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序章 都市計画マスタープランの概要 

１．都市計画マスタープラン改定の背景 

■本市では都市計画マスタープランを平成１０年に策定し、平成２４年には、高齢化の進展・人口減

少社会の到来といった都市を取り巻く環境の変化や、美原町との合併、政令指定都市への移行など

を背景に改定を行った。 

 

■人口は平成２４年をピークとして減少に転じており、高齢化の進展をはじめ、社会情勢は大きく変

化し、都市計画は大きな転換期に直面している。また、2020年に世界的に感染が拡大した新型コ

ロナウイルスの影響は、日常生活だけではなく、経済・社会全体のあり方など多方面に波及し、今

後の都市の姿にも大きな影響を及ぼすものと考えられる。 

 

■２０１５年には、２０３０年までの国際社会共通の目標であるSDGs（持続可能な開発目標）が国連

サミットにおいて採択され、堺市は、平成３０年６月、SDGsの達成に向けた取組みを推進する

「SDGs未来都市」に選定された。 

 

■このような中、これまでの取組を継承するとともに、新たに「堺グランドデザイン2040」に示し

た堺の将来像やSDGsの考え方を取り入れながら、新たな都市の将来像と、これを実現するための都

市計画の方針を示すため、以下の視点を持って都市計画マスタープランを改定する。 

 

＜改定の視点＞ 

① 都市間競争の中で「選ばれる都市」になる 

・「住みたい・住み続けたい都市」として積極的に選ばれるよう、また、「訪れたい都市」「投資し

たい都市」として認識されるよう、堺の個性、魅力を活かして、暮らしの魅力や都市の存在感を高

める。 

② 「集約型都市構造の形成」を進める 

・今後の人口減少を見据え、集約型都市構造を形成の方向性を明確に示し、これまで形成してきた多

核型の都市構造に基づき、拠点を中心とした都市機能の集積と交通ネットワークの構築をより一層

進める。 

③ 脱炭素、安全・安心の観点の充実 

・「堺市低炭素都市づくり戦略」「堺市震災に強いまちづくり基本計画」等に基づき、脱炭素、安

全・安心の観点を重視した取組を進めており、これらの内容を組み込むことにより、社会情勢に対

応した計画とする。 

④ 協働による推進方策を示す 

・多様な主体の協働や、持続的な地域経営を実現するマネジメントの観点、都市内分権の観点を踏ま

えた推進方策を示す。 

 

２．都市計画マスタープランの位置づけと役割 

＜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に規定されている都市計画の基本的な方針であ

り、長期的な視点に立った都市の将来像やその実現に向けた取組の方向性を示すものである。 

 

 

 

 

 

＜役割＞ 

■個々の都市計画の指針となる。 

■様々な取組の主体が堺のめざすべき都市の姿を共有し、その実現に向けた取組を進めるための共通

の指針となる。 

■都市計画マスタープランを示すことにより、市民自らが都市の将来像について考え、取組の方向性

についての合意形成が促進され、個々の都市計画が円滑に決定（変更）される効果も期待するも

の。 

３．計画の目標年次 

■目標年次を2040年度とし、概ね２０年後の都市の姿を見据えながら、今後１０年間の都市計画の

目標を示す。 

４．都市計画マスタープランの構成 

序章 都市計画マスタープランの概要 

第１章 全体構想 

第１節 堺市の現状と課題 

第２節 都市計画の基本理念 

第３節 分野別の方針 

第４節 計画の実現に向けた推進方策 

第２章 拠点別構想 

 

 

堺市都市計画マスタープラン素案 概要版 

◆（仮称）次期堺市基本計画 
◆南部大阪都市計画区域マスタープラン 

（都市計画区域の整備、開発及び保全の方針) 

 

