151万円→H19年 8,080,270万円 ※4人以上の事業所）しています。 

・本区域周辺の高速交通網の充実により、広域交通の利便性は飛躍的に向上しています。 

（３）快適な環境整備によるまちづくり 

・吉田川周辺の旧市街地には狭小宅地が密集し、建物も老朽化したものが多くなっています。 

・本区域の地勢は中心に河川が流れ、周辺を山林が囲んでいることから治山・治水上の災害の

恐れが強くなっています。 

・人口の高齢化が進んでいる中、高齢者に優しい施設や住環境の整備が遅れています。 

・高齢者や身障者が自由に歩くことのできる歩道空間が不足しています。 

・旧市街地は、従来から住商混在の土地利用がみられ、現在もこの傾向が見られます。 

・土地区画整理事業が行われた区域には、未だ未利用地が多く見られます。 

・ごみの増大及びし尿処理の複雑化に対応するため、郡上クリーンセンター（都市計画区域外）

の整備や、下水道整備が進められています。 

・地区内交通における、幹線としての都市計画道路の整備については概ねの完了は見ています

が、その他の地区内道路については、狭小幅員の生活道路が大半であり、歩行者交通安全上、

重要となる歩道整備は進んでおりません。 

・区域内人口の減少や高齢化あるいは核家族化、まちづくりの拠点となる交流施設の不足等の

要因から、「地域活動の停滞」への不安という住民意識が高い状況です。 

（４）住民と行政の協働によるまちづくり 

・財政制度をはじめとする自治体を取り巻く環境の変化は、予想を上回る速さで進行しており、

今後は財政状況と市民ニーズを十分勘案し、行政機能の見直しを含めた効率的な組織改革を

進めることが求められます。また、複雑化・多様化する地域課題の解決に取り組み、より市

民の満足度を高めていくには、行政がサービスを提供し、住民が受益者となってきた従来の

行政と市民の関係を、協働と補完の原則に基づく、市民と行政の協働の関係へと転換するこ

とが必要です。 
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１－３ 当該都市計画区域の課題 

まちづくりの現況を踏まえた本区域の課題は以下のとおりです。 

（１）郡上八幡らしい個性あるまちの形成 

郡上八幡らしさを都市空間に表現するためには、地域固有の自然、歴史、文化等豊かな地域

資源の活用が不可欠です。 

・風情のある町並みを活かした魅力ある都市空間の形成 

・豊かな自然環境との共生を基本とした地域づくり 

・良好な都市景観に考慮した、適切な自然環境の維持・管理 

・豊かな地域資源を活かした固有のイメージの育成と強化 

（２）都市の活力の向上 

まちのにぎわいを再生するためには、社会情勢に適応した産業の創出とそれを支える都市基

盤の充実が不可欠です。 

・多様化する社会的ニーズに対応した商業機能の集積 

・郡上八幡のアイデンティティを支えとした近代的商業機能と伝統的商業機能の融合 

・地場産業の進展と新規産業の創出 

・自動車社会に対応した都市基盤の充実 

・広域交通網整備による交通アクセスの強化と広域連携の充実 

（３）良好な都市環境の形成  

良好な都市環境を形成するためには、地域住民のまちづくりへの参加や周辺地域との交流・

連携を通じて、すべての人にやさしい都市空間の創出と災害に強い環境整備に加え、資源循環

型社会の構築を目指していく必要があります。 

・すべての人が安心して生活することのできる、福祉対応型のまちづくりの推進 

・災害に強いまちづくりの推進 

・水質の保全及び浄化に向けた整備済下水道への接続推進 

・環境に優しい循環型社会の構築 

・交通安全に配慮した、交通環境と交通システムの構築 

（４）住民と行政の協働によるまちづくりの推進 

情報公開によるまちづくり情報の共有、目的志向・成果重視の行政づくり、住民が主体とな

って行うまちづくりへの支援、協働のまちづくりを確実に進めるための仕組みづくりが必要

です。 



 

 

2 都市計画の目標 

 

4 

２ 都市計画の目標 

２－１ 都市づくりの基本理念 

本区域では、郡上市総合計画の将来像を都市づくりの基本理念として踏襲します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誰もが 

1.訪ねたいまち 郡上【交流】 

2.輝きたいまち 郡上【活力】 

3.住みたいまち 郡上【安心】 

の実現をめざします 

1.訪ねたいまち 郡上

たくさんの人々が訪れる郡上市の「歴

史」「人」「生活文化」の魅力を大事に育

てながら、世代や地域を越えた結びつき

を大切にし、何度でも「会いたい」「訪

ねたい」と思える、心ふれあう交流のま

ち・郡上の実現をめざします。 

2.輝きたいまち 郡上 

まちづくりへの積極的な市民参画を通

じて、元気な地域社会づくりを進めると

ともに、これからの郡上市を担っていく

子どもたちが伸び伸びと育ち、 夢を実

現できる環境を整え、また、恵まれた自

然環境と地域の特性や既存産業を生か

した取り組みを進めることで、誰もが未

来に向かって「輝きたい」、「輝き続ける

ことのできる」 活力あふれるまち・郡

上の実現をめざします。 

3.住みたいまち 郡上 

夢のある家庭づくりや子育てができる

社会環境を築き、健康な心身を保つこと

ができる「健やかに暮らせるまちづく

り」を進め、いつまでも「住み続けたい」、

「住んでみたくなる」安心のまち・郡上

の実現をめざします。 



 

