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１．まちづくり協議会全体会について

まちづくり協議会 全体会での主な意見
（2020年7月30日 武生問屋センター会館大ホール 25名出席）

1

1)開発ルールより企業の誘導策が必要
ではないか。

2)まちづくり計画や開発ルールを民間
企業がどう考えているのか確認する
必要があるのではないか。

3)最低敷地規模3,000㎡以上と最低開発
規模1ha以上の関係はどちらが優先
されるのか。

4）土地の売買など個人の権利が制限
されるのか。
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第１回検討委員会
における委員意見

と説明の補足



２．第１回検討委員会における委員意見
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意 見 対 応

西藤
委員

フォレストシティ、越前版スマート
シティの考え方を明確にすること。
南越駅周辺を見渡せる良好な自然環
境を有する岩内山を活かした整理が
必要。

今年度後半の検討委員会で検討を深め
たいと考えている。P6.26.27に考え方
を示す。
岩内山からの視点場を意識したルール
として整理する。P21

美濃
委員

「教科書」のようなルール作りで企
業立地が進むのか心配する。

企業進出の足かせにならないよう留意
する。柔軟なまちづくりとして、ルー
ルについても誘導基準で柔軟に対応し
ていく。

西出
委員

ビジョン、ルールの考え方を視覚的
に示し共通認識しながら深めること
が重要。

P7.8にイメージを示し共通認識を図っ
ていく。最終的には「ガイドライン」
を取りまとめる中で整理する。

大和
委員

南アクセス道路がゾーンのまん中を
走っているのは土地利用としてどう
か。主要な道路を地区施設に位置付
けてはどうか。

道路の考え方について整理していく。

田中
委員

岩内町集落で開発されているところ
もあり、ルールの適用区域に入れな
いほうが良いのでは。

地区図を示す。P11
ルールの適用区域から除外する。

下川
委員長

本日事務局提示のルールを軸に議論
を深めていくこととしたい。

－
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３つの制度を組み合わせた「まちづくりガイドライン」による誘導により実現