堺市都市計画マスタープラン 

資料１－２ 
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第１章 全体構想 

第１節 堺市の現状と課題 

① 「選ばれる都市」となるための都市魅力向上 

・人口減少下において、定住人口、交流人口、企業をいかに呼び込むかが都市の評価軸のひとつとなっ

ている。 

・生活利便性は高く、居住者の多くが定住意向を有している一方、近年は子育て世代を中心に転出超過

が続いている。 

・新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、関西圏へのインバウンドは増加する可能性があり、

さらなる誘客促進が必要。 

⇒豊かな歴史・文化資源や高い利便性を活かして、新たな都市魅力を創出し、「暮らしの魅力」「都市の

存在感」を高め、居住者・来訪者・企業への投資の増加をめざす。 

 

②人口減少を見据えた集約型都市構造の形成 

・全国的な人口減少の中で、一定の人口減少は不可避な状況となっており、これに伴う高齢化の進展に

より、消費力の低下、地域コミュニティの活力低下などが懸念される。 

・拠点を中心とした都市機能の集積、交通ネットワークの形成など、人口減少・人口構成の変化に対応

できる持続可能な集約型都市構造の形成を一層進めることが必要。 

⇒政令指定都市、南大阪都市圏の中心都市として、都心を中心にさらなる拠点性の向上に取り組む必要

がある。 

 

③持続可能な脱炭素型都市の形成 

・各分野において低炭素都市の実現に取り組んでいるが、温室効果ガス排出量は横ばいの状況にある。

また、SDGs 未来都市として、持続可能な都市に向けて、脱炭素型都市の形成を進める必要がある。 

⇒都市分野における脱炭素化の取組の促進、環境負荷低減やヒートアイランド現象の緩和に向けた、緑

地等の保全・ネットワーク化を図る。 

 

④災害に強い安全で安心な都市の形成 

・大規模災害が頻発化し、将来的には大地震、津波といった災害の発生が危惧されている。 

⇒災害発生時に被害を最小化する「減災」の考え方を取り入れた対策を推進し、自助・共助・公助の役

割分担と連携により災害に強い都市をつくる。 

 

⑤公民協働による取組の推進 

・市民のニーズ、取組の担い手が多様化し、個々の課題やニーズに対応した戦略的な都市計画が必要。 

⇒取組の主体となる市民、事業者等と、それを支える行政の役割分担を認識し、公民協働による取組を

推進する。 

 

 

 

 

 

第２節 都市計画の基本理念 

１ 都市計画のコンセプトと基本姿勢 

 

 

 

 

 

コンセプト１．誰もが暮らしやすい、コンパクトで持続可能な都市構造を形成する 

 

・将来の人口減少・高齢化等の見通しを踏まえ、都市の活力・持続性を確保するため、都市構造、機能

配置、土地利用や交通ネットワークについて、改めて考えていく必要がある。 

・環境問題を背景とした都市の脱炭素化への要請、経済のグローバル化による産業構造の変化、防災意

識の高まりなどを背景に、コンパクトで持続可能な都市構造の形成が一層重要となっている。 

・これまで進めてきた拠点中心の都市構造を基本に、誰もが暮らしやすい持続可能な都市の実現をめざ

す。 

 

コンセプト２．堺の個性を活かし、都市としての「存在感」を高める 

 

・観光ビジター数は近年増加傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、百舌鳥・古

市古墳群の世界遺産登録による効果などを活かし、関西圏への国内外からの旅行者に対する誘客促進

と、観光消費を市内経済へ取り込むことが重要。 

・臨海部や内陸部などに産業機能の配置を促進し、政令指定都市の中でも高水準のものづくり産業の拠

点を形成するなど、堺市の拠点性を支える都市活動を創出してきた。 

・居住については、利便性を評価し住み続けたい人が多い反面、近年は人口の社会減が大きくなってお

り、「QOL（生活の質）」を高め、住みたい・住み続けたいと積極的に選んでもらえる都市となること

が課題。 

・人口減少期で都市の活力を維持・向上させるため、本市の個性を活かしながら「暮らしの魅力」や「都

市の存在感」を高め、居住者・来訪者・企業に選ばれる都市をめざす。 

 