 

2 都市計画の目標 

 

5 

２－２ 地域毎の市街地像（まちづくりのイメージ） 

本区域を用途地域の指定状況及び現状の土地利用をもとに、「商業地」、「住宅地」、「工業地」

及び「緑地等」の 4つの地域に大別し、地域毎のまちづくりのイメージを示します。 

（１）商業地 

①「郡上八幡のシンボルエリアとなる中心商業地」 

吉田川周辺に形成される中心商業地は、城下町としての歴史に支えられた風情あるまちで

あるとともに、政治・経済・文化の中心地としての役割を担ってきました。また、八幡城や

清流である吉田川、趣のある古い町並み等の郡上八幡を代表する地域資源が集積しており、

本区域のシンボル的エリアです。 

そこで、郡上八幡の歴史性や自然環境を活かした風情と高度な都市機能が共存するシンボ

リックな都市空間を形成します。また、深い歴史と伝統文化を基調とした風格ある市街地を

形成し、多くの人々が訪れ、交流する拠点的エリアとします。 

②「自動車社会に対応した沿道サービス型商業地」 

幹線道路沿いでは、余暇時間の増大や自家用車の普及に加え、東海北陸自動車道や（国）156

号、(都)稲成上小野線（（国）256号、472号）等周辺道路交通網の整備により、地域間交通は

飛躍的に増大していることから、自動車社会に対応するため、沿道型商業地を形成します。 

（２） 住宅地 

①「中心商業地とともに郡上八幡らしさを演出する住宅地」 

中心商業地をとりまく住宅地では、商業空間とともに郡上八幡らしさを演出し「生活感あ

ふれる郡上八幡」を担う空間として、平均的に小区画でありながら町並みが連なり、町の風

情を残す通りがあり、懐かしい感じがする下町的住宅地を形成します。 

②「土地区画整理事業による新住宅地」 

土地区画整理事業による新たな住宅地として、優良な宅地の確保が進められてきた小野、

中坪、五町地区では、居住している住民はもとより今後の都心部や他地域からのＵターンや

Ｊターン等による新規居住者にも対応可能な良好な住宅地を形成します。 

③「自然豊かな農村型集落地」 

市街地周辺の住宅地では、田園風景が広がる農村型の集落地、また、都市住民の中で浸透

しつつある田園型のＵターンやＪターンの受け皿として、住宅地自然環境に恵まれ、ゆとり

ある住環境を形成します。 

（３）工業地 

「幹線道路沿いを中心とした観光型工業地」 

（国）156 号沿いや郡上八幡インターチェンジ周辺等を新たな産業と伝統工芸による観光型

工業地としますが、国道沿いであることから、沿道サービス型の商業地もあわせて形成します。 
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（４）緑地等 

「市街地に潤いをもたらす緑地等」 

市街地の中心を貫く吉田川沿いについては、自然と調和した親水空間や歩行空間として活

用します。 

市街地を取り囲む山林については、潤い空間としての重要な緑地として保全することによ

り、自然豊かな潤いのある都市空間を形成します。 
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２－３ 各種の社会的課題への都市計画としての対応 