【新駅周辺にふさわしい基盤整備や安全安心なまちの構築に向けたルールの設定が必要】

開発基準による誘導
南越駅周辺での開発において道路、公園等公共施設整備等のまちの基本性能に関する

ルールを市宅地開発基準に定め、新幹線新駅周辺にふさわしい新たなまちづくりの実現を
図る

【まちの賑わいの創出や緑あふれる良好なまち並みの形成に向けた
ルールを設定】

誘導基準による誘導
エリア価値向上に係る南越駅周辺まちづくりの目標や将来像を実現するた

めの開発事業者の創意工夫を反映することが、まちづくりに貢献すると考え
られる事項について、目標水準を示し良好な市街地の整備を図る

【無秩序な開発の防止や計画的なまちづくりに必要なルールの設定が必要】

都市計画による誘導
無秩序な開発の防止と良好な市街地の形成のための南越駅周辺のまちづくりルールの基本となる事項に

ついて、都市計画に位置づけて、地区にふさわしい用途や建築物等の誘導を図る

３．第１回検討委員会説明の補足



項目 地区
計画

開発
基準

誘導
基準 目的 数値

基準

開発単位に関する事項
〇

・農地に配慮し虫食い開発につながる小規模での土地活用の抑制し
つつ開発を誘導

あり

〇 ・一定規模以上の開発を誘導 あり

建物用途
〇 ・風俗施設など新幹線駅前にふさわしくない施設の立地規制

〇 ・土地利用ゾーニングにあった施設を誘導

都市基盤整備に関する事項 〇 ・街区や宅地、道路、公園等インフラの確保

区域外水田の営農に関する事項
○

・開発区域と水田との緩衝部分の確保
・農業用給・排水施設の保全

あり

〇 ・さらなる営農への配慮 あり

災害防止に関する事項
〇

・調整池設置に加え、フォレストシティの視点を踏まえ雨水流量の
抑制策を検討

〇 ・さらなる安全安心の向上

建物を覆い隠すみどりの創出
〇

・フォレストシティの実現を目指して各敷地内で最低限の緑地面積
を確保

あり

〇 ・さらなる緑化の推進 あり

安全安心なまちづくりに関する
事項

〇
・開発事業者の創意工夫による、安全安心の向上に資する取り組み

や緑地空間の誘導

スマートシティの実現に関する
事項

〇
・スマートシティへの実現に向け開発事業者の積極的な取り組みを

誘導

壁面後退による道路側のゆとり
空間の創出

〇
・道路の利用形態ごとにそれぞれに合ったゆとりや緑あふれる空間

の創出を誘導
あり

緑のネットワークの形成 〇
・敷地内緑地を有機的につなげ南越駅周辺全体に緑の多い地区環境

の創出を誘導

建物の高さ 〇
・景観軸や視点場の設定による景観づくりを目指し、建物の配置や

高さに関して誘導

建物・屋外広告物デザイン
（形態・意匠・色彩）

〇
・景観軸からの外観について、背景の山々や緑と調和する建物デザ

インの誘導
・にぎわいづくりに寄与する建築物の誘導

３．第１回検討委員会説明の補足 ルールの一覧
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〇壁面後退による道路側の
ゆとり空間の創出

〇緑のネットワークの形成
〇建物の高さ
〇建物・屋外広告物デザイン

◎建物を覆い隠すみどりの創出
◎災害防止に関する事項

〇安全安心な
まちづくりに
関する事項

〇スマートシティの
実現に関する事項

●開発単位に関する事項 ●建物用途

◎都市基盤整備に関する事項 ◎区域外水田の営農に関する事項

都市計画による誘導

開発基準による誘導

誘導基準による誘導

開発基準による誘導

３．第１回検討委員会説明の補足 ◎ルールの位置づけ
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３．第１回検討委員会説明の補足
●都市計画・◎開発基準・〇誘導基準のイメージ化

◎都市基盤整備に関する事項

●建物用途
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３．第１回検討委員会説明の補足
誘導基準のイメージ化
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「都市計画」
についての検討
（地区計画）



地区計画で定める内容

地
区
計
画

地区計画の方針
まちづくりの全体構想を定めるもの
〇地区計画の目標
〇土地利用の方針
〇地区施設の整備の方針
〇建築物等の整備の方針
〇その他当該地区の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画
まちづくりの内容を具体的に定めるもの
〇地区施設の配置及び規模（道路・公園等）
〇建築物等の制限
〇土地利用に関する事項

４．「都市計画」についての検討 地区計画の構成
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計画図
縮尺1/2500以上の平面図に図面表示が必要なものを表示
〇地区計画の区域、地区整備計画の区域
〇地区の細区分等図面表示が必要なもの



地区Ⅰ

地区Ⅲ

地区Ⅱ
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地区 Ⅰ Ⅱ Ⅲ

敷地面積の最低限度 - 3,000㎡以上 -

用途の制限 風俗施設の制限

４．「都市計画」についての検討 地区計画の概要

地区Ⅲ周辺にお
ける指定容積率
200％の区域(灰
色部分)

【各ゾーンの考え方（土地利用計画）】

●敷地面積の最低限度 3,000㎡以上

・ 地区Ⅱ  のみを対象
農地に配慮し虫食い開発を防止しつつ、にぎわい
の創出や雇用の創出などを図る開発を誘導する
ゾーンとして、最低敷地規模を設定する。

・ 地区Ⅰ  は、先行整備ゾーンとして早期に新幹線
駅としての基本機能の導入を積極的に図るため、
最低敷地規模は設定しない。

・ 地区Ⅲ  は、農地的利用ゾーンとして農業の継続
を想定しているため、最低敷地規模は設定しない。

●用途の制限
・地区Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ に風俗施設の制限

地区計画
区域界(案)
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A1 開発単位に関する事項＜敷地面積の最低限度について＞

