
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人人人人人人人人口口口口口口口口のののののののの増増増増増増増増加加加加加加加加        

中中中中中中中中心心心心心心心心部部部部部部部部とととととととと郊郊郊郊郊郊郊郊外外外外外外外外のののののののの地地地地地地地地価価価価価価価価格格格格格格格格差差差差差差差差        

自自自自自自自自家家家家家家家家用用用用用用用用自自自自自自自自動動動動動動動動車車車車車車車車のののののののの普普普普普普普普及及及及及及及及        

道道道道道道道道路路路路路路路路交交交交交交交交通通通通通通通通網網網網網網網網のののののののの整整整整整整整整備備備備備備備備        

中中中中中中中中心心心心心心心心部部部部部部部部のののののののの地地地地地地地地価価価価価価価価のののののののの高高高高高高高高騰騰騰騰騰騰騰騰        

郊郊郊郊郊郊郊郊外外外外外外外外のののののののの広広広広広広広広いいいいいいいい土土土土土土土土地地地地地地地地        

住住住住住住住住宅宅宅宅宅宅宅宅のののののののの郊郊郊郊郊郊郊郊外外外外外外外外化化化化化化化化        

郊郊郊郊郊郊郊郊外外外外外外外外人人人人人人人人口口口口口口口口のののののののの増増増増増増増増加加加加加加加加        
車車車車車車車車社社社社社社社社会会会会会会会会化化化化化化化化のののののののの進進進進進進進進展展展展展展展展        

大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設等等等等等等等等のののののののの        

郊郊郊郊郊郊郊郊外外外外外外外外立立立立立立立立地地地地地地地地        

ままままままままちちちちちちちちのののののののの拡拡拡拡拡拡拡拡散散散散散散散散・・・・・・・・都都都都都都都都市市市市市市市市機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの分分分分分分分分散散散散散散散散        

ままままままままちちちちちちちちななななななななかかかかかかかかのののののののの空空空空空空空空洞洞洞洞洞洞洞洞化化化化化化化化・・・・・・・・ままままままままちちちちちちちちななななななななかかかかかかかかのののののののの拠拠拠拠拠拠拠拠点点点点点点点点性性性性性性性性のののののののの喪喪喪喪喪喪喪喪失失失失失失失失        

        

・・・・・・・・社社社社社社社社会会会会会会会会資資資資資資資資本本本本本本本本整整整整整整整整備備備備備備備備のののののののの非非非非非非非非効効効効効効効効率率率率率率率率化化化化化化化化とととととととと維維維維維維維維持持持持持持持持費費費費費費費費のののののののの増増増増増増増増加加加加加加加加        

・・・・・・・・交交交交交交交交通通通通通通通通弱弱弱弱弱弱弱弱者者者者者者者者（（（（（（（（移移移移移移移移動動動動動動動動制制制制制制制制約約約約約約約約者者者者者者者者））））））））問問問問問問問問題題題題題題題題のののののののの発発発発発発発発生生生生生生生生        

・・・・・・・・ままままままままちちちちちちちちのののののののの個個個個個個個個性性性性性性性性のののののののの喪喪喪喪喪喪喪喪失失失失失失失失        

・・・・・・・・地地地地地地地地域域域域域域域域のののののののの社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの低低低低低低低低下下下下下下下下        

・・・・・・・・環環環環環環環環境境境境境境境境負負負負負負負負荷荷荷荷荷荷荷荷のののののののの増増増増増増増増大大大大大大大大        

        

現現現現現現現現状状状状状状状状のののののののの問問問問問問問問題題題題題題題題        
        

・・・・・・・・人人人人人人人人口口口口口口口口減減減減減減減減少少少少少少少少社社社社社社社社会会会会会会会会のののののののの到到到到到到到到来来来来来来来来        

・・・・・・・・更更更更更更更更ななななななななるるるるるるるる高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢化化化化化化化化のののののののの進進進進進進進進展展展展展展展展        

・・・・・・・・税税税税税税税税収収収収収収収収のののののののの減減減減減減減減少少少少少少少少        

・・・・・・・・社社社社社社社社会会会会会会会会保保保保保保保保障障障障障障障障関関関関関関関関係係係係係係係係経経経経経経経経費費費費費費費費のののののののの増増増増増増増増加加加加加加加加        

・・・・・・・・自自自自自自自自家家家家家家家家用用用用用用用用自自自自自自自自動動動動動動動動車車車車車車車車利利利利利利利利用用用用用用用用率率率率率率率率のののののののの低低低低低低低低下下下下下下下下        

        

将将将将将将将将来来来来来来来来のののののののの課課課課課課課課題題題題題題題題        

県県県県県県県県ととととととととししししししししててててててててのののののののの基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方向向向向向向向向性性性性性性性性（（（（（（（（条条条条条条条条例例例例例例例例））））））））        

現現現現現現現現状状状状状状状状のののののののの問問問問問問問問題題題題題題題題及及及及及及及及びびびびびびびび将将将将将将将将来来来来来来来来のののののののの課課課課課課課課題題題題題題題題にににににににに対対対対対対対対応応応応応応応応すすすすすすすするるるるるるるるたたたたたたたためめめめめめめめのののののののの        

「「「「「「「「ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり」」」」」」」」のののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進        

車車車車車車車車社社社社社社社社会会会会会会会会にににににににに対対対対対対対対応応応応応応応応ででででででででききききききききなななななななないいいいいいいい住住住住住住住住民民民民民民民民のののののののの増増増増増増増増加加加加加加加加・・・・・・・・孤孤孤孤孤孤孤孤立立立立立立立立化化化化化化化化        

ままままままままちちちちちちちちのののののののの個個個個個個個個性性性性性性性性・・・・・・・・活活活活活活活活気気気気気気気気のののののののの喪喪喪喪喪喪喪喪失失失失失失失失        