社会的課題に対する本区域における都市計画上の対応は以下のとおりです。 

（１）環境負荷の軽減 

人と自然との共生思想を進め、循環型社会の構築を目指すことにより、環境負荷の少ないま

ちづくりを推進します。 

① 自然環境の保全 

空気の浄化作用の機能や動植物の生育・生殖の場等多くの役割を持っている吉田川や市街

地周辺の山林は、その機能維持のため、適正な維持・保全に努めるとともに開発についても

抑制に努めます。 

河川の開発を行う必要が生じた場合には、多自然型工法の採用等自然環境に配慮した開発

を行います。 

② 循環型社会の構築 

資源循環型社会を実現し、持続可能な地域社会をつくるため、3R（廃棄物の減量・再使用・

再利用の推進）の徹底、新エネルギーの活用を進めています。 

また、良好な水循環機能を守るため、自然のダムともいわれる豊かな森林の環境保全に努

めます。併せて、下水道への接続の推進などにより、水辺や水質の保全に取り組みます。 

③ 地球温暖化防止、低炭素社会の実現 

地球温暖化など環境の悪化を防止し低炭素社会を実現するため、公共交通機関の利用促進、

都市における円滑な交通を確保する道路網の整備、環境負荷が少なく省エネルギー型の交通機

関の導入や都市施設の緑化の推進など、環境にやさしい都市と交通システムの構築を進めます。 

（２）都市の防災・防犯性の向上 

偶発的、突発的に発生する災害から、地域住民の生命や財産を守るため、災害に強い安全な

まちづくりを目指します。また、近年多発する犯罪や非行等の治安悪化に対応するために、安

全・安心のまちづくりの強化を推進します。 

① 災害の防止 

災害時に応急対策活動の拠点となる公共施設の耐震化を図ります。また、市街地内での消

防設備の充実を図るとともに防火道路等水利確保に向けた施設整備を進めます。 

都市全体の不燃化を図る上で、火災の延焼を遮断する都市構造とするため、河川・道路、

防火空地等により災害の起こりにくい市街地の形成に努めるとともに、公共施設の耐震構造

化を推進します。 

また、集中豪雨等による災害が頻発していることから、都市型水害や土砂災害等による被

害を軽減するため、新たな土砂災害危険箇所をつくらないよう開発を抑制したり、警戒避難

体制を整備したりするなどのソフト対策や、雨水流出抑制施設や砂防施設整備などのハード

対策の充実に努めます。 
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さらに、耐用年数等を視野に入れ、道路、水道等のライフラインに対しても整備・改良を

含め、十分な安全性の確保を図っていきます。 

② 緊急活動に対応した都市基盤整備 

緊急輸送道路は、地震発生後の輸送ルート確保の観点から、広域的な役割を果たすもの、

地区内の役割を果たすものといった役割区分を行い、交通ネットワークの構築を図ります。 

また、消防車や救急車等の緊急車両が通行可能な道路幅員を確保し、緊急活動の円滑化

に努めます。 

③ 消防体制の充実 

消防力の強化を図るため防災コミュニティセンターや市街地内での避難場所確保等、防災

拠点施設の整備を進めます。 

④ 治山・治水事業の推進 

急傾斜地における、危険度が高い箇所、住家連坦部等を優先した整備、砂防事業による砂

防ダム、流路工の整備あるいは緊急度に応じた河川改修等を推進します。 

保安林の指定や防護ネットの設置といった災害に強い治山事業についても併せて推進します。 

⑤ 防犯まちづくり 

交通事故や犯罪に対応するため、通過交通の排除や街路灯の設置及び地域住民による自主防犯

活動や監視体制の強化により、交通安全、防犯に対する環境の向上を図ります。さらに、中心市

街地のにぎわいや都市の魅力の向上、地域コミュニティの形成や住民との協働まちづくりによっ

て、防犯性の高い都市づくりを目指します。 

（３）都市のバリアフリー化 

進行する高齢化社会への対応を図り、住民一人ひとりが充実した生活が営めるような地域社

会を目指します。 

① 都市のバリアフリー化の整備促進 

不特定多数の人が利用する、建築物や道路、公園等を安全で容易に利用できるよう歩道段

差の解消やスロープの設置、点字ブロックの設置といった高齢者や身障者に配慮した住環境

の整備を図ることにより、高齢者や障害者をはじめ、すべての人が安心してまちに出かけら

れるよう、都市のバリアフリー化を推進します。 

② バリアフリー住宅の整備促進 

高齢者や障害者等が、自立して安全かつ快適な生活を営むことができるような居住環境の

向上を図るため、高齢者向けの住宅の供給や身近なまちのバリアフリー化を促進します。 

（４）良好な景観の保全・形成 

地域の優れた自然を将来にわたり住民共有の財産として保全し、良好な景観形成を行うこと

により、八幡らしい魅力ある都市空間の形成を目指します。 
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① 良好な自然景観の保全・形成 

八幡の財産である長良川や吉田川等の清流や市街地周辺の山林については、人々の心やま

ちにやすらぎを与え、良好な都市景観の形成にとって重要な要素であることから、これら自

然環境と調和したみどりあふれる都市空間の形成を図っていきます。 

② 個性を活かした都市景観 

旧市街地については、古い町並みとの調和に配慮し、まちなみづくり町民協定等により統

一のとれた町並み景観を誘導します。 

その他の市街地については、周辺の自然環境と調和した緑化等を推進し、潤いある都市景

観の形成を図ります。 

（５）集約型都市構造の実現 

多様な都市機能が集積した中心市街地、身近な生活の拠点が適切に配置された日常の生活圏

及び都市の活力や魅力を高めるための拠点を、公共交通や幹線道路のネットワークで連携させ

る集約型都市構造の形成を目指します。 

なお、白地地域においては、無秩序な宅地開発を抑制するとともに農地を保全し、用途地域

の拡大は原則として行いません。新たな土地利用の需要に対しては、既存の用途地域における

低未利用地の活用や都市機能の集約化を図ります。ただし、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つつ計画的な整備を行います。 

（６）魅力ある観光地の形成 

郡上八幡の観光は、本区域だけでなく周辺地域を含めた地域振興の核となる重要な産業とし

て位置づけられます。 

本区域では、これまで郡上おどりを中心とした夏期に集中してきた観光客を、町並み散策等

を目的とした通年型へ更に移行するため、風情のある町並みや八幡城、郡上おどり等の自然や

歴史を背景とした観光資源を活かし、歴史と文化、自然が織りなす心のふれ合う魅力的な観光

地を形成します。また、幹線道路網と連動した駐車場等、交通施設の充実により、自動車社会

に対応した観光地づくりを行っていきます。 

 

