◆開発方針４ 緑につつまれた空間の形成
４－１ 建物を覆い隠す緑の創出
まち全体が緑に包まれるよう、建物や敷地内の積極的な緑化の推進を目指します。
開発基準：■開発面積の５％以上の公園、緑地、広場の確保（義務）
■敷地面積の１０％以上の緑化の努力（努力目標）
整備指針：■山と緑の景観軸上において緑視率 25％以上の確保

◆解説

○まちづくりのポイント

○一定の緑地等の面積の確保
30ｍ
＜公園、緑地、広場
の面積＞
・10×(6+9)＝150 ㎡
➡5％

100ｍ
建物
道路

10ｍ
10ｍ

＜緑化面積＞
・10×10＝100 ㎡
・10×15＝150 ㎡
・10×6＝60 ㎡
計 310 ㎡
➡10％
9ｍ
6ｍ

15ｍ
10ｍ

10ｍ

（公園･緑地･広場と
した場合）

・開発地内に緑を確保するため、開発面積や敷地面積に対
する一定割合の緑地等を確保に努めてください。
・建物が緑に包まれた景観の形成を図るため、一定割合の
緑視率の確保に努めてください。

○数値基準など
＜緑地等の面積＞
・公園、緑地、広場の割合：開発面積の５％以上
・緑化の割合：敷地面積の 10％以上
・開発区域内に含めた農地は、緑地等の面積に含めてもよい

＜緑視率＞
・山と緑の景観軸沿道敷地：25％以上
・計算式=樹木等の立面面積(㎡)÷緑化対象面積(㎡)×100
・緑化対象面積＝W×H
Ｗ＝道路側の敷地間口ー乗入れ部分の幅
Ｈ＝建物高さ（最大 10ｍ）
・道路境界から６ｍ以内にある植栽等を樹木等の立面面積とする
・樹木等の立面面積には、接する歩道上の街路樹も含めてもよい

○緑視率の確保
＜平面イメージ図＞

＜立面イメージ図＞
樹木等の立面面積

敷地
加算できない
緑化
加算できる
緑化
６ｍ
道路
（山と緑の景観軸）

（Ｈ
最
大建
物
⒑高
ｍ
）さ

ﾊﾞﾙｺﾆｰ緑化
壁面緑化

中木

高木

樹種等ごとの立面面積の換算値
高木：10 ㎡/本
中木： 5 ㎡/本
低木： 1 ㎡/本
生垣：延長×高さ
壁面緑化：垂直投影面積
バルコニー緑化：垂直投影

低木

Ｗ 道路側の敷地間口（道路からの乗入れ部分の幅を除く）

◆事例写真

◆補足事項

・建物を覆い隠す緑化の事例

・樹種は植栽時の寸法による
高木：樹高３m 以上の樹木
中木：樹高 0.6～３m の樹木
低木：樹高 0.6m 未満の樹木

高木や地被類による工場の緑化
（ｴﾑ･ﾃｸﾆｯｸ株式会社（和泉市）
）

施設周りの高木と立体的な壁面緑化
（特別養護老人ホーム愛成園（横浜市）
）
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◆開発方針４ 緑につつまれた空間の形成
４－２ 緑のネットワークの形成
公民連携により緑豊かなまちづくりを目指します。
整備指針：■公共空間の緑地との連続性に配慮した緑地の配置
■隣接地の緑地との連続性に配慮した緑地の配置
■歩行者も楽しめる敷地内緑地空間の工夫
■調整池や駐車場等における緑化の工夫

◆解説

＜緑のネットワークの形成＞

○まちづくりのポイント
・景観軸において街路樹等公共用地内の緑地等と連続するように、敷地内道路側の積極的な緑化を図り、
公民連携による厚みのある緑化の推進に努めてください。
・景観軸沿道敷地においては、隣接地の緑地との連続性に配慮した敷地内緑化の推進に努めてください。
・道路辻広場を設けるなど通り沿いの緑化の工夫や、敷地内部の緑化部分の公開空地化など、景観軸に
おいて歩いて楽しい緑豊かな空間を創出に努めてください。
・調整池や駐車場など、一般的には舗装仕上げされる部分での緑化の工夫に努めてください。