コンセプト３．自由と自治の伝統を活かし、公民協働による取組を進める 

 

・先人の「進取の気風」と「自由と自治」の精神を受け継ぎ、都市活動の主役としての役割が大きくな

っている民（市民・事業者等）とそれを支える行政が、それぞれの果たすべき役割を認識し、公民協

働の新しい関係性による都市空間の形成を進める。 

 

  

豊かな歴史・文化を活かし、新しい価値を産みだす 

持続可能な自治都市・堺 
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２ めざすべき都市像 

（１）活力あふれる都市 

・各拠点のターゲット・役割を意識しながら、個性や魅力を活かした拠点市街地を形成する。 

・優れた立地環境や技術力を有する製造業の集積、大学の立地など、産業のポテンシャルを活かし、競

争力の高い企業、創造力のある人材が集積し、新産業が生まれる都市をめざす。 

・関西国際空港からの近接性や、広域的なアクセス性を活かし、集客・交流が一層促進される都市をめ

ざす。 

・政令指定都市として、南大阪都市圏の中心都市として、圏域全体の発展を視野に入れた都市の形成を

進める。 

 

（２）住みたい・訪れたい・投資したい魅力のある都市 

・蓄積してきた都市ストック、豊富な歴史・文化資源や、生活・交通の利便性などを活かし、多様な世

代・価値観に応じたライフスタイルが実現できるよう、居住魅力の向上を図る。 

・百舌鳥古墳群や環濠エリアなどの歴史・文化資源に加え、産業や都市活動など、来訪者に堺の都市魅

力を実感してもらえる都市をめざす。 

・市民・事業者等によるさまざまな活動、来訪者との交流などを通じて、都市との多様な関係性を生み

出し、シビックプライドが醸成される都市をめざす。 

・持続的に操業しやすい環境の整備や新たな産業空間の創出などにより、本市の立地魅力を高め、企業

に選ばれる都市をめざす。 

 

（３）脱炭素型の持続可能な都市 

・南部丘陵地をはじめとする緑や農地、水辺空間などを保全・活用するとともに、市街地における緑の

創出・水辺空間の再生などにより、自然とふれあい、潤いとやすらぎのある都市空間の形成を進める。 

・拠点相互に連携した集約型都市構造の形成、公共交通や脱炭素型の交通手段への転換、再生可能・未

利用・新エネルギーの導入・活用や、環境にやさしいライフスタイルの実現など、環境負荷の少ない

脱炭素型都市の実現をめざす。 

 

（４）安全で安心して暮らせる都市 

・南海トラフ巨大地震や上町断層帯などの活断層による地震の発生、台風や集中豪雨の頻発化、災害の

激甚化に伴う土砂災害・浸水等による被害が危惧されており、こうした災害に備え、安全で安心に生

活できる都市をめざす。 

・犯罪や交通事故などに対して安全性が高く、誰もが不自由なく日常生活を送れる都市環境を形成する。 

・都市の不燃化など、安全な都市空間の形成を進めるとともに、自助・共助・公助の役割分担と連携に

より、ハード・ソフト両面から減災の視点にたった取組を進める。 

 

 

 

 