 

２－４ 当該都市計画区域の広域的位置づけ 

 本区域は郡上市の一部で形成されており、関市、美濃加茂市、可児市、加茂郡、御嵩町で中濃

圏域を形成しています。 

（１）中濃圏域における位置づけ 

中濃圏域では、「中濃圏域地域計画（H13.3 改訂）」において、圏域の特色である豊かな自然、

伝統文化、歴史的資源や、先端メカトロ、バイオ等の先端科学技術の育成、さらに地理的条件
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である日本の真ん中の地の利等を活かし、『環境・公園文化を育む日本真ん中交流圏の形成』

を基本目標とし、圏域内外の交流拡大を目指しています。 

このような位置づけの中で、本区域については『郡上おどり』に代表される文化と城下町と

しての古い町並み等の観光資源に恵まれていることや中京都市圏と高山・北陸圏を連絡する東

海北陸自動車道の中間に位置する立地条件から、観光拠点、歴史と文化を育む交流空間として

の重要な役割を担っています。この役割は、東海北陸自動車道の 4車線化及び濃飛横断自動車

道（地域高規格道路濃飛横断自動車道）が整備されることから、中京都市圏と高山・北陸圏へ

の連絡の強化、下呂、中津方面との新たな交流の創出により、さらに高まることとなります。 
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３ 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

３－１ 区域区分の決定の有無 

 本区域の現状及び今後の見通しを分析し、「市街地の拡大の可能性」、「良好な環境を有

する市街地の形成」及び「緑地等自然的環境の整備又は保全への配慮」の視点から区域区

分の有無を定めます。 

（１）本区域の現状及び今後の見通し（展望） 

① 地形等地理的条件 

・本区域は、周辺を急峻な山地に囲まれ、その山間を縫って流れる長良川、吉田川、小駄良

川沿いの極めて狭隘な限られた平地とその周辺の山地により形成されています。 

② 人口の増減及び分布の変化と今後の見通し 

・行政区域人口は減少傾向にあり（H2 年 17,620 人→H17 年 15,514 人）、平成 32 年で 11,839

人と推計されます。 

・都市計画区域人口についても、行政区域人口と同様に減少傾向にあり（H2 年 10,895 人→H17

年 9,117 人）、平成 32 年で 7,406 人と推計されます。 

・人口集中地区は平成 12 年まで存在していましたが、人口減少に伴い平成 17 年には存在し

ていません。 

③ 産業の現況と今後の土地需要の見通し 

・行政区域全体の工業(製造品出荷額等)は増加していますが（H16 年 7,068,151 万円→H19

年 8,080,270 万円 ※4人以上の事業所）、社会情勢を勘案すると、今後は現状維持又は減少

傾向が続くものと想定され、本区域における大きな土地需要は想定されません。 

・行政区域全体の商業(商品販売額)は、減少しており、（H14 年 6,477,549 万円→H19 年

5,984,081 万円 ）、将来的にも減少傾向が想定されます。 

④ 土地利用の現況等 

・本区域における土地利用は、吉田川を挟んだ平地部を中心に市街地が広がっており、その

周辺のほとんどを山地が取り囲み、一部河川沿い等に農地が形成されています。 

・中心市街地は、吉田川の北側を中心に古くからの城下町としての風情のある町並みを形成

しているとともに、商業を中心とした住商の混在地となっています。 

・中心市街地は、老朽化した密集市街地となっています。 

・中心商業地は、廃業する店舗や空店舗等により未利用地が増加しています。 

・土地区画整理事業区域内の良好な宅地が、未利用地として残っています。 

・郡上八幡インターチェンジ周辺の工業系市街地には、未利用地が存在します。 

・工業は、（国）156号沿いを中心に立地しており、市街地内にも地場産業等が点在しています。 

・山林での開発は計画されていません。 
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⑤ 都市基盤施設の整備の現況と今後の見通し 