○景観軸を中心に敷地内緑地を連続させるイメージ
調整池
の緑化

敷地内
緑化

緑の配置のイメージ図
○ 調整池な ど雨水排 水施
設の緑化や駐車場の緑
化による緑地の空間の
拡大（緑化が困難な場合
は、周辺に中高木の植栽
を配置したり、敷地内の
配置を工夫するなど、舗
装面が景観軸から見え
ない工夫を行う）

開発
緑地
緑化

農地

○壁面後退などによる道路側への緑地の配置イメージ ○ 敷地内緑 地の積極 的な
街路樹と連続した敷地内の緑化
による厚みのある緑化の推進

公開により、緑を楽しみ
ながら歩けるまちづく
りを目指す

○街 路樹に連 続する敷地
内緑地の整備等、公民連
携による厚みのある緑
の景観軸を形成

歩道沿いの緑化など歩いて楽しい緑豊かな空間の創出

◆事例写真

◆補足事項

道路側緑地が連続化した例

駐車場を緑化した例

緑化された調整池の例

（大阪府和泉市）

（滋賀県近江八幡市）

（瓜生水と緑公園）
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・緑のネットワーク形成
にあたり、隣接敷地内
の緑との連続性も考慮
してください。

◆開発方針４ 緑につつまれた空間の形成
４－３ 壁面後退による道路側のゆとり空間の創出
景観軸を中心とした緑あふれるゆとり空間の創出を目指します。
整備指針：■景観軸に沿って３ｍの壁面後退し、植栽空間、歩道状空地を確保
■後退部分の設えやストリートファニチャー等については、地域の歴史や
文化を受け継いだデザインの工夫

◆解説
○まちづくりのポイント
・景観軸に沿っては、建築物の壁面を後退し、景観軸に相応しい、ゆとりと緑あふれる空間の創出に努
めてください。
・壁面後退部分は、緑化や歩道状空地とするなど、道路の利用形態に応じて魅力ある空間創出に努めて
ください。
・後退部分の設えやストリートファニチャー等については、越前市の歴史や文化、自然など地域の価値
を受け継ぐデザインを取入れ、地域の歴史や文化を感じるまちのイメージ創りに努めてください。

○数値基準など
・景観軸沿いの道路沿道敷地では、道路
境界から建築物の壁面を後退させて
ください。
○風 と緑の景 観軸方向に
合わせて、緑地や建物の
配置を工夫し、緑あふれ
る風が感じられる空間
を創出

○隣 接敷地の 緑地との連
続性に配慮した敷地内
緑地の配置の工夫

○景 観軸に合 わせて道路
側の壁面後退部を緑化
し緑あふれるゆとり空
間の創出を目指す

・壁面後退距離は、壁面後退部分に高木
が配置できるように 3ｍとします。
・壁面後退部分の仕上げは、植栽を基本
としてください。

壁面後退部分の断面イメージ

建築物

宅地

◆事例写真
ｺｳﾉﾄﾘをﾓﾁｰﾌにした
ｿｰﾗｰ発電街路灯

壁面後退部分
3.0ｍ

歩道
2.0

植栽帯
1.5

◆補足事項
植栽化した例２

植栽化した例１

（出典：MIRAI-LABO㈱ HP）

（福島県浪江町・国道 114 号）

壁面後退
（３ｍ）

（大阪府和泉市）

（大阪府和泉市）
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・緑化部分は、人が立ち
入り緑に触れて楽し
めるようにしてくだ
さい。管理上等やむを
得ない場合は、緑を見
て楽しめるように見
通しを確保してくだ
さい。

◆開発方針５ 次世代を見据えた Society5.0 の推進
５－１ 新たなまちづくりにふさわしい最先端技術の導入に関する事項
脱炭素やスマート化を目指し、越前市の拠点となるエリアの想像を目標とします。
整備指針：■立地施設や事業活動での当エリアにふさわしい最先端技術の活用の推進

◆解説
脱炭素社会・地域循環共生圏の形成

○まちづくりのポイント
・新幹線駅周辺において、スマートシティの実現に
向け、各開発事業者において最先端技術を活用し
た積極的な取組みの展開に努めてください。

○数値基準など
・各開発事業者の創意工夫により、スマートシティ
に相応しいと考える最先端技術を活用した具体
的な建築計画や事業活動等を検討してください。

RE100 環境
環境省地域循環共生圏
出典：環境省

5G／6G 環境の構築

ＭaaＳの展開

今後、委員会等での議論を
踏まえ、検討を進めます。
仙台圏における観光型 MaaS STEP1 事例

出典：総務省 令和 2 年版 情報通信白書

出典：JR 東日本プレスリリース資料

・最先端技術を活用する企業誘致を実現するため、5G／６G への対応等必要となる都市基盤の
整備について、今後検討を進めていく予定です。
・また、スマートシティの実現に向け、エネルギーマネジメントシステムの導入や SDGs に向け
た取組みについても検討します。