＜越前市内の3,000㎡以上の開発事例＞

○敷地面積の最低限度を3,000㎡とすることで、全ての開発において開発許可基準が適用される。
〇当該エリアは３反田(3,000㎡)を基本に整備されており、田んぼ１枚以上での整備を誘導できる。

＜敷地規模と開発規模との関係＞

４．「都市計画」についての検討 地区整備計画１

〇農地に配慮し虫食い開発につながる小規模での土地活用を抑制しつつ開発
を誘導（にぎわいの創出や雇用の創出などを図る地区Ⅱに敷地面積の最低限
度を設定）

（地区計画）

●敷地面積の最低限度 3,000㎡

●一定規模以上の開発を誘導 概ね１.0ha以上 ➡誘導基準で補完

妙法寺町のコンビニエンスストア
3,332㎡

国高1丁目のドラッグストア
3,576㎡

建築敷地（敷地規模）
3000㎡以上⇒地区計画

開発区域（開発規模）
１ha以上⇒誘導基準
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A2 建物用途＜建築物等の用途の制限＞

＜土地利用ゾーニングにあった施設のイメージ例＞

プライムツリー赤池
出典：まちづくり計画策定委員提供

四日市市ユマニテクプラザ

商業施設 地域産業体験・交流施設ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ施設

４．「都市計画」についての検討 地区整備計画２

〇風俗施設など新幹線駅前にふさわしくない施設の立地規制と、開発事業者
の創意工夫による土地利用ゾーニングにあった施設の誘導

（地区計画）

●用途の制限 風俗施設の禁止
・ナイトクラブ、キャバレーその他これらに類するもの
・個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの

＜例 商業施設、オープンイノベーション施設、地域産業体験・交流施設 等＞

●土地利用ゾーニングにあった施設の例示 ➡誘導基準で補完

スマートシティAiCT 交流棟（福島県会津若松市）
出典：会津若松市HP 
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「開発基準」
についての検討



越前市宅地開発指導要綱

（事前協議）2000㎡以上の宅地開発は市と協議

５．「開発基準」についての検討

越前市宅地「開発基準」

項目 主な内容

1.街区、
画地計画

(1)街区計画 (2)画地計画

2.宅地造成 (1)造成計画 (2)造成工事

3.道路
(1)道路計画 (2)道路幅員
(3)舗装

4.公園、緑地
及び広場

(1)配置 (2)規模 (3)形状
(4)構造(5)管理
〇開発区域面積の３％以上

5.緑化 〇敷地面積の5％を努力目標

6.排水 (1)排水計画 (2)排水施設

7.その他

〇消防水利
○水道施設
○ガス施設
○ゴミステーション
○交通安全施設
○駐車施設
○消融雪施設

南越駅周辺宅地「開発基準」

B１.都市基盤整備に関する事項
・街区や宅地、道路、公園等インフラの確保
➡

B２.区域外水田の営農に関する事項
・開発区域と水田との緩衝部分の確保
➡

B３.災害防止に関する事項
・排水計画による調整池設置
➡

B４.建物を覆い隠すみどりの創出
・フォレストシティの実現を目指して各敷地

内での最低限の緑地面積の確保
➡

越前市宅地開発基準の適用

フォレストシ
ティ・越前市
版スマートシ
ティにおける
安全安心かつ
良好な市街地
の形成に向け
て

（誘導基準）
・さらなる安全安心への配慮（C1で具体化）

越前市宅地開発基準（排水計画）の適用

・開発区域面積の5％以上の緑地等の確保
・敷地面積の10％以上の緑化(努力義務)