・都市計画道路の整備状況については、計画決定延長 7,310m のうち、7,000ｍ（95.8%）が整

備済みとなっています。 

・都市公園としては城山公園、愛宕公園があり、都市計画公園としては近隣公園と街区公園

を併せて 10 箇所、計 12 箇所の公園があり、さらに地域特性を活かしたポケットパークや、

遊歩道、親水公園等が整備されており、公園・緑地等に関しては整備が進んでいます。 

・下水道については、平成 20 年３月 31 日現在、計画処理区域 254ha、供用処理区域 248ha

であり、整備率は 97.6％となっています。 

・中心市街地は、狭小な幅員の生活道路が多くなっています。 

⑥ 産業振興等に係る計画の策定又は大規模プロジェクト等の実施 

・本区域外の北部に濃飛横断自動車道（地域高規格道路濃飛横断自動車道）が整備されることに

より、東西方向の交通利便性が向上します。 

・本区域外の長良川右岸の東海北陸自動車道が 4 車線化されたことで南北方向の交通利便性

が向上しました。 

（２）区域区分の有無 

① 市街地の拡大の可能性 

本区域の人口は現在減少傾向にあり、また、市街地が周辺を山地に囲まれた平地部に形成

されていることから、市街地の拡大の可能性は低いと考えられます。 

また、東海北陸自動車道の 4 車線化や濃飛横断自動車道の整備により、新たな産業立地が

予想されますが、インターチェンジ周辺の工業系市街地内に未利用地が残っていることから、

現在の市街地で十分に吸収できるものと考えられます。 

② 良好な環境を有する市街地の形成 

中心市街地においては、防災面の課題に対して不燃化・耐震化の促進や、都市基盤の充実

を図る必要はあるものの、現在の市街地形成により地域コミュニティは育まれてきた状況に

あり、また、都市基盤の充実に向けて、道路や下水道等の都市基盤整備が計画的に進められ

ています。 

その他の市街地についても、既に土地区画整理事業による良好な市街地形成が図られてい

ます。 

③ 緑地等自然的環境の整備又は保全への配慮 

将来的に人口増加が見込まれないことや、山林等への開発が沈静化している状況、さらには

保安林等の指定状況を鑑みると、市街化に対する計画的な保全の必要性は低くなっています。 

また、自然的環境を浸食すると思われる将来プロジェクト等の計画はありません。 

 

以上により、本区域においては、市街地の拡大の可能性が低く、区域区分によらなくとも良好
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な環境を有する市街地を形成することが可能なことから、区域区分を定めないものとします。 
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４ 主要な都市計画の決定の方針 

４－１ 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

１．主要用途の配置の方針 

（１）住居系 

① 旧住宅地 

吉田川を挟んで形成される中心商業地の周辺の既成市街地を旧住宅地と位置づけ、遅れて

いる生活基盤の整備等住環境の改善を行っていきます。 

旧住宅地では、生活利便性の向上に資するとともに、城下町としての風情や文化を今に残

す特色の 1 つとなっていることから、日常買回り品等の商業施設の立地をある程度許容し、

良好な住環境を備えた住宅地を形成します。 

② 新住宅地 

小野、中坪、五町地区等の市街地開発事業により整備された住宅地を新住宅地と位置づけ、

良好な住環境の維持と向上を図っていくとともに、低未利用地は、計画的な宅地化を検討し

ます。 

● 混在型住宅地 

国道及び都市計画道路沿いについては、住商混在地と位置づけ、沿道等における生活密着

型の商業立地は行われるものの、周辺については、低層住宅地と中層住宅地を適正に配置し

ます。 

● 専用型住宅地 

国道及び都市計画道路の背後地については、住居専用地に位置づけ、自然との調和に配慮

した緑化等を行い、良好で快適な住環境の維持・向上を図ります。 

（２）商業系 

① 中心市街地 

吉田川を挟んだ市街地の中央部の中心商業地では、従来からもつ商業基盤をベースとして、

観光及び商業機能を効率的に集積させることにより商業機能の高度化を図るとともに、施設

の近代化や社会的ニーズに対応したソフトの充実を図ります。また、空店舗等の低未利用地

については、有効利用を検討していきます。さらに、まちなみづくり町民協定等によりシン

ボルエリアにふさわしい景観形成を誘導することにより、都市機能及びにぎわいの中心地と

して、郡上八幡らしさにあふれた商業地を形成します。 

点在する手工業を中心とした伝統工業は、現状から判断すると周辺の住環境に与える影響

も比較的少ないことに加え、観光においても重要な要素の 1 つとなっていることから、従来

の配置形態を継承し、今後も観光要素として活用します。 
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② 沿道サービス型商業地 

(都)稲成上小野線の沿道の商業地では、ロードサイド型商業地の誘導を図っていきます。

商業機能は、中心商業地の商業機能を補完する機能となる生活密着型とし、地域住民や近隣

市町村等の幅広い生活圏の利用を見据えた商業地を形成します。 

③ 大規模集客施設 

現況では大規模集客施設の立地のための地区の設定は行いません。今後、本区域において

大規模集客施設が立地する場合には、個別に広域調整手続きをすることで都市計画の変更を

行います。 

（３）工業系 

郡上八幡インターチェンジ周辺及び（国）156 号沿道では、交通の利便性等の条件により、

新たな産業立地が考えられることから、市街地開発事業を行った区域に集約された良好な工業

地が形成されるよう十分に配慮します。なお、国道沿いであるという立地条件から、ロードサ

イド型商業地の誘導も合わせて図っていきます。 

（国）256 号沿道の東町については、工場とともに商業施設、住宅が立地しているため、居

住環境等に配慮し、住商工が共存できる地区とします。 

 