◆事例写真

◆補足事項

SDGｓ、society5.0 社会への対応

オープンイノベーションの推進

スマートシティ AiCT オフィス棟
（福島県会津若松市）

ものづくり創造拠点 SENTAN
(愛知県豊田市)
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・最先端技術については、
技術革新のスピードが速
いことから、立地・整備
後も、立地事業者等によ
る連携した取組みを継続
していくことが重要とな
ります。

◆開発方針６ 安全安心なまちづくり
６－１ 安全安心なまちづくり関する事項
防災・防犯機能を維持する基盤施設の整備を推進し、安全安心な空間の誘導を目指します。
整備指針：■雨水流出によるによる流出抑制に係る取組みの推進
■災害時の安全や安心の確保に係る取組みの推進
■最先端技術の活用等によるに安全安心なまちづくりの推進

◆解説

○まちづくりのポイント

○浸透施設等による流出抑制イメージ

透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ
ﾌﾞﾛｯｸ舗装

透水性
平板舗装

透水性舗装(生活道路)
浸透側溝
集水浸透ます

緑地・裸地の確保

浸透ﾄﾚﾝﾁ

透水性舗装
(歩道)
道路浸透ます

・開発事業者の創意工夫により、敷地内において雨水流出
の抑制を図る取組みを進めてください。
・災害発生直後に滞在者に対し一時避難や安全確認などが
できる一時避難スペースを確保するなど、災害時の安全
確保を図る取組みを進めてください。さらに災害時等で
もエネルギー供給が可能な再生可能エネルギー設備を導
入するなど、強靭化への取組みを進めてください。
・案内・誘導の標識を設置にあたっては個人差や国籍の違
いなどに配慮するユニバーサルデザインの考え方によ
り、災害時でも安心できる取組みを進めてください。
・民有地内公開空地等の安全性向上を図るため、夜間の照
度確保や、犯罪抑止のための次世代型街路灯※等、防犯
設備の整備に努めてください。（※：防犯カメラ・非常通報ボタ
ン・Wifi アクセスポイント・サイネージ等を搭載）

出典：公益社団法人雨水貯留浸透技術協会資料

○太陽光発電設備と蓄電池の整備によ
り災害時でも電力供給できる施設例
太陽光発電
設備
蓄電池
商業施設

（千葉県木更津市）

○不特定多数の人々向けの案内に用いる
図記号（JIS Z8210）の例

○数値基準など

（案内用図記号（ピクトグラム））
・不特定多数の人々向けの案内に用いる図記号について
は、JIS Z8210 を使用すること。
道路
3 ルクス
（照度基準）
3 ルクス以上
・警察庁「安全・安心まち 公園内
50 ルクス以上
づくり推進要綱」照度基 公衆トイレ周辺
駐車場(500 ㎡以上)
準に準じて道路、公園、
車路
10 ルクス以上
駐車場等の明るさを確
駐車エリア
2 ルクス以上
保してください。
駐車・駐輪場
3 ルクス以上

○明るさのシミューレーション
十分な明るさの公園

公衆トイレ： 50 ルクス
公園内：3 ルクス を確保

◆事例写真
まちなかでの雨水浸透

不十分な明るさの公園

出典：パナソニック㈱HP

◆補足事項
安全安心まちづくりに資する取組み

交差点に設置された雨庭（京都市） 風力と太陽光で発電し wifi、監視カメラ、
出典：京都市 HP
誘導掲示板等を搭載する街路灯出典：NTNHP
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○雨水の流出抑制
・近年のゲリラ豪雨への対応を
含め、
民間事業者の創意工夫に
よる流出抑制に係る取組みに
ついて検討してください。
・駐車場や歩道等における雨水
浸透等について検討してくだ
さい。

◆開発方針７ 新幹線駅周辺にふさわしい施設立地の誘導
７－１ 建物用途
新幹線駅周辺にふさわしい施設の誘導を目指します。
地区計画：■風俗施設などの禁止
整備指針：■土地利用ゾーニングを踏まえた開発地の選定