３ めざすべき都市構造 

＜都市構造の考え方＞ 

① 階層性をもった拠点の形成 

・都心、都市拠点、地域拠点、駅前拠点など、各拠点の役割に応じた都市機能の集積により、階層性を

もった拠点の形成を図る。 

② 拠点を結ぶ交通ネットワークの形成 

・拠点間や周辺都市を結ぶ公共交通ネットワークの形成や地域内公共交通の充実に取り組むとともに、

道路ネットワークを強化。 

③ 特色を活かした市街地環境の誘導 

・市街地の拡大抑制と、市街地類型ごとのめざすべき姿に応じ特色を活かした市街地環境の誘導により、

集約型都市構造の実現を図る。 
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第３節 分野別の方針 

１ 土地利用の方針 

＜基本的考え方＞ 

●拠点を中心に、拠点の役割と特徴に応じた計画的な土地利用により、都市魅力や生活利便性の向上と、

誰もが快適に安心して生活・活動できる市街地の形成を進める。 

●投資の促進に向けて、持続的に操業しやすい環境の整備や新たな産業空間の創出などを図り、企業に

選ばれる、魅力ある立地環境の強化を推進する。 

●無秩序な市街地拡大を抑制し、自然環境・優良な農地等の保全、調和や災害の危険性に配慮した土地

利用を図る。 

●市街地では公共交通を基本とする交通ネットワークと連携した土地利用の誘導・有効利用を図る。 

 

＜取組の方針＞ 

①拠点の役割に応じた商業・業務等の都市機能集積 

 

②主要幹線道路沿道の機能増進、適正な沿道環境の創出 

 

③大規模集客施設の立地の誘導と抑制 

 

④都心や各拠点周辺における住環境の向上 

 

⑤多様な居住ニーズに対応した良好な住環境の維持・向上 

 

⑥中百舌鳥エリアを核とした新産業創出拠点の形成 

 

⑦臨海部や内陸部の産業集積地における操業環境の維持・向上 

 

⑧都市部における優良な農地の保全・活用 

 

⑨無秩序な市街地拡大の抑制と良好な自然環境の保全 
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２ 道路・交通の方針 

＜基本的考え方＞ 

●集約型都市構造を支える公共交通ネットワークの機能強化や日常生活を支える公共交通の維持確保

を図るとともに、公共交通の利便性向上・利用促進に努める。 

●未着手の都市計画道路を必要に応じて見直し、必要性の高い道路を計画的に整備するとともに、鉄道

の立体交差化の推進等により円滑で安全な道路交通をめざす。 

●道路・交通基盤の整備にあたっては、安全対策やバリアフリー、防災、景観に配慮してすすめる。 

 

＜取組の方針＞ 

①誰もが利用しやすい交通ネットワークの形成 

 

②各拠点の周遊ルートの形成及び移動手段の確保 

 

③自転車の利用環境の向上 

 

④歩行者環境の整備 

 

⑤幹線道路網等の整備推進 

 

⑥温室効果ガスの排出抑制等環境に配慮した交通対策の推進 

 

⑦安全で快適な公共施設等の整備 
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３ 環境の方針 

＜基本的考え方＞ 

●環境モデル都市にふさわしい脱炭素・循環型の都市をめざす。 

●拠点への都市機能集積促進と公共交通の充実、脱炭素型交通手段への転換・エネルギー利用効率化な

ど、環境負荷の少ない集約型かつ脱炭素型の都市構造形成を進める。 

●拠点となる緑をつなぐ空間として体系的な水と緑のネットワーク形成を図る。 

●緑・自然環境の保全・回復、緑の骨格となる大規模公園等の整備や身近な緑の創出により、緑の空間

形成を図る。 

●市民が親しめる良好な水環境の形成、公共下水道維持管理・更新による水質や生活環境の保全、廃棄

物等の適正処理や資源リサイクル推進など、環境負荷の少ない都市をめざす。 

 

＜取組の方針＞ 

 

（１）脱炭素型の都市空間形成 

①集約型かつ脱炭素型の都市構造の形成 

②エネルギーを効率的に利用する空間形成 

③環境に配慮した都市施設整備 

 

（２）水と緑のネットワークの形成 

①水と緑の保全・育成とネットワークの形成 

②堺らしさを象徴する水と緑のエリアの形成 
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４ 安全・安心の方針 