社社社社社社社社会会会会会会会会資資資資資資資資本本本本本本本本のののののののの整整整整整整整整備備備備備備備備・・・・・・・・維維維維維維維維持持持持持持持持困困困困困困困困難難難難難難難難        

地地地地地地地地球球球球球球球球環環環環環環環環境境境境境境境境問問問問問問問問題題題題題題題題へへへへへへへへのののののののの悪悪悪悪悪悪悪悪影影影影影影影影響響響響響響響響        

ここここここここののののののののままままままままままままままままののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりをををををををを進進進進進進進進めめめめめめめめたたたたたたたた場場場場場場場場合合合合合合合合        

１１１１    

２２２２    ３３３３    

国国国国国国国国ととととととととししししししししててててててててののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの政政政政政政政政策策策策策策策策転転転転転転転転換換換換換換換換（（（（（（（（拡拡拡拡拡拡拡拡散散散散散散散散型型型型型型型型都都都都都都都都市市市市市市市市構構構構構構構構造造造造造造造造かかかかかかかからららららららら集集集集集集集集約約約約約約約約型型型型型型型型都都都都都都都都市市市市市市市市構構構構構構構構造造造造造造造造へへへへへへへへ））））））））        

～～～～～～～～ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり三三三三三三三三法法法法法法法法へへへへへへへへのののののののの政政政政政政政政策策策策策策策策転転転転転転転転換換換換換換換換及及及及及及及及びびびびびびびび三三三三三三三三法法法法法法法法改改改改改改改改正正正正正正正正～～～～～～～～        

・・・・・・・・立立立立立立立立地地地地地地地地規規規規規規規規制制制制制制制制のののののののの強強強強強強強強化化化化化化化化        

・・・・・・・・広広広広広広広広域域域域域域域域調調調調調調調調整整整整整整整整のののののののの仕仕仕仕仕仕仕仕組組組組組組組組みみみみみみみみのののののののの導導導導導導導導入入入入入入入入        

・・・・・・・・公公公公公公公公共共共共共共共共公公公公公公公公益益益益益益益益施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地へへへへへへへへのののののののの誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導        

・・・・・・・・商商商商商商商商業業業業業業業業のののののののの活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化にににににににに留留留留留留留留ままままままままららららららららなななななななないいいいいいいい多多多多多多多多様様様様様様様様なななななななな都都都都都都都都市市市市市市市市機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの

中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地へへへへへへへへのののののののの集集集集集集集集約約約約約約約約をををををををを行行行行行行行行ううううううううたたたたたたたためめめめめめめめのののののののの改改改改改改改改正正正正正正正正        

・・・・・・・・市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化計計計計計計計計画画画画画画画画へへへへへへへへのののののののの国国国国国国国国のののののののの認認認認認認認認定定定定定定定定とととととととと意意意意意意意意欲欲欲欲欲欲欲欲ああああああああるるるるるるるる

主主主主主主主主体体体体体体体体へへへへへへへへのののののののの手手手手手手手手厚厚厚厚厚厚厚厚いいいいいいいい支支支支支支支支援援援援援援援援        

・・・・・・・・中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地へへへへへへへへのののののののの大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模小小小小小小小小売売売売売売売売店店店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗のののののののの立立立立立立立立地地地地地地地地手手手手手手手手続続続続続続続続きききききききき

のののののののの簡簡簡簡簡簡簡簡素素素素素素素素化化化化化化化化をををををををを図図図図図図図図るるるるるるるる特特特特特特特特例例例例例例例例措措措措措措措措置置置置置置置置のののののののの導導導導導導導導入入入入入入入入（（（（（（（（中中中中中中中中活活活活活活活活法法法法法法法法））））））））        

・・・・・・・・指指指指指指指指針針針針針針針針ににににににににおおおおおおおおいいいいいいいいててててててててままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりへへへへへへへへのののののののの個個個個個個個個々々々々々々々々のののののののの事事事事事事事事業業業業業業業業者者者者者者者者のののののののの

自自自自自自自自主主主主主主主主的的的的的的的的なななななななな取取取取取取取取組組組組組組組組にににににににに対対対対対対対対すすすすすすすするるるるるるるる期期期期期期期期待待待待待待待待をををををををを追追追追追追追追記記記記記記記記        

都都都都都都都都市市市市市市市市計計計計計計計計画画画画画画画画法法法法法法法法        

中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地        

活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化法法法法法法法法        

大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模小小小小小小小小売売売売売売売売

店店店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗立立立立立立立立地地地地地地地地法法法法法法法法        

 

基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方向向向向向向向向        

集集集集集集集集約約約約約約約約型型型型型型型型ののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（拡拡拡拡拡拡拡拡大大大大大大大大志志志志志志志志向向向向向向向向かかかかかかかかららららららららのののののののの転転転転転転転転換換換換換換換換））））））））        

既既既既既既既既存存存存存存存存スススススススストトトトトトトトッッッッッッッッククククククククのののののののの有有有有有有有有効効効効効効効効活活活活活活活活用用用用用用用用        

（（（（（（（（行行行行行行行行政政政政政政政政ココココココココスススススススストトトトトトトトのののののののの低低低低低低低低減減減減減減減減））））））））        

誰誰誰誰誰誰誰誰ももももももももがががががががが移移移移移移移移動動動動動動動動ししししししししややややややややすすすすすすすすいいいいいいいい交交交交交交交交通通通通通通通通ササササササササーーーーーーーービビビビビビビビスススススススス        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域交交交交交交交交通通通通通通通通ネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトワワワワワワワワーーーーーーーーククククククククのののののののの整整整整整整整整備備備備備備備備））））））））        

個個個個個個個個性性性性性性性性とととととととと活活活活活活活活力力力力力力力力ののののののののああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域固固固固固固固固有有有有有有有有のののののののの価価価価価価価価値値値値値値値値のののののののの維維維維維維維維持持持持持持持持・・・・・・・・再再再再再再再再生生生生生生生生））））））））        