２．土地利用の方針 

（１）用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

中心市街地では、住宅と日常買回り品等の商業施設、伝統工業に携わる工業施設が混在して

いますが、城下町としての風情や文化を今に残す本区域の特色であることから、一体的な土地

利用の再編を行うのではなく、用途の複合化を許容します。 

（２）居住環境の改善又は維持に関する方針  

中心市街地については、歴史と伝統ある町並みを活かすために、町並み保存会等との連携を

図りながら、景観条例やまちなみづくり町民協定等による統一のとれた町並み形成を促進しま

す。 

また、その他の市街地についても、緑化等により人と自然が共生する住環境づくりを推進す

ると共に、ゆとりある歩道幅員の確保や景観に配慮した施設整備等により、調和のとれた住空

間の形成を推進します。 

（３）都市内の緑地又は都市の風致の維持に関する方針 

本区域の中心を流れる吉田川河畔については、水とのふれ合いを考慮した親水空間等の整備、

城山公園周辺については、遊歩道や緑の植栽等の自然環境に配慮した整備を図り、『水とおど

りのまち』にふさわしい自然環境と調和した都市空間の形成を図ります。 

（４）優良な農地との健全な調和に関する方針 

本区域東部の優良な農地については、無秩序な宅地化を図るのではなく、優良な農地として
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生産環境の維持に努めます。また、本区域南部の(国)156 号沿道において、都市的土地利用へ

の転換の必要性が高まった場合については、周辺環境に十分配慮したうえで都市的土地利用へ

の転換を図ります。その際は地区計画等の導入も検討します。 

（５）災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

農地や森林等は、豊かな自然環境の形成や木材の供給面のみならず、水源のかん養や土砂の

流出防備等、災害防止に対する役割も兼ね備えています。そのため、無秩序序な宅地等の開発

を抑制し、新たな災害危険箇所をつくらないよう努めるとともに、開発事業者に対しては従前

の保水・遊水機能の代替施策を講じるよう指導する等、総合的な災害対策の推進を図ります。

さらに、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の指定による安全な地域への誘導に努

めます。 

（６）自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

市街地周辺の山林や河川等豊かな自然環境は、本区域を特徴づける重要な要素であることか

ら、その乱開発や乱伐の防止を図り、良好な自然環境の保全に努めます。 

特に、城山及び愛宕公園の周辺の山林については、自然環境だけでなく歴史的にも重要な地

域であることから、風致地区としての指定を検討していきます。 

また、保安林等に指定されている市街地周辺の山林については、今後もその指定状況を継続

し、山林の保安に努めていきます。 

（７）計画的な都市的土地利用の実現に関する方針 

本区域の南部や東部等の市街地周辺の集落地では、現行の建築物形態及び将来の土地利用方針

に基づいて、建築物の形態規制の設定を行うことにより、計画的な建築物形態を誘導します。 

また、本区域南部の（国）156号沿道には商業系施設がある程度集積しており、今後の土地利

用状況を踏まえながら、必要に応じて地区計画等の指定を検討します。 

 

 

４－２ 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

１．交通施設の都市計画の決定の方針 

（１） 基本方針 

① 交通体系の整備の方針 

● 広域交通ネットワークの充実 

中京都市圏と高山及び北陸圏を結ぶ東海北陸自動車道の 4 車線化が白鳥 IC まで完了した

ため、広域交通ネットワークの充実が図られました。今後は、新たなる交流を拡げるため、

飛騨南部や東濃東部を結ぶ東西のネットワークの強化として、濃飛横断自動車道（地域高規

格道路濃飛横断自動車道）の整備を促進します。 

さらに、市街地内における慢性的な渋滞を解消するため、幹線道路の機能強化や交通環境
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の改善により交通の円滑化を図り、広域交通ネットワークの確立を目指します。 