（誘導基準）
・さらなる緑化の推進

・水田と建築物壁面との3ｍ以上の緩衝部
分確保

（誘導基準）
・さらなる営農への配慮

強化

強化

15



隣地が農地の場合、開発区域面
積によらず3m以上の緩衝部分
を開発基準に位置付け

16

B2 区域外水田の営農に関する事項

５．「開発基準」についての検討 ルール案の検討 B2

〇開発区域と水田との緩衝部分の確保と農業用給・排水施設の保全
〇さらなる営農への配慮

緩衝部分の確保
3ｍ以上

さらなる営農への配慮
（例：雨水や砂、泥の流出
防止措置（側溝・擁壁設
置垣・柵設置）５ｍ

さらなる営農への配慮
（例：北側斜線制限の適用）

1

1.25

さらなる営農への配慮
（例：農業用給水管・排
水路の保全への配慮）

北側

建築物

開発地 水田

（越前市宅地開発基準）

●水田と建築物壁面との3ｍ以上の緩衝部分の確保

（例：水田に面する場合、北側斜線制限の適用（第１種・第２種低層住居専用地域なみ）

●水田側への雨水や砂、泥等の流出防止措置
●水田への日照の配慮
●農業用給水管・排水路の保全への配慮

➡誘導基準で補完

●参考
工場等の場
合必要とな
る緩衝帯の
幅員（県開
発許可技術
基準）

開発区域
の面積

緩衝帯の
幅員

1.0～1.5ha 4.0ｍ以上

1.5～5.0ha 5.0ｍ以上

5.0～15.0ha 10.0ｍ以上

15.0～25.0ha 15.0ｍ以上

25.0ha以上 20.0ｍ以上

※建物壁面のみであり敷地全体ではない
※用排水路等は緩衝部分に含めることができる
※農地を取込んだ一体的な開発の場合はこの限りではない
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B4 建物を覆い隠すみどりの創出

５．「開発基準」についての検討 ルール案の検討 B4

出典：GooglMap

＜緑地率10%を誘導した事例＞
あすと長町中央地区（仙台市）

＜緑視率＞

樹木等の立面面積
緑視率＝

建物外壁面積

樹木等の立面面積 建物外壁面積

高木
低木

壁面緑化

（越前市宅地開発基準）

●開発区域面積の５％以上の公園、緑地、広場の確保（義務）
●敷地面積の１０％以上の緑化（努力義務）

〇フォレストシティの実現を目指して各敷地内で最低限の緑地面積を確保
〇さらなる緑化の推進

●緑視率による壁面を隠す緑の確保 ➡誘導基準で補完

項 目 越前市宅地開発基準 南越駅周辺宅地開発基準

公園、緑地、広場（義務） 開発区域面積の3％以上 ➡ 開発区域面積の5％以上

緑化（努力義務） 敷地面積の5％以上 ➡ 敷地面積の10％以上



18

「誘導基準」
についての検討



６．「誘導基準」についての検討（再整理）

No 項目 目的

C1
安全安心なまちづくりに関す
る事項

・開発事業者の創意工夫による、安全安心の向上に資する
取り組みや緑地空間等の誘導

C2
景観軸と視点場の設定による
景観の創出（建物高さ）

・景観軸や視点場の設定による景観づくりを目指し、建物
の配置や高さに関して誘導

C3
建物・屋外広告物デザイン
（形態・意匠・色彩）

・景観軸からの外観について、背景の山々や緑と調和する
建物デザインの誘導

・にぎわいづくりに寄与する建築物の誘導

C4
壁面後退による道路側のゆと
り空間の創出

・景観軸に沿って、道路の利用形態ごとにそれぞれに合っ
たゆとりや緑あふれる空間の創出を誘導

C5 緑のネットワークの形成
・敷地内緑地を有機的につなげ景観軸を中心に緑の多い歩

きたくなる空間の創出を誘導

C6
スマートシティの実現に関す
る事項

・スマートシティへの実現に向け開発事業者の積極的な取
り組みを誘導

No 項目 目的

A1 開発単位に関する事項 一定規模以上の開発を誘導

A2 建物用途 土地利用ゾーニングにあった施設の誘導

B2 区域外水田の営農に関する事項 さらなる営農への配慮

B4 建物を覆い隠すみどりの創出 さらなる緑化の推進

〇誘導基準（都市計画・開発基準を補完するもの）

〇誘導基準

19

フォレストシティとスマートシティを明確にするため順番を入れ替え再整理
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C1 安全安心なまちづくりに関する事項