＜基本的考え方＞ 

●地域防災力の向上、避難路・避難地となる都市施設等の整備を進め、市街地の防災性向上を図る。 

●頻発化する集中豪雨など気候変動に適応できるよう、ハード・ソフト両面で水害対策、土砂災害対策

を行う。 

●災害に対して迅速・適切に復旧・復興が行えるよう、復興の事前準備を進める。 

 

＜取組の方針＞ 

①地域の防災力の向上 

②市街地の防災性向上 

③気候変動への適応 

④復興事前準備の推進 

⑤犯罪や事故の起こりにくい都市環境の形成 

⑥インフラの適切な維持管理・更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 都市景観の方針 

＜基本的考え方＞ 

●長い歴史のなかで培われてきた重層性のある多彩な景観を、未来に引き継ぐ市街地形成の源泉とする。 

●景観形成の担い手となる市民・事業者・行政のそれぞれが共通の認識を持って良好な景観の形成を図

る。 

 

＜取組の方針＞ 

①多様な主体の協働による景観形成 

②活力ある都市の顔の創出 

③堺らしさの保全と育成 

④暮らしの魅力向上 

 

 

 

  

浜寺の住宅地景観 

阪堺線と沿線の景観 

環濠エリアの歴史的なまちなみ景観 

堺旧港の景観 

南部丘陵地の自然景観 

臨海部の景観 

都心の市街地景観 

黒山の農村集落の景観 

大美野の住宅地景観 

田園景観 
百舌鳥古墳群と周辺の景観 

田園景観 

泉北ニュータウンの景観 
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６ 市街地・住環境整備の方針 

＜基本的考え方＞ 

●拠点の役割に応じた都市機能集積、拠点周辺市街地の更新誘導など、都市魅力や市民生活の質的向上、

防災性向上に寄与し、都市の持続的発展に資する市街地形成を図る。 

●既成市街地においては、公的住宅の建て替え、空き家の利活用促進、住宅ストックの更新・リノベー

ションや中古住宅の流通等を促し、多様な住宅ニーズに対応した良好な住環境の形成を図るとともに、

めざすべき姿を見据えた都市機能の集積、防災性の向上等、住環境の質の向上を図る。 

●泉北ニュータウンや新金岡地区などの大規模な公的住宅団地において、更新にあわせた都市機能導入

など、誰もが安心して生活できる環境の整備を進める。 

●百舌鳥古墳群周辺や環濠エリアなど、市街地と歴史・文化が共存する地域では、それを活かし調和を

とりながら、歴史・文化が身近に感じられる市街地・住環境整備を進め、都市魅力向上・市民の愛着

醸成を図る。 

●住宅の耐震化・不燃化、バリアフリー化、省エネルギー化などを誘導し、住環境の向上と脱炭素化を

図る。 

 

＜取組の方針＞ 

 

①拠点を中心とした市街地整備の推進 

 

②泉北ニュータウン・大規模な公的住宅団地の更新 

 

③豊かな歴史・文化を有する市街地の保全・活用 

 

④地域特性・居住ニーズに即した居住の促進と住環境の質的向上 

 

⑤市の活力を創出する産業地の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 計画の実現に向けた推進方策 

１ 参加と協働による推進の取組 

＜基本的考え方＞ 

・多様化・複雑化する課題に適切に応えていくため、公民連携による取組の必要性が高まっており、地

域の価値を維持・向上させるための市民・事業者等による「エリアマネジメント」が重要となってい

る。 

・市民一人ひとりが、行政とともに都市をつくる担い手となって、それぞれの役割と相互協力のもと、

自律的、継続的に都市や地域をつくりあげていくことを前提に、取組の単位に応じて適切な役割分担

をし、連携していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参加と協働の促進に関する取組＞ 

（１）参加の輪を広げる 

①情報の共有  ②参加意識の向上 

（２）参加の機会を創出する 

①地区計画等の都市計画手法の活用促進 ②幅広い市民参加の促進 

（３）協働の体制を整える 

①地域主体の取組の支援  ②リーダーを担う人材育成 

③多様な担い手によるマネジメントの取組支援  

 