◆解説
○まちづくりのポイント

○数値基準など

・
「南越駅周辺まちづくり計画」では、当該エリアに
おいて需要に応じた段階的な開発をすすめるた
め、５つのゾーンに分けて位置づけています。そ
こで開発地の選定に当たっては、土地利用ゾーニ
ングを踏まえてください。

（風俗施設等の禁止）
○以下の遊戯施設・風俗施設は建築できない
・キャバレー、接待を伴う料理店、個室付き
浴場等
・勝ち馬投票券発売所、場外車券売り場等
・マージャン屋、ぱちんこ屋 （専用建物）

・新幹線駅周辺にふさわしくない用途について地区
計画により制限します。

◆事例写真

（出典:ホームページ）

（出典:ホームページ）

緑豊かな空間の中に建
築物を点在配置した商
業施設
(八ケ岳

(小淵沢町))

水田を区域内に取込み
風景を楽しめるホテル
開発

駅前ｺﾐｭﾆﾃｨ拠点としてｺ
ﾝﾋﾞﾆ、飲食、ｼｪｱｵﾌｨｽ等
からなる商業集積

(水田ﾃﾗｽ(鶴岡市))

（

黒川(川崎市)）

（出典:ホームページ）

世界に通じる独創的な
研究を展開する大学ｷｬﾝ
ﾊﾟｽ施設
(慶応大鶴岡ﾀｳﾝｷｬﾝﾊﾟｽ(鶴岡市))

ICT 関連企業の機能移
転できる受け皿として
のオフィス環境整備

天然芝ピッチに観客席
を備えプロから少年ｻｯｶ
ｰまで利用できる施設

(ｽﾏｰﾄｼﾃｨ AiCT(会津若松市))

(J-GREEN 堺(堺市))

（出典:ホームページ）

配置の工夫等により地
域に開放された豊かな
緑を持つ生産施設
(ｴﾑ･ﾃｸﾆｯｸ㈱(和泉市))

都市内のﾗｽﾄﾜﾝﾏｲﾙをｶﾊﾞ
ｰする 1 人乗超小型電気
自動車のｼｪｱﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ

大自然の下で思索や議
論が深めることができ
る学生ｾﾐﾅｰ施設

(Ha:mo RIDE(豊田市))

(大学ｾﾐﾅｰﾊｳｽ(八王子市))

◆補足事項
・土地利用ゾーニングについては、５ページを参照してください。
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眺望に優れた絶好のﾛｹｰ
ｼｮﾝを持つｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰ
ｽ・ｼｪｱｵﾌｨｽ
(

(富士吉田市))

（出典:ホームページ）

地域の食文化体験を通
じて観光するコト消費
が可能な体験施設
(そばの里(越前市))

（出典:ホームページ）

ﾌﾟﾁ田舎暮らしやｽﾛｰﾗｲﾌ
をしたい移住者向け家
屋付き賃貸菜園・別荘
(ｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ八千代(八千代町))

（１）開発手順とは
構想段階から、このガイドラインに関する内容を民間事業者の皆さんが理解し、実際の開
発や建築を進めていただくことが大切です。また、土地所有者の方々にも開発内容について
事前に理解していただき、よりよいまちづくりに向け協力していただくことも大切です。
そこで、関係者の役割や開発にあたっての進め方、手続きの流れについて説明します。

（２）関係者の役割について
新幹線駅周辺のまちづくりにあたり、
「民間事業者」
「土地所有者」
「エリアマネジメント組
織」を関係者としています。
●民間事業者
開発や施設立地など企業活動を通じてまちづくりに参加します。
●土地所有者
土地を活用し、地域の魅力向上に資するまちづくりに貢献します。
●エリアマネジメント組織
開発の調整や、まちの維持管理、にぎわいの創出など、新幹線駅周辺のまちづくりを誘導
します。
エリアマネジメント組織は、当面は越前市と南越駅周辺まちづくり協議会が中心となり、
民間事業者の開発の誘導や立地にかかる調整を中心に行います。将来的には、立地企業や土
地所有者が中心となり、まちの維持管理やにぎわいの創出かかる活動を中心として展開して
いきます。
この開発手順により、関係者が手を取り合って開発をすすめることで、新幹線駅周辺にお
けるまちの付加価値を高めるまちづくりを行います。