住住住住住住住住民民民民民民民民参参参参参参参参加加加加加加加加・・・・・・・・協協協協協協協協働働働働働働働働ののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域のののののののの社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの増増増増増増増増進進進進進進進進））））））））        

 

本本本本本本本本条条条条条条条条例例例例例例例例ににににににににおおおおおおおおけけけけけけけけるるるるるるるる
．．．．．．．．．．．．．．

県県県県県県県県のののののののの役役役役役役役役割割割割割割割割        

 

 

 

・・・・・・・・特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててはははははははは、、、、、、、、立立立立立立立立地地地地地地地地にににににににに伴伴伴伴伴伴伴伴うううううううう

都都都都都都都都市市市市市市市市構構構構構構構構造造造造造造造造へへへへへへへへのののののののの影影影影影影影影響響響響響響響響がががががががが大大大大大大大大ききききききききくくくくくくくく、、、、、、、、市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村域域域域域域域域をををををををを超超超超超超超超ええええええええたたたたたたたた

影影影影影影影影響響響響響響響響をををををををを与与与与与与与与ええええええええるるるるるるるる可可可可可可可可能能能能能能能能性性性性性性性性ががががががががああああああああるるるるるるるるここここここここととととととととかかかかかかかからららららららら、、、、、、、、ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパクククククククク

トトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進にににににににに向向向向向向向向けけけけけけけけたたたたたたたた広広広広広広広広域域域域域域域域

的的的的的的的的なななななななな見見見見見見見見地地地地地地地地かかかかかかかからららららららら、、、、、、、、立立立立立立立立地地地地地地地地をををををををを誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

 

        

        

・・・・・・・・県県県県県県県県内内内内内内内内ののののののののすすすすすすすすべべべべべべべべててててててててのののののののの集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者がががががががが行行行行行行行行ううううううううココココココココンンンンンンンン

パパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進にににににににに寄寄寄寄寄寄寄寄与与与与与与与与すすすすすすすす

るるるるるるるる活活活活活活活活動動動動動動動動（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動））））））））ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててのののののののの指指指指指指指指針針針針針針針針ととととととととななななななななるるるるるるるる

べべべべべべべべきききききききき事事事事事事事事項項項項項項項項をををををををを定定定定定定定定めめめめめめめめ、、、、、、、、そそそそそそそそのののののののの活活活活活活活活動動動動動動動動をををををををを促促促促促促促促進進進進進進進進すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

・・・・・・・・特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者がががががががが行行行行行行行行うううううううう活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの内内内内内内内内

容容容容容容容容、、、、、、、、実実実実実実実実施施施施施施施施状状状状状状状状況況況況況況況況等等等等等等等等をををををををを公公公公公公公公表表表表表表表表すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導        

集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者のののののののの地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの促促促促促促促促進進進進進進進進        

 

基基基基基基基基本本本本本本本本方方方方方方方方針針針針針針針針のののののののの策策策策策策策策定定定定定定定定        

 

目目目目目目目目指指指指指指指指すすすすすすすす目目目目目目目目標標標標標標標標        

社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的・・・・・・・・経経経経経経経経済済済済済済済済的的的的的的的的・・・・・・・・環環環環環環環環境境境境境境境境

的的的的的的的的にににににににに持持持持持持持持続続続続続続続続可可可可可可可可能能能能能能能能ななななななななままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづ

くくくくくくくくりりりりりりりり        

すすすすすすすすべべべべべべべべててててててててのののののののの世世世世世世世世代代代代代代代代がががががががが安安安安安安安安心心心心心心心心しししししししし

てててててててて暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららせせせせせせせせるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

        

ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで        

にににににににに ぎぎぎぎぎぎぎぎ わわわわわわわわ いいいいいいいい        

ああああああああ ふふふふふふふふ れれれれれれれれ るるるるるるるる        

まままままままま ちちちちちちちち づづづづづづづづ くくくくくくくく りりりりりりりり        

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり三三三三三三三三法法法法法法法法のののののののの改改改改改改改改正正正正正正正正        

人人人人人人人人口口口口口口口口減減減減減減減減少少少少少少少少社社社社社社社社会会会会会会会会のののののののの        

到到到到到到到到来来来来来来来来        

持持持持持持持持続続続続続続続続的的的的的的的的なななななななな        

自自自自自自自自治治治治治治治治体体体体体体体体財財財財財財財財政政政政政政政政        

ココココココココミミミミミミミミュュュュュュュュニニニニニニニニテテテテテテテティィィィィィィィのののののののの        

維維維維維維維維持持持持持持持持        

４４４４    

        

三三三三三三三三法法法法法法法法へへへへへへへへのののののののの政政政政政政政政策策策策策策策策転転転転転転転転換換換換換換換換        

大大大大大大大大店店店店店店店店法法法法法法法法        

大大大大大大大大店店店店店店店店立立立立立立立立地地地地地地地地法法法法法法法法        

中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化法法法法法法法法        

都都都都都都都都市市市市市市市市計計計計計計計計画画画画画画画画法法法法法法法法        

国国国国国国国国がががががががが主主主主主主主主体体体体体体体体        

地地地地地地地地方方方方方方方方公公公公公公公公共共共共共共共共団団団団団団団団体体体体体体体体がががががががが主主主主主主主主体体体体体体体体        

環環環環環環環環境境境境境境境境にににににににに優優優優優優優優ししししししししいいいいいいいいままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（環環環環環環環環境境境境境境境境へへへへへへへへのののののののの負負負負負負負負荷荷荷荷荷荷荷荷のののののののの低低低低低低低低減減減減減減減減））））））））        

歩歩歩歩歩歩歩歩いいいいいいいいてててててててて暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららせせせせせせせせるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（都都都都都都都都市市市市市市市市機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの集集集集集集集集積積積積積積積積））））））））        

ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方向向向向向向向向（（（（（（（（素素素素素素素素案案案案案案案案））））））））        