9 

 

第２章 拠点別構想 

１ 拠点別構想の役割 

＜拠点別構想の趣旨＞ 

●全体構想では、めざすべき都市構造として、各拠点や交通ネットワーク、市街地の方向性を示してい

る。各拠点における、市民、事業者、行政などさまざまな主体による取組を一体的に進めていくには、

そのための指針が必要。 

●拠点別構想では「都心」及び「都市拠点」を、都市の存在感や暮らしの魅力を高めるため重点的に取

組を進めるべき拠点として位置づけ、より詳細な拠点形成の方向性を示す。 

 

＜拠点別構想の役割＞ 

①拠点のめざすべき姿を踏まえた中長期的な指針を示す 

 ・全体構想にあるめざすべき姿を実現するため、拠点形成に関わる主体が中長期的な視点を共有し

ながら取組を進められるよう、その方針を拠点ごとに具体化して示す。 

 ・なお、全体構想においては、主に集約型都市構造を実現するという観点から、圏域による階層性

などを踏まえて各拠点の役割を位置づけている。拠点別構想においては、これに加えて、各拠点

の特徴に応じた個性や魅力の創出にも重点をおき、本市が「訪れたい」「働きたい」「住みたい・

住み続けたい」都市になるという観点から、各拠点の方向性を整理する。 

②さまざまな主体による取組を誘発する 

 ・拠点別構想を示すことによって、民間事業者による開発や地域における市民の活動などを誘発し、

プロジェクトの相乗効果により魅力的な拠点の形成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 都心 

＜拠点整備の目標＞ 

堺の発展を牽引する都心の形成 

 

＜拠点整備の方針＞ 

Ⅰ：土地利用の方針 

方針１：堺東駅周辺の活性化 

１-① 連続立体交差事業の推進 

１-② 駅前空間の再編 

１-③ 市街地の更新検討 

１-④ 歩行者が主役の空間形成 

 

方針２：堺駅・堺旧港周辺の活性化 

２-① 水辺空間を活かした魅力向上 

２-② 堺駅・堺旧港周辺の回遊性向上 

２-③ 駅前空間の再編 

２-④ 楽しく快適に過ごせる都市機能の充実 

 

方針３：歴史・文化を活かした環濠エリアの活性化 

３-① 歴史的なまちなみ景観の保全・形成 

 ３-② 環濠の水辺を活かした魅力創出 

 ３-③ 観光周遊ルートの整備 

 

  方針４：都心にふさわしい多様な都市機能の集積 

４-① 都心地域への業務機能集積 

４-② 利便性を活かした居住の促進 

 

Ⅱ：道路・交通の方針 

方針５：都心地域の移動環境の充実 

５-① 都心地域と市内外との交通ネットワークの強化 

５-② 都心地域内の交通ネットワーク形成 

５-③ 移動環境の向上 

５-④ 楽しく回遊できる歩行者環境の整備 

 

Ⅲ：環境の方針 

方針６：エネルギー消費の削減 

６-① エネルギーの面的利用の推進 
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Ⅳ：安全・安心の方針 

方針７：災害に強い都市の形成 

７-① 建築物の機能更新促進等による防災力の向上 

７-② 津波に対する重点的な対策の推進 

７-③ 防災力向上に向けたコミュニティの活性化 

７-④ 広域的な来街者などの帰宅困難者対策の推進 

 

Ⅴ：官民連携の方針 

方針８：エリアマネジメントによるエリア価値の向上 

８－① エリアマネジメントの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 臨海都市拠点 

＜拠点整備の目標＞ 

世界をリードする産業拠点と海辺を活かした集客拠点の形成 

＜拠点整備の方針＞ 

Ⅰ：土地利用の方針 

方針１ 産業機能の強化 

１-① 産業機能の高度化の促進 

 １-② 産業集積の促進 

 