● 市街地交通ネットワークの確立 

本区域内における都市計画道路の未整備区間については、国道及び都市計画道路による市

街地内環状道路の確立に向け、早期整備を促進します。また、これらの道路にアクセスする

生活道路網の充実を図り、市街地内における交通ネットワークの確立を図ります。 

さらに、中心商業地において、都市機能の集積と観光に十分に配慮した必要駐車台数を算

定し、広域幹線道路からの動線を考慮した位置での駐車場の確保を図ります。 

● 公共交通機関の強化 

公共交通機関は、観光客等の来訪者や住民にとって、都市及び地域を結ぶ大切な交通機関

であるとともに、積極的な利用により省資源・省エネルギー化へつながることから、鉄道や

バスの運行や連携の強化を図っていきます。 

長良川鉄道については、駅舎及びその周辺を住民の憩いの場としての機能強化を図り、鉄

道の利用増進を図ります。 

バスについては、広域間交通を高速バス、地域間交通を路線バス、地域内交通を郡上八幡

コミュニティバスとそれぞれを位置づけます。高速バスについては、バス停の位置変更を要

請し利用者の利便性の向上を推進するほか、路線バスのバス停についても見直しを検討しま

す。また、交通結節拠点となるバスターミナルが殿町に整備されていることから、更に有効

活用を図っていきます。 

② 整備水準の目標 

本区域の都市計画道路の整備状況は、計画決定された総延長 7,310m のうち 7,000ｍが整備

済み（整備率 約 95.8%）となっており、概ね 20 年後の整備水準の目標として、都市計画区

域内の幹線街路の配置密度 0.89km/km２を目指します。 

（２）主要な施設の配置の方針 

① 道路 

隣接する都市間だけでなく広域を結ぶ道路として、美濃・関方面と郡上市北部、北陸圏周

辺都市を結ぶ南北軸として、中心市街地の西部に東海北陸自動車道及び（国）156 号が配置

されているほか、東海北陸自動車道から下呂市を経由して中津川市で中央自動車道につなが

る濃飛横断自動車道が配置されています。また、放射軸として、中心市街地の中央部を東西

に中心市街地から高山・下呂・中津川方面と連絡する(都)稲成上小野線（（国）256 号、（国）

472 号）が配置されています。 

また、不要な通過交通を中心市街地から排除するため、環状軸として中心市街地を取り囲

むように(都)五町中坪線、(都)稲成上小野線、(都)初音小野線が配置されています。 

なお、（国）156 号のうち都市計画道路でない区間については、都市計画道路の決定を検討

していきます。 
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② 鉄道 

美濃・関方面と郡上市北部を連絡する南北軸として、市街地西部に長良川鉄道が配置され

ています。 

③ その他 

[駐車場] 

商業・観光における自動車交通の受け皿の確保と、市街地内への流入を抑制するため、中

心市街地周辺に配置されている都市計画道路沿線に駐車場を配置します。 

（３）主要な施設の整備目標 

優先的に概ね 10 年以内に整備することを予定する施設は以下のとおりです。 

種  別 名  称 備  考 

道  路  (都)稲成上小野線 未整備区間 

 

２．下水道及び河川の都市計画の決定の方針 

（１）基本方針 

① 下水道及び河川の整備の方針 

下水道は、河川等の水質を保全し、快適な生活環境を確保するために不可欠な施設であり、

とりわけ吉田川等の清流のある本区域にとっては、特に重視される施設です。また、環境に

与える負荷の少ない循環型社会を構築する重要な要素の 1つでもあります。下水道の整備は、

ほぼ完了しているため、今後は整備済下水道への接続を推進します。 

河川は、「水のまち」と称される本区域にとって、かけがえのない財産です。そこで、治水

や砂防整備を推進すると共に、清流であるがゆえの豊かな自然環境や生態系に十分に配慮し

た環境の改善を図っていきます。また、河川空間を人々が憩うことのできるアメニティ空間

として位置づけ、親水広場や遊歩道の配置といった親水性を高める工夫を施していきます。 

さらに地形的条件から、集中豪雨による河川のはん濫等の自然災害に見舞われやすい状況

にあることから、緊急度に応じた河川改修を推進し、安全で快適な住環境の形成を図ります。 

② 整備水準の目標 

下水道については、ほぼ整備が完了しているため、今後は整備済下水道への接続を推進し、

概ね 10 年後の整備水準として普及率 100％を目指します。 

また、河川については、吉田川 1／30、小駄良川 1／50（吉田川との合流部付近）又は 1／20

（市街地北部の付近）のそれぞれの治水安全度の確保を目指します。 

（２）主要な施設の配置の方針 

① 下水道 

公共下水道は、吉田川左岸の市街地を中心とした地域や、吉田川右岸の市街地、区画整理

区域を中心とする吉田川との合流部より上流の長良川左岸の市街地など、市街地内をほぼ網
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羅する形で配置されています。 

② 河川 

主要な河川として、本区域中央を東西に流れ長良川に合流する吉田川と、南北に流れ吉田

川に合流する小駄良川を位置付けます。 

（３）主要な施設の整備目標 

優先的に概ね 10 年以内に整備することを予定する施設は以下のとおりです。   

種  別 名  称 備  考 

下 水 道 公共下水道 
郡上八幡都市環境センターにおける機械･電気設

備の増設等 

 

 

３．その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

（１）方針 

ごみ処理については、都市計画区域外にある郡上クリーンセンターで焼却処理を行っていま

す。また、不燃物については、分別収集による処理業務を行っていますが、増加する排出量に

対し、資源の有効利用を図る分別排出の徹底とリサイクル化を推進します。 

し尿処理については、処理場において処理を行っています。今後は、ほぼ整備が完了した下

水道への接続を推進することにより、適正かつ効率的なし尿処理体制を確保します。 

（２）主要な施設の配置の方針 

● ごみ処理施設 

可燃物については、都市計画区域外にある郡上クリーンセンターで焼却処理を行っていま

す。 

● し尿処理施設 

都市計画区域外にある郡上環境衛生センターで処理を行っています。 

（３）主要な施設の整備目標 

優先的に概ね 10 年以内に整備することを予定する施設はありません。 

 

 

４－３ 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針 

１．主要な市街地開発事業の決定の方針 

本区域は、中心市街地を中心として古くからの城下町としての風情ある町並みが残っており、

魅力ある都市空間が形成されています。さらに、この町並み形態により、文化やにぎわい、地

域コミュニティが育まれてきたという背景があります。そこで、現在の市街地形態を継承しつ

つ、町並み景観に配慮したまちなみづくり町民協定等による建物誘導を図ります。 
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また、その他の市街地については、既に土地区画整理事業により良好な市街地が形成されて

いるため、その環境の維持・向上を誘導します。 

なお、区域東部の用途地域外において、事業が進められている初納土地区画整理事業（2.4ha）、

および区域南部の(国)156 号沿道においては、良好な居住環境の創出に向けて地区計画等の導

入も検討します。 

新たな市街地開発事業については、社会情勢及び地域情勢を勘案して、必要に応じて検討し

ていきます。 

 