民間事業者

土地所有者
新幹線駅周辺における
まちの付加価値の向上

エリア
マネジメント
組織
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（３）開発手順フローチャート
エリアマネジメント組織

民間事業者

（当面は市＋協議会）

進出検討
開発条件・支援制度等の確認

土地所有者

まちづくり計画の公表
（ガイドラインを含む）

構想検討段階での事前調整
（ガイドライン内容の確認・共有、都市計画、農振制度等調整）

事業構想案の作成

事業構想案の作成、ガイドラインとの
整合性の確保

事業構想案の届出

受付

（開発規模・場所・業種（立地企業）等）

（開発ルールとの整合、事業内容等の確認）

関係機関への相談（市・県等）

土地利用調整

進出判断→進出条件の調整

土地所有者意向の確認
（売却・賃貸・営農・その他 等）

開 発 合 意
土地の売買・賃貸・交換の支援
農地転用手続き支援
用地買収
土地利用調整
（賃貸・交換）

農振除外
農地転用
手続き

開発行為
申請

〇ガイドラインに基づく
整備内容・整備水準の調整
・地区インフラ
・宅地整備
・施設計画

用地買収（賃貸・交換）
事業への協力

開発計画の確認

農地転用許可・開発許可

宅地造成

地区インフラ整備

建築確認申請

建築計画の確認

施設整備

施設の完成・運用
※上記は標準的なフローであり、開発規模やエリアマネジメント組織の熟成度により順番等が異なることがあります。
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下記は検討中の案であり、２月開催予定の越前市都市計画審議会で
の審議を経て決定されます。

（１）地区計画図書
計

画

書（案）

都市計画北陸新幹線新駅周辺地区地区計画を次のように決定する。
１．地区計画の方針
名

称

北陸新幹線新駅周辺地区

位

置

越前市大屋町、岩内町、庄田町、葛岡町、庄町の各一部

面

積

約

地区計画の目標

92

ha（ただし、農用地区域については地区計画の制限を受けない）

当地区は、JR 北陸線武生駅の東方約 2.7km に位置し、地区内に開業予定の北陸新幹線新駅や
北陸自動車道武生インターチェンジがあり、国道８号、県道武生インター線、県道菅生武生線に
近接する広域交通の結節点であるなど交通の利便性が高い地区である。また、岩内山や村国山、
日野山等本市の代表的な山々を望める優れた眺望を持つ位置にある、緑豊かな田園地域となっ
ている。
市都市計画マスタープランにおいては、丹南地域における交通の拠点として、更に県域を越
えた活発な交流の起点としての活用を図る区域として、新広域交流創出ゾーン（約１００ha）
に位置づけている。
こうした状況を踏まえ、当地区は、田園地域の風景を活かしつつ、丹南地域のみならず、県域
を越える多様な利用者を対象とする広域交流及び連携拠点としてふさわしい広域高次都市機能
の誘導とともに、地域特性を活かした未来都市を実現するフォレストシティ、越前市版スマー

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

トシティの創造を目指すまちづくりを行う。
そこで、地区計画を策定し、無秩序な開発を抑制し、田園風景や日野山等の山々を望める優れ
た景観に配慮しつつ、広域交流及び連携拠点にふさわしい広域高次都市機能をもつ市街地を形
成し、かつ、保全することを目標とする。
土地利用の方針

当地区内や地区周辺の自然環境や田園景観との調和に配慮しつつ、新幹線新駅、インターチ
ェンジに隣接し、また、幹線道路沿道としての合理的かつ健全な土地利用の誘導を図り、フォレ
ストシティ、越前市版スマートシティの創造を目指すため、無秩序な開発を抑制し、以下のよう
な方針で土地利用を図る。
地区Ⅰにおいては、新幹線新駅駅前に位置することから、地区周辺の自然環境や田園景観と
の調和に配慮しつつ、新幹線新駅駅前としての基本機能を導入する。
地区Ⅱにおいては、周辺の自然環境や田園景観との調和に配慮しつつ、にぎわいの創出や地
域活性化に寄与する商業・業務・産業機能や交流機能等を導入する。
地区Ⅲにおいては、現在の営農環境を保全しつつ農業支援機能を導入する。