方針２ 集客拠点の形成 

２-① スポーツ・レクリエーション機能の強化 

２-② 魅力ある親水空間の整備 

 

Ⅱ：道路・交通の方針 

方針３ アクセス性の向上 

３-① 広域・拠点ネットワークの形成 

３-② 自転車通行環境の整備 

   

Ⅲ：環境の方針 

方針４ 環境負荷の低減 

４-① 脱炭素型・循環型産業への転換 

   

 

4 泉ヶ丘・泉北ニュータウン 

＜拠点整備の目標＞ 

豊かな緑と多様な都市機能が調和した 

新しい時代の「ニュータウン」の実現 

 

＜拠点整備の方針＞ 

Ⅰ：土地利用の方針 

方針１：都市機能の再編 

１-① 地区センターの機能再編 

１-② 近隣センターの機能維持・向上 

１-③ 公的賃貸住宅の更新による新たな機能導入 

１-④ 職住一致・近接型の就業の場の形成 
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方針２：健康・長寿に向けた都市機能の向上 

 ２-① 多様な健康・医療サービスの集積 

２-② 研究開発・産業集積の拠点形成 

２-③ 安心して暮らせる住環境の形成 

 

Ⅱ：道路・交通の方針 

方針３ 拠点へのアクセス性の向上 

３-① 拠点周辺の交通アクセス・歩行者ネットワーク改善 

 

Ⅲ：環境の方針 

方針４：豊かな緑の保全・育成と緑を活かした魅力創出 

４-① 泉ヶ丘地区における都市公園の整備 

４-② 公園等を活用した交流の創出 

４-③ 楽しみながら健康に暮らすための都市空間創出 

４-④ 自然や農空間にふれる環境の整備 

 

方針５：市街地の更新に伴う脱炭素化の推進 

５-① 面的な更新の機会を捉えた脱炭素化の推進 

 

Ⅵ：市街地・住環境整備の方針  

方針６：若年・子育て世帯の居住促進 

６-① 若年・子育て世帯のニーズにあった住環境の形成 

６-② 安心・快適な子育て環境の形成 

６-③ 子育て世帯が楽しめる場の形成 

 

方針７：スマートシティによる市民生活の向上 

７－① ICT技術の活用 

 

Ⅴ：官民連携の方針 

方針８：エリアマネジメントによるエリア価値の向上 

８－① エリアマネジメントの推進 

 

 

 

 

５ 中百舌鳥都市拠点 

＜拠点整備の目標＞ 

先進的な産業の集積と賑わいが共存し新たな産業が生まれ、 

都市の活力と多様な交流を育む拠点の形成 
 

＜拠点整備の方針＞ 

Ⅰ：土地利用の方針 

方針１：新たな産業機能の集積促進 

１-① 産業支援、起業支援機能の充実 

 

Ⅱ：市街地・住環境整備の方針  

方針２：利便性を活かした多様な都市機能の集積 

２-① 賑わい・交流を生み出す都市機能の導入 

２-② 利便性を活かした居住の促進 

 

方針３：新金岡地区（関連エリア）における居住魅力の創造 

３-① 公的賃貸住宅の更新を契機とした住環境の向上 

   

６ 美原都市拠点 

＜拠点整備の目標＞ 

人やモノが集まり地域の活力を育む環境と調和した拠点の形成 

 

＜拠点整備の方針＞ 

Ⅰ：土地利用の方針 

方針１：産業機能の誘導 

１-① 広域アクセス性を活かした都市機能の立地誘導 

Ⅱ：道路・交通の方針 

方針２ 拠点ネットワークの形成 

２-① 交通ネットワークの機能強化 

 

Ⅲ：市街地・住環境整備の方針  

方針３ 郊外の生活を支える拠点の形成 

３-① 周辺住民の生活を支える拠点市街地の形成 

３-② 職住が近接した市街地の形成 

３-③ 優良な農地の保全・活用 

●美原区役所 