反反反反反反反反        映映映映映映映映        

地地地地地地地地域域域域域域域域ココココココココミミミミミミミミュュュュュュュュニニニニニニニニテテテテテテテティィィィィィィィのののののののの崩崩崩崩崩崩崩崩壊壊壊壊壊壊壊壊・・・・・・・・社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの喪喪喪喪喪喪喪喪失失失失失失失失        

６６６６    ７７７７    

    基基基基基基基基本本本本本本本本認認認認認認認認識識識識識識識識                 

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの主主主主主主主主役役役役役役役役・・・・・・・・主主主主主主主主体体体体体体体体はははははははは地地地地地地地地域域域域域域域域住住住住住住住住民民民民民民民民とととととととと市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村        

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる県県県県県県県県のののののののの役役役役役役役役割割割割割割割割        

①①①①①①①①        県県県県県県県県ははははははははココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方向向向向向向向向をををををををを提提提提提提提提示示示示示示示示        

②②②②②②②②        県県県県県県県県はははははははは市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの区区区区区区区区域域域域域域域域をををををををを越越越越越越越越ええええええええたたたたたたたた必必必必必必必必要要要要要要要要なななななななな対対対対対対対対応応応応応応応応をををををををを実実実実実実実実施施施施施施施施        

③③③③③③③③        県県県県県県県県ははははははははままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに関関関関関関関関ししししししししてててててててて市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村とととととととと連連連連連連連連携携携携携携携携・・・・・・・・支支支支支支支支援援援援援援援援        

５５５５    

１１１１    

資料資料資料資料６６６６    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導地地地地地地地地域域域域域域域域へへへへへへへへのののののののの立立立立立立立立地地地地地地地地のののののののの誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導にににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる施施施施施施施施策策策策策策策策ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててのののののののの基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな事事事事事事事事項項項項項項項項（（（（（（（（素素素素素素素素案案案案案案案案））））））））        

立地誘導 

地域 
立地誘導 

地域 

制制制制制制制制度度度度度度度度趣趣趣趣趣趣趣趣旨旨旨旨旨旨旨旨        
・・・・・・・・特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててはははははははは、、、、、、、、立立立立立立立立地地地地地地地地にににににににに伴伴伴伴伴伴伴伴うううううううう都都都都都都都都市市市市市市市市構構構構構構構構造造造造造造造造へへへへへへへへのののののののの影影影影影影影影響響響響響響響響がががががががが大大大大大大大大ききききききききくくくくくくくく、、、、、、、、市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村域域域域域域域域をををををををを超超超超超超超超ええええええええたたたたたたたた影影影影影影影影響響響響響響響響をををををををを与与与与与与与与ええええええええるるるるるるるる可可可可可可可可能能能能能能能能性性性性性性性性ががががががががああああああああるるるるるるるるここここここここととととととととかかかかかかかからららららららら、、、、、、、、ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパ

ククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進にににににににに向向向向向向向向けけけけけけけけたたたたたたたた広広広広広広広広域域域域域域域域的的的的的的的的なななななななな見見見見見見見見地地地地地地地地かかかかかかかからららららららら、、、、、、、、立立立立立立立立地地地地地地地地をををををををを誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

条条条条条条条条例例例例例例例例第第第第第第第第２２２２２２２２条条条条条条条条第第第第第第第第５５５５５５５５号号号号号号号号イイイイイイイイ        条条条条条条条条例例例例例例例例第第第第第第第第２２２２２２２２条条条条条条条条第第第第第第第第５５５５５５５５号号号号号号号号ロロロロロロロロ        条条条条条条条条例例例例例例例例第第第第第第第第２２２２２２２２条条条条条条条条第第第第第第第第５５５５５５５５号号号号号号号号ハハハハハハハハ        

中心市街地活性化法に基づく 

認定中心市街地の区域 

中心市街活性化法に基づく 

第二種大規模小売店舗立地法

特例区域 

都市計画法に規定する開発整

備促進区において同法第１２

条の１２の規定により定める

区域 

立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導地地地地地地地地域域域域域域域域        

条条条条条条条条例例例例例例例例第第第第第第第第１１１１１１１１２２２２２２２２条条条条条条条条第第第第第第第第１１１１１１１１項項項項項項項項・・・・・・・・第第第第第第第第１１１１１１１１３３３３３３３３条条条条条条条条第第第第第第第第１１１１１１１１項項項項項項項項        

特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者のののののののの届届届届届届届届出出出出出出出出にににににににに基基基基基基基基づづづづづづづづきききききききき、、、、、、、、

ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの観観観観観観観観点点点点点点点点かかかかかかかからららららららら意意意意意意意意

見見見見見見見見、、、、、、、、勧勧勧勧勧勧勧勧告告告告告告告告等等等等等等等等をををををををを実実実実実実実実施施施施施施施施。。。。。。。。※※※※※※※※届届届届届届届届出出出出出出出出適適適適適適適適用用用用用用用用除除除除除除除除外外外外外外外外規規規規規規規規定定定定定定定定あああああああありりりりりりりり        

ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進のののののののの観観観観観観観観点点点点点点点点かかかかかかかからららららららら        

勘勘勘勘勘勘勘勘案案案案案案案案すすすすすすすすべべべべべべべべきききききききき事事事事事事事事項項項項項項項項等等等等等等等等をををををををを総総総総総総総総合合合合合合合合的的的的的的的的にににににににに勘勘勘勘勘勘勘勘案案案案案案案案しししししししし審審審審審審審審査査査査査査査査・・・・・・・・助助助助助助助助言言言言言言言言        

宮宮宮宮宮宮宮宮城城城城城城城城県県県県県県県県特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導審審審審審審審審議議議議議議議議会会会会会会会会        