６．「誘導基準」についての検討 C1

（誘導基準により）

●防災等や安全安心まちづくりに資する取り組みの検討
例 ・防災倉庫や消火栓の設置、災害備蓄、非常用電源確保、地域連携BCPなど

・夜間の防犯、交通事故の防止など
●雨水排水計画における緑地空間等の活用の検討

例 ・調整池の緑化、地下式貯留など

〇開発事業者の創意工夫による、安全安心の向上に資する取り組みや緑地空間等
の誘導

＜公園地下部分での貯留事例＞
下高井戸調節池（東京都杉並区）

＜緑豊かな調整池の例＞
瓜生水と緑公園

出典：下高井戸調節池工事HP



C2 景観軸と視点場の設定による景観の創出（←「建物高さ」から変更）

６．「誘導基準」についての検討 C2

（誘導基準により）

●視点場（岩内山）からの景観に配慮した建物の配置や高さの検討
（C3建物ﾃﾞｻﾞｲﾝ、C4壁面後退、C5緑のﾈｯﾄﾜｰｸと連動した誘導）

〇景観軸や視点場の設定による景観づくりを目指し、建物の配置や高さに関して
誘導

＜岩内山から日野山への眺望＞

21

山と緑の景観軸

日野山

岩内山
村
国
山

風
と
緑
の
景
観
軸

視点場

＜景観軸の設定＞ ＜村国山と岩内山を結ぶ軸線の地形断面図＞

＜岩内山から村国山への眺望＞

駅舎予定箇所

日野山トンネル
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C3 建物・屋外広告物デザイン（形態・意匠・色彩）

（誘導基準により）

●全ての建築物などは景観条例にもとづく景観形成基準への配慮

６．「誘導基準」についての検討 C3

（誘導基準により）

●居心地がよく人が惹きつけられる魅力ある建物デザイン等の検討

〇にぎわいづくりに寄与する建物デザインの誘導

〇景観軸からの外観について、背景の山々や緑と調和する建物デザインの誘導

（現状）越前市景観条例に基づく景観形成基準の届け出対象
・建築物、工作物：高さ１０ｍ以上、又は、建築面積1,000㎡以上の建築物
・屋外広告物：高さ１０ｍ以上、又は、表示面積30㎡以上の屋外広告物

ラ コリーナ近江八幡

自然環境と調和した建物計画

（例）居心地がよく歩きたくなる建物デザイン等の例

八ヶ岳ﾘｿﾞｰﾄｱｳﾄﾚｯﾄＨＰ

宅地内フットパスの例



C4 壁面後退による道路側のゆとり空間の創出

６．「誘導基準」についての検討 C4

（誘導基準により）

●道路沿道の壁面後退とその設えの設定
道路の位置づけごとに沿道の壁面後退距離やその設えの基準を設定

・位置づけ（例） 賑わいの創出、ゆとり空間の創出
・設え（例） 歩道状空地や植栽帯の確保

（道路の詳細計画とともに設定内容を検討）

〇景観軸に沿って、道路の利用形態ごとにそれぞれに合ったゆとりや緑あふれる
空間の創出を誘導

道路
（歩道）

●壁面後退

建築物

道路
（車道）

敷地

植栽帯芝生

●壁面後退部分の設え

敷
地
と
道
路

の
境
界
線

建
築
物
外
壁

（例）
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（和泉テクノステージ）

出典：テクノステージ和泉パンフレット
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C5 緑のネットワークの形成