２．市街地整備の目標 

優先的に概ね 10 年以内に実施することを予定する市街地開発事業はありません。 

 

 

４－４ 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針 

１．基本方針 

（１）自然的環境の整備又は保全の方針 

① 山林及び農地の保全 

山林や農地は、農林業の生産の場としてだけでなく、水源のかん養や土砂の流出防備とい

った防災機能や、野生生物の生息の場として重要な役割を果たしています。さらに、やすら

ぎやレクリエーションの場として、住民が自然に親しむ緑地としての役割を担っています。

そこで、山林及び農地の維持・保全を図ります。 

② 個性を活かしたまちの形成 

水や緑といった豊かな自然環境は、郡上八幡の特有の都市空間を形成する重要な要素とな

っています。 

したがって、今後も現在の良好な自然環境の保全及び維持を図るとともに、さらに魅力あ

る都市空間の形成を目指し、吉田川や小駄良川の自然環境を活かした親水空間や緑地空間の

形成を図っていきます。 

③ 公園及び緑地の整備 

公園や緑地は、地域住民が身近に自然環境と接することのできる場、憩い･スポーツ･レク

リエーションの場、あるいは災害時における避難場所等として重要な役割を果たしています。

その中で、都市計画公園とあわせて郡上八幡の特性とも言える「城下町」「おどり」「水」の

3 要素を表現したポケットパークや遊歩道、親水空間の整備が図られてきました。そこで、

今後も都市計画公園及びその他のポケットパーク等の整備を推進していきます。特に、愛宕

公園については、地区内の主要な都市公園として位置づけられることから、都市計画公園と

しての位置づけを念頭においた施設の充実を促進します。また、大正町公園については、隣
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接する病院の建て替えと連携しながら公園の再整備を行い、景観性や防災性等の向上を図り

ます。 

（２）整備水準の目標 

本区域における都市計画公園の状況は、平成 21 年 3 月 31 現在で計画された面積が 3.47ha

であり、都市計画区域人口 1人当たりで 3.8 ㎡／人です。 

都市計画公園については、愛宕公園を新たに位置づけることにより、概ね 20 年後の整備水

準の目標を都市計画区域人口１人当たり 5.1 ㎡／人と設定します。 

 

２．主要な緑地の配置の方針 

良好な自然的環境を構成する主要な緑地について、緑地の機能を以下の系統別に評価し、そ

れぞれの配置の方針を示します。 

（１）環境保全系統 

都市の骨格である吉田川と市街地周辺を取り囲む山林を、動植物の生息・生育地となる緑地

として位置づけます。 

（２）レクリエーション系統 

本区域のほぼ中央に位置する八幡城を中心とする城山や南西部に位置する吉田川との一体

化が計画されている大正町公園を、人々が散策し自然を楽しむレクリエーション機能の拠点と

して位置づけます。 

また、市街地に見られる親水公園やポケットパーク等を、地域住民や観光客の憩い及び交流

の場として位置づけます。 

（３）防災系統 

本区域内の公園及び緑地、河川空間は、災害時における避難地・避難経路としての役割を担

う緑地として位置づけます。特に、本区域の南西部に位置する大正町公園については、隣接す

る郡上市民病院との連携強化により、救急医療等、高度な利用が可能な災害拠点として位置づ

けます。 

また、保安林、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地に指定されている山林については、適切

な保全及び管理を行い、水源かん養、土砂の流出及び崩壊の防止等の災害防止機能を有する緑

地として位置づけます。 

（４）景観構成系統 

市街地中央にそびえる城山は、城下町郡上八幡のシンボルとして親しまれており、歴史文化

の象徴であることに加えて、良好な都市景観を形成する重要な要素を担っています。そこで、

本区域の魅力を創出する都市景観のシンボルとして位置づけます。 

また、吉田川周辺や市街地を取り囲む山林は、本区域の豊かな自然環境を印象づける重要な

要素です。そこで、豊かな自然環境を印象づける景観緑地として位置づけます。 
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（５）歴史系統 

市街地の中央にそびえる城山及び愛宕公園の上段山林部は、歴史的に価値のある緑地です。

そこで、本区域の歴史を将来に継承する重要な緑地として位置づけます。 

 

３．実現のための具体の都市計画制度の方針 

配置された緑地について、整備又は保全を実現するために選択する具体の都市計画制度は以

下のとおりです。 

種  別 整 備 ・ 保 全 の 内 容 

公  園 愛宕公園の充実 

風致地区 

城山…八幡城を中心とした城山の歴史・文化を保全する。 

愛宕公園の上段山林部…歴史的に重要な緑地空間として保全

する。 

なお、良好な自然的環境の保全あるいは防災機能の保全等の機能を持つ農業振興地域や保安

林等他法令に基づく土地利用規制区域においては、今後も適切な維持を図ります。 

 

４．主要な緑地の確保目標 

優先的に概ね 10 年以内に整備することを予定する公園はありません。 

 

 

 