新新新新新新新新設設設設設設設設（（（（（（（（変変変変変変変変更更更更更更更更））））））））のののののののの届届届届届届届届出出出出出出出出        

第二種住居 

準住居 

工業 

商業 

準工業 

近隣商業 

非線引き白地 

区域外 

その他 

都市計画法の制限による 

大規模集客施設の立地規制(強化) 

改正前 現行 

条例による 

立地誘導地域 

工業 

商業 

準工業 

近隣商業 

非線引き白地 

区域外 

その他 

第二種住居 

準住居 

商業地域 

準工業地域 

近隣商業地域 

その他用途地域 

非線引き白地地域 

都市計画区域外 

準住居地域 

工業地域 

第二種住居地域 

立地誘導 

地域 

中心市街地への機能集積を目指す趣旨から、

条例において立地誘導地域として規定。 

特定大規模建築物の整備による商業等利便

の増進を図ることが、都市の機能の増進に貢

献することとなることが要件とされており、

制度上、別途広域調整も行われることから、

立地誘導地域として規定。 

立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導除除除除除除除除外外外外外外外外地地地地地地地地域域域域域域域域・・・・・・・・立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導地地地地地地地地域域域域域域域域のののののののの指指指指指指指指定定定定定定定定        

立地誘導 

除外地域 

条条条条条条条条例例例例例例例例第第第第第第第第２２２２２２２２条条条条条条条条第第第第第第第第５５５５５５５５号号号号号号号号イイイイイイイイたたたたたたたただだだだだだだだしししししししし書書書書書書書書きききききききき（（（（（（（（第第第第第第第第５５５５５５５５条条条条条条条条））））））））        

商商商商商商商商業業業業業業業業・・・・・・・・近近近近近近近近隣隣隣隣隣隣隣隣商商商商商商商商業業業業業業業業地地地地地地地地域域域域域域域域ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて、、、、、、、、市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの申申申申申申申申請請請請請請請請

にににににににに基基基基基基基基づづづづづづづづきききききききき、、、、、、、、ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり

のののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進にににににににに著著著著著著著著ししししししししいいいいいいいい支支支支支支支支障障障障障障障障をををををををを及及及及及及及及ぼぼぼぼぼぼぼぼすすすすすすすす恐恐恐恐恐恐恐恐れれれれれれれれががががががががああああああああるるるるるるるるとととととととと認認認認認認認認

めめめめめめめめらららららららられれれれれれれれるるるるるるるるとととととととときききききききき立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導除除除除除除除除外外外外外外外外地地地地地地地地域域域域域域域域ととととととととししししししししてててててててて指指指指指指指指定定定定定定定定。。。。。。。。        

立地誘導 

地域 

条条条条条条条条例例例例例例例例第第第第第第第第２２２２２２２２条条条条条条条条第第第第第第第第５５５５５５５５号号号号号号号号ハハハハハハハハ（（（（（（（（第第第第第第第第５５５５５５５５条条条条条条条条））））））））        

市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの申申申申申申申申請請請請請請請請にににににににに基基基基基基基基づづづづづづづづきききききききき、、、、、、、、特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設

がががががががが立立立立立立立立地地地地地地地地すすすすすすすするるるるるるるるここここここここととととととととにににににににによよよよよよよよりりりりりりりりココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるる

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりをををををををを推推推推推推推推進進進進進進進進すすすすすすすするるるるるるるるとととととととと認認認認認認認認めめめめめめめめらららららららられれれれれれれれるるるるるるるるとととととととときききききききき立立立立立立立立地地地地地地地地

誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導地地地地地地地地域域域域域域域域ととととととととししししししししてててててててて指指指指指指指指定定定定定定定定。。。。。。。。        

市町村 県 申請 指定 市町村 申請 県 指定 
届出 県 設置者 

意見 特定大規模集

客施設設置者 
勧告 

諮諮諮諮諮諮諮諮問問問問問問問問・・・・・・・・答答答答答答答答申申申申申申申申        諮諮諮諮諮諮諮諮問問問問問問問問・・・・・・・・答答答答答答答答申申申申申申申申        諮諮諮諮諮諮諮諮問問問問問問問問・・・・・・・・答答答答答答答答申申申申申申申申        

中心市街地への迅速な出店等を促す趣旨か

ら、条例において立地誘導地域として規定。 

総総総総総総総総合合合合合合合合的的的的的的的的にににににににに勘勘勘勘勘勘勘勘案案案案案案案案        

新新新新新新新新設設設設設設設設（（（（（（（（変変変変変変変変更更更更更更更更））））））））のののののののの届届届届届届届届出出出出出出出出        

○○  立立立立立立立立地地地地地地地地市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村及及及及及及及及びびびびびびびび隣隣隣隣隣隣隣隣接接接接接接接接市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの意意意意意意意意見見見見見見見見        

○○  住住住住住住住住民民民民民民民民等等等等等等等等のののののののの意意意意意意意意見見見見見見見見        

○○  県県県県県県県県、、、、、、、、立立立立立立立立地地地地地地地地市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村及及及及及及及及びびびびびびびび隣隣隣隣隣隣隣隣接接接接接接接接市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの土土土土土土土土地地地地地地地地利利利利利利利利用用用用用用用用

関関関関関関関関係係係係係係係係計計計計計計計計画画画画画画画画        

        

勘勘勘勘勘勘勘勘案案案案案案案案事事事事事事事事項項項項項項項項        

○○  届届届届届届届届出出出出出出出出のののののののの内内内内内内内内容容容容容容容容とととととととと基基基基基基基基本本本本本本本本方方方方方方方方針針針針針針針針並並並並並並並並びびびびびびびびにににににににに県県県県県県県県のののののののの土土土土土土土土

地地地地地地地地利利利利利利利利用用用用用用用用関関関関関関関関係係係係係係係係計計計計計計計計画画画画画画画画ととととととととのののののののの適適適適適適適適合合合合合合合合性性性性性性性性        