６．「誘導基準」についての検討 C5

出典：鶴岡市水田テラスＨＰ

＜水田に移り込む建物の例＞

（誘導基準により）

●垣・柵は緑化を施すなど緑の連続性を確保
➡敷地外周の垣・柵については、垣にするなど緑化したり、敷地内緑地が見えるように

透過性の高い柵にするなど、景観軸を意識して緑の連続性を確保する
●敷地内緑地の積極的な公開

➡来街者へ敷地内緑地を公開し物理的に緑をつなげる
●水田に面する開発の場合、水田からの景観への配慮

➡地区内の水田を活かした開発を誘導する

〇敷地内緑地を有機的につなげ景観軸を中心に緑の多い歩きたくなる空間の創出
を誘導

＜垣・柵の緑化の例＞

和泉テクノステージ



C6 スマートシティの実現に関する事項

６．「誘導基準」についての検討 C６

スマートシティAiCTオフィス棟（福島県会津若松市）
出典：福島県HP

ご当地Wi-Fi（香川県高松市）
出典：自治体通信HP
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（誘導基準により）

●スマートシティの具体的な展開に関する計画の作成

＜イメージ例＞ １．SDGｓ、society5.0 社会への対応 ３．５Gに対応する高速、大容量の通信環境

２．低炭素社会・地域循環共生圏の形成 ４．オープンイノベーションの推進

〇スマートシティの実現に向け各開発事業者の積極的な取り組みを誘導

環境省地域循環共生圏
出典：環境省

ものづくり創造拠点 SENTAN
(愛知県豊田市)出典：SENTAN HP
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◎フォレストシティを形づくるルール

景

観

軸

〇自然と歴史・文化を感じるまちとして緑と建物がバランスよく配置され、緑の景
観に溶け込んでいる、整備された林のようなイメージを形づくるルールの適用
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◎越前市版スマートシティを形づくるルール

※スマートシティの実現にあたっては、今後、取組みの方向性について
検討を進めていきます。

〇未来的なチャレンジを進めるまちとして、全ての産業のスマート化を目指し、
越前市の拠点となるエリアのイメージを形づくるルールの適用
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まとめ



７．ルールのまとめ（都市計画と開発基準）

項目 目的 具体案

A
1

開 発 単 位 に 関
する事項

・農地に配慮し虫食い開発につながる
小規模での土地活用の抑制しつつ開
発を誘導

・最低敷地規模（3,000㎡）

A
2

建物用途
・風俗施設など新幹線駅前にふさわし

くない施設の立地規制
・用途の制限 風俗施設の禁止

〇都市計画（地区計画）として定める内容

項目 目的 具体案

B
1

都 市 基 盤 整 備
に関する事項

・街区や宅地、道路、公園等インフラ
の確保

・越前市宅地開発基準の適用

B
2

区 域 外 水 田 の
営 農 に 関 す る
事項

・開発区域と水田との緩衝部分の確保
・農業用給・排水施設の保全

・水田と建築物壁面との3ｍ以上の緩衝部分確保

B
3

災 害 防 止 に 関
する事項

・排水計画による調整池の設置 ・越前市宅地開発基準（排水計画）の適用

B
4

建 物 を 覆 い 隠
す み ど り の 創
出

・フォレストシティの実現を目指して
各敷地内で最低限の緑地面積を確保

・開発区域面積の5％以上の緑地等の確保(義務)
・敷地面積の10％以上の緑化（努力義務）

〇開発基準として定める内容

29越前市開発基準から強化する部分地区整備計画の内容



８．本日の検討会でご議論いただく内容について
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■審議事項

・地区計画区域について（P11）

・地区整備計画の内容について（敷地面積の最低限度、建物用途）
（P12-13）

・越前市宅地開発基準から強化する内容について（P16-17）

■次回以降の協議事項（予定）

・誘導基準の具体化について

・ガイドラインのイメージについて