地区施設の整備
の方針
建築物等の整備
の方針

地区内の道路及び駅前広場は、道路事業等により適切に整備されるので、その維持及び保全
を図る。
地区全体として、新幹線新駅駅前にふさわしい環境を形成し、かつ保全するため、建築物等の
用途の制限を行う。
また、にぎわいの創出や地域活性化に寄与する商業・業務・産業機能や交流機能等の導入を目
指す地区Ⅱにおいては、無秩序な開発を抑制した市街地を形成し、かつ保全するため、敷地面積
の最低限度を定める。
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理

由

本地区は、北陸新幹線新駅の周辺に位置し、新幹線新駅関連事業の進捗により交通利便性の増進や土地利用の変化が
予想されるため、地区計画により当該地区内の適正で計画的な土地利用を推進する。

２．地区整備計画
地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地
区
の
区
分

地区の名称

地区Ⅰ

地区Ⅱ

地区Ⅲ

地区の面積

約 11ha

約 77ha

約 4ha

建築物等の
用途の制限

敷地面積の
最低限度

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売所その他こ
れらに類するもの（建築基準法別表２（ほ）第２号）
。ただし、マージャン屋、ぱ
ちんこ屋については、これに供する床面積が、建築物の延べ床面積の 1/2 以下の
場合を除く。
・キャバレー、料理店その他これらに類するもの（建築基準法別表２（り）第２号）。
・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（建築基準法
別表２（り）第３号）
。
3,000 ㎡
－
ただし、既開発区域、軌
－
道下、駅舎部は除く

「区域は、計画図表示のとおり」

計

画
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図

（２）越前市宅地開発基準

下記は検討中の変更部分の案であり、3 月議会の審議を経て
決定されます。

変更（案）

５

公園等

（２）
①

規模

公園等は、開発区域の面積の３％以上の面積を確保すること。（北陸新幹線新駅周辺地区地区計画の
区域内（以下、「北陸新幹線新駅周辺地区地区計画区域」という。）においては、開発区域の面積の最
低５％以上の面積を確保することとし、積極的に敷地内緑化を行い１０％以上となるよう努めるこ
と。）ただし、公園、広場を設置する場合、管理及び利用の面から原則として９０m２未満は認められな
い。

②

１箇所の公園面積については、開発区域の面積に応じて次表の規模以上となるように計画すること。
開発区域の面積

③

公園の面積

１０，０００m２以上

３００m２

１７，０００m２以上

５００m２

３３，０００m２以上

１，０００m２

将来の開発が見込まれる開発区域について、あらかじめ将来計画分の公園等面積を確保した場合に
は、全体の開発面積に対して、３％以上（北陸新幹線新駅周辺地区地区計画区域においては５％以上）
の面積が確保されていれば足りる。

６

緑化
開発事業（分譲住宅用の開発を除く。）を行うにあたっては、開発により失われた緑地の回復や開発地の

緑化を進めるために、敷地面積の５％以上（北陸新幹線新駅周辺地区地区計画区域においては、１０％以
上）を緑化するよう努めること。また、分譲住宅においては緑の町並みを形成するため緑化の推進に努める
こととする。
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（３）農用地区域からの除外手続きと要件
農用地区域からの除外手続き
農用地区域から除外するためには、下記の要件をすべて満たす必要があり、その要件を満たしたうえ
で、事業者から除外の申出を受け、市が農業振興地域整備計画の変更を行います。計画の変更には、農
振法に基づいて関係機関への意見聴取、変更案の縦覧、県知事の同意等を要するため、計画の決定まで
約１年かかります。

農用地区域から除外要件（農業振興地域の整備に関する法律第 13 条第 2 項）
① 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がない
こと
② 変更後、農用地の集団化、農作業の効率化その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすお
それがないこと。
③ 変更後、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがな
いこと
④ 変更後、土地改良施設の有する機能に支障を及ぼさないこと
⑤ 農業生産基盤整備事業（土地改良事業等）完了後８年以上経過していること
※土地改良事業完了後８年経過していない場合でも、農業振興に資する施設で、公益性が高いと認められる施設として市町が定める農業
振興計画（27 号計画）に位置付ければ可能（ただし、土地改良事業のうち農地の区画整理事業については、完了後８年経過していない場
合は不可）。

手続きフロー
① 農振除外の申出（申出者→市）※３月末、７月末、１１月末締切
↓
② 市・県事前協議
↓
③ 整備計画変更案等の公告・縦覧
↓
④ 知事同意
↓
⑤ 決定公告

詳しくは越前市農政課までお問い合わせください。
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