○○  届届届届届届届届出出出出出出出出のののののののの内内内内内内内内容容容容容容容容とととととととと立立立立立立立立地地地地地地地地市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの土土土土土土土土地地地地地地地地利利利利利利利利用用用用用用用用

関関関関関関関関係係係係係係係係計計計計計計計計画画画画画画画画ととととととととのののののののの適適適適適適適適合合合合合合合合性性性性性性性性        

○○  集集集集集集集集客客客客客客客客予予予予予予予予定定定定定定定定区区区区区区区区域域域域域域域域のののののののの所所所所所所所所在在在在在在在在すすすすすすすするるるるるるるる市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村ににににににににおおおおおおおお

けけけけけけけけるるるるるるるる土土土土土土土土地地地地地地地地利利利利利利利利用用用用用用用用計計計計計計計計画画画画画画画画のののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進にににににににに及及及及及及及及ぼぼぼぼぼぼぼぼすすすすすすすす影影影影影影影影

響響響響響響響響        

○○  周周周周周周周周辺辺辺辺辺辺辺辺のののののののの公公公公公公公公共共共共共共共共交交交交交交交交通通通通通通通通機機機機機機機機関関関関関関関関のののののののの状状状状状状状状況況況況況況況況及及及及及及及及びびびびびびびび到到到到到到到到達達達達達達達達

すすすすすすすするるるるるるるるたたたたたたたためめめめめめめめのののののののの交交交交交交交交通通通通通通通通手手手手手手手手段段段段段段段段のののののののの状状状状状状状状況況況況況況況況        

○○  地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの概概概概概概概概要要要要要要要要        

        

等等等等等等等等        

届届届届届届届届出出出出出出出出事事事事事事事事項項項項項項項項等等等等等等等等        

立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導除除除除除除除除外外外外外外外外地地地地地地地地域域域域域域域域・・・・・・・・立立立立立立立立地地地地地地地地誘誘誘誘誘誘誘誘導導導導導導導導地地地地地地地地域域域域域域域域のののののののの指指指指指指指指定定定定定定定定        

○○  関関関関関関関関係係係係係係係係すすすすすすすするるるるるるるる市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村のののののののの意意意意意意意意見見見見見見見見        

        

勘勘勘勘勘勘勘勘案案案案案案案案事事事事事事事事項項項項項項項項        

○○  特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの立立立立立立立立地地地地地地地地にににににににに関関関関関関関関すすすすすすすするるるるるるるる基基基基基基基基

本本本本本本本本構構構構構構構構想想想想想想想想        

        

○○  申申申申申申申申請請請請請請請請にににににににに係係係係係係係係るるるるるるるる地地地地地地地地域域域域域域域域にににににににに係係係係係係係係るるるるるるるる自自自自自自自自然然然然然然然然的的的的的的的的条条条条条条条条件件件件件件件件        

        

○○  申申申申申申申申請請請請請請請請にににににににに係係係係係係係係るるるるるるるる地地地地地地地地域域域域域域域域にににににににに係係係係係係係係るるるるるるるる社社社社社社社社会会会会会会会会資資資資資資資資本本本本本本本本・・・・・・・・公公公公公公公公共共共共共共共共

交交交交交交交交通通通通通通通通等等等等等等等等のののののののの社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的条条条条条条条条件件件件件件件件        

        

○○  特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの立立立立立立立立地地地地地地地地のののののののの状状状状状状状状況況況況況況況況        

        

        

        

        

        

等等等等等等等等        

申申申申申申申申請請請請請請請請事事事事事事事事項項項項項項項項        

県県県県県県県県のののののののの基基基基基基基基本本本本本本本本方方方方方方方方針針針針針針針針        

集集集集集集集集約約約約約約約約型型型型型型型型ののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（拡拡拡拡拡拡拡拡大大大大大大大大志志志志志志志志向向向向向向向向かかかかかかかかららららららららのののののののの転転転転転転転転換換換換換換換換））））））））        

既既既既既既既既存存存存存存存存スススススススストトトトトトトトッッッッッッッッククククククククのののののののの有有有有有有有有効効効効効効効効活活活活活活活活用用用用用用用用        

（（（（（（（（行行行行行行行行政政政政政政政政ココココココココスススススススストトトトトトトトのののののののの低低低低低低低低減減減減減減減減））））））））        

誰誰誰誰誰誰誰誰ももももももももがががががががが移移移移移移移移動動動動動動動動ししししししししややややややややすすすすすすすすいいいいいいいい交交交交交交交交通通通通通通通通ササササササササーーーーーーーービビビビビビビビスススススススス        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域交交交交交交交交通通通通通通通通ネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトワワワワワワワワーーーーーーーーククククククククのののののののの整整整整整整整整備備備備備備備備））））））））        

個個個個個個個個性性性性性性性性とととととととと活活活活活活活活力力力力力力力力ののののののののああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域固固固固固固固固有有有有有有有有のののののののの価価価価価価価価値値値値値値値値のののののののの維維維維維維維維持持持持持持持持・・・・・・・・再再再再再再再再生生生生生生生生））））））））        

住住住住住住住住民民民民民民民民参参参参参参参参加加加加加加加加・・・・・・・・協協協協協協協協働働働働働働働働ののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域のののののののの社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの増増増増増増増増進進進進進進進進））））））））        

環環環環環環環環境境境境境境境境にににににににに優優優優優優優優ししししししししいいいいいいいいままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（環環環環環環環環境境境境境境境境へへへへへへへへのののののののの負負負負負負負負荷荷荷荷荷荷荷荷のののののののの低低低低低低低低減減減減減減減減））））））））        

歩歩歩歩歩歩歩歩いいいいいいいいてててててててて暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららせせせせせせせせるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（都都都都都都都都市市市市市市市市機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの集集集集集集集集積積積積積積積積））））））））        

基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方向向向向向向向向        

１１１１    

２２２２    

２２２２    ３３３３    
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５５５５    
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○○  都都都都都都都都市市市市市市市市機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの一一一一一一一一部部部部部部部部ととととととととししししししししてててててててて、、、、、、、、ままままままままたたたたたたたた、、、、、、、、多多多多多多多多くくくくくくくくのののののののの人人人人人人人人をををををををを集集集集集集集集めめめめめめめめるるるるるるるる集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設ととととととととししししししししてててててててて、、、、、、、、ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり

にににににににに影影影影影影影影響響響響響響響響をををををををを与与与与与与与与ええええええええるるるるるるるる。。。。。。。。        

 

 

 

 

・・・・・・・・地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててはははははははは時時時時時時時時代代代代代代代代のののののののの要要要要要要要要請請請請請請請請。。。。。。。。        

・・・・・・・・個個個個個個個個々々々々々々々々ののののののののすすすすすすすすべべべべべべべべててててててててのののののののの事事事事事事事事業業業業業業業業者者者者者者者者・・・・・・・・住住住住住住住住民民民民民民民民のののののののの地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動をををををををを自自自自自自自自

主主主主主主主主的的的的的的的的なななななななな取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組みみみみみみみみととととととととししししししししてててててててて期期期期期期期期待待待待待待待待。。。。。。。。        

・・・・・・・・地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動はははははははは地地地地地地地地域域域域域域域域やややややややや業業業業業業業業態態態態態態態態にににににににによよよよよよよよっっっっっっっってててててててて様様様様様様様様々々々々々々々々。。。。。。。。        

・・・・・・・・県県県県県県県県ととととととととししししししししててててててててままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに期期期期期期期期待待待待待待待待すすすすすすすするるるるるるるる内内内内内内内内容容容容容容容容をををををををを例例例例例例例例示示示示示示示示。。。。。。。。        

・・・・・・・・ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりににににににににおおおおおおおおいいいいいいいいてててててててて重重重重重重重重要要要要要要要要なななななななな役役役役役役役役割割割割割割割割をををををををを担担担担担担担担うううううううう特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模

集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの活活活活活活活活動動動動動動動動ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててはははははははは、、、、、、、、特特特特特特特特にににににににに期期期期期期期期待待待待待待待待。。。。。。。。        

・・・・・・・・特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの内内内内内内内内容容容容容容容容ににににににににつつつつつつつついいいいいいいい

ててててててててのののののののの公公公公公公公公表表表表表表表表制制制制制制制制度度度度度度度度をををををををを設設設設設設設設けけけけけけけけ、、、、、、、、地地地地地地地地域域域域域域域域住住住住住住住住民民民民民民民民にににににににに向向向向向向向向けけけけけけけけそそそそそそそそのののののののの内内内内内内内内容容容容容容容容・・・・・・・・実実実実実実実実

施施施施施施施施状状状状状状状状況況況況況況況況をををををををを周周周周周周周周知知知知知知知知。。。。。。。。        

基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな考考考考考考考考ええええええええ方方方方方方方方        

地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの指指指指指指指指針針針針針針針針ととととととととななななななななるるるるるるるるべべべべべべべべきききききききき事事事事事事事事項項項項項項項項（（（（（（（（素素素素素素素素案案案案案案案案））））））））        

地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献ガガガガガガガガイイイイイイイイドドドドドドドドラララララララライイイイイイイインンンンンンンン        

基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方向向向向向向向向        

○○  自自自自自自自自治治治治治治治治体体体体体体体体がががががががが進進進進進進進進めめめめめめめめるるるるるるるる中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地のののののののの活活活活活活活活

性性性性性性性性化化化化化化化化のののののののの取取取取取取取取組組組組組組組組へへへへへへへへのののののののの協協協協協協協協力力力力力力力力        

○○  商商商商商商商商工工工工工工工工会会会会会会会会・・・・・・・・商商商商商商商商工工工工工工工工会会会会会会会会議議議議議議議議所所所所所所所所・・・・・・・・商商商商商商商商店店店店店店店店会会会会会会会会等等等等等等等等

のののののののの地地地地地地地地域域域域域域域域団団団団団団団団体体体体体体体体へへへへへへへへのののののののの加加加加加加加加入入入入入入入入・・・・・・・・協協協協協協協協力力力力力力力力        

○○  ユユユユユユユユニニニニニニニニババババババババーーーーーーーーササササササササルルルルルルルルデデデデデデデデザザザザザザザザイイイイイイイインンンンンンンンのののののののの導導導導導導導導入入入入入入入入        

○○  車車車車車車車車をををををををを運運運運運運運運転転転転転転転転ししししししししなななななななないいいいいいいい人人人人人人人人へへへへへへへへのののののののの配配配配配配配配慮慮慮慮慮慮慮慮・・・・・・・・公公公公公公公公

共共共共共共共共交交交交交交交交通通通通通通通通へへへへへへへへのののののののの配配配配配配配配慮慮慮慮慮慮慮慮        

○○  ココココココココミミミミミミミミュュュュュュュュニニニニニニニニテテテテテテテティィィィィィィィババババババババスススススススス運運運運運運運運行行行行行行行行へへへへへへへへのののののののの協協協協協協協協力力力力力力力力        

○○  撤撤撤撤撤撤撤撤退退退退退退退退時時時時時時時時等等等等等等等等のののののののの自自自自自自自自治治治治治治治治体体体体体体体体へへへへへへへへのののののののの事事事事事事事事前前前前前前前前のののののののの情情情情情情情情

報報報報報報報報提提提提提提提提供供供供供供供供        

○○  災災災災災災災災害害害害害害害害時時時時時時時時のののののののの避避避避避避避避難難難難難難難難場場場場場場場場所所所所所所所所等等等等等等等等のののののののの提提提提提提提提供供供供供供供供        

○○  緑緑緑緑緑緑緑緑地地地地地地地地面面面面面面面面積積積積積積積積（（（（（（（（緑緑緑緑緑緑緑緑被被被被被被被被率率率率率率率率））））））））のののののののの増増増増増増増増加加加加加加加加（（（（（（（（街街街街街街街街

路路路路路路路路樹樹樹樹樹樹樹樹等等等等等等等等緑緑緑緑緑緑緑緑化化化化化化化化へへへへへへへへのののののののの協協協協協協協協力力力力力力力力））））））））        

○○  地地地地地地地地球球球球球球球球温温温温温温温温暖暖暖暖暖暖暖暖化化化化化化化化対対対対対対対対策策策策策策策策のののののののの実実実実実実実実施施施施施施施施        

等等等等等等等等        

例例例例例例例例示示示示示示示示        

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

三三三三三三三三法法法法法法法法        

中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地        

活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化法法法法法法法法        

大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模小小小小小小小小売売売売売売売売店店店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗        

立立立立立立立立地地地地地地地地法法法法法法法法        

○○  第第第第第第第第３３３３３３３３条条条条条条条条ににににににににおおおおおおおおいいいいいいいいてててててててて、、、、、、、、事事事事事事事事業業業業業業業業者者者者者者者者にににににににによよよよよよよよるるるるるるるる中中中中中中中中心心心心心心心心市市市市市市市市街街街街街街街街地地地地地地地地のののののののの活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化ののののののののたたたたたたたためめめめめめめめのののののののの施施施施施施施施

策策策策策策策策へへへへへへへへのののののののの協協協協協協協協力力力力力力力力にににににににに係係係係係係係係るるるるるるるる責責責責責責責責務務務務務務務務をををををををを規規規規規規規規定定定定定定定定。。。。。。。。        

○○  指指指指指指指指針針針針針針針針ににににににににおおおおおおおおいいいいいいいいててててててててままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりへへへへへへへへのののののののの個個個個個個個個々々々々々々々々のののののののの事事事事事事事事業業業業業業業業者者者者者者者者のののののののの自自自自自自自自主主主主主主主主的的的的的的的的なななななななな取取取取取取取取組組組組組組組組にににににににに対対対対対対対対

すすすすすすすするるるるるるるる期期期期期期期期待待待待待待待待をををををををを追追追追追追追追記記記記記記記記。。。。。。。。        

地地地地地地地地域域域域域域域域ににににににににおおおおおおおおけけけけけけけけるるるるるるるる        

自自自自自自自自主主主主主主主主的的的的的的的的なななななななな活活活活活活活活動動動動動動動動へへへへへへへへのののののののの        

期期期期期期期期待待待待待待待待とととととととと関関関関関関関関心心心心心心心心のののののののの高高高高高高高高ままままままままりりりりりりりり        

ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるる        

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

        

そそそそそそそそれれれれれれれれぞぞぞぞぞぞぞぞれれれれれれれれのののののののの地地地地地地地地域域域域域域域域ににににににににああああああああっっっっっっっったたたたたたたた        

地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの促促促促促促促促進進進進進進進進        

地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献        

ガガガガガガガガイイイイイイイイドドドドドドドドラララララララライイイイイイイインンンンンンンンのののののののの策策策策策策策策定定定定定定定定        

 

○○  ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりににににににににおおおおおおおおけけけけけけけけるるるるるるるる課課課課課課課課題題題題題題題題はははははははは地地地地地地地地域域域域域域域域にににににににによよよよよよよよっっっっっっっってててててててて様様様様様様様様々々々々々々々々ででででででででああああああああるるるるるるるるここここここここととととととととかかかかかかかからららららららら、、、、、、、、地地地地地地地地域域域域域域域域

貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててはははははははは、、、、、、、、集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者がががががががが、、、、、、、、施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの立立立立立立立立地地地地地地地地環環環環環環環環境境境境境境境境やややややややや業業業業業業業業

種種種種種種種種・・・・・・・・業業業業業業業業態態態態態態態態、、、、、、、、事事事事事事事事業業業業業業業業規規規規規規規規模模模模模模模模ななななななななどどどどどどどどにににににににに応応応応応応応応じじじじじじじじてててててててて自自自自自自自自発発発発発発発発的的的的的的的的にににににににに取取取取取取取取りりりりりりりり組組組組組組組組むむむむむむむむここここここここととととととととがががががががが望望望望望望望望ままままままままししししししししいいいいいいいい。。。。。。。。        

○○  県県県県県県県県ととととととととししししししししててててててててはははははははは、、、、、、、、ココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの基基基基基基基基本本本本本本本本的的的的的的的的なななななななな方方方方方方方方向向向向向向向向性性性性性性性性かかかかかかかか

らららららららら期期期期期期期期待待待待待待待待さささささささされれれれれれれれるるるるるるるる活活活活活活活活動動動動動動動動内内内内内内内内容容容容容容容容をををををををを類類類類類類類類型型型型型型型型化化化化化化化化ししししししししたたたたたたたたガガガガガガガガイイイイイイイイドドドドドドドドラララララララライイイイイイイインンンンンンンンをををををををを策策策策策策策策定定定定定定定定しししししししし、、、、、、、、設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者

にににににににに示示示示示示示示すすすすすすすすここここここここととととととととでででででででで、、、、、、、、そそそそそそそそのののののののの取取取取取取取取組組組組組組組組をををををををを誘誘誘誘誘誘誘誘発発発発発発発発・・・・・・・・促促促促促促促促進進進進進進進進すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

○○  ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに大大大大大大大大ききききききききなななななななな影影影影影影影影響響響響響響響響をををををををを与与与与与与与与ええええええええるるるるるるるるそそそそそそそそのののののののの存存存存存存存存在在在在在在在在感感感感感感感感かかかかかかかからららららららら、、、、、、、、現現現現現現現現在在在在在在在在ののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづ

くくくくくくくくりりりりりりりりやややややややや社社社社社社社社会会会会会会会会問問問問問問問問題題題題題題題題へへへへへへへへのののののののの対対対対対対対対応応応応応応応応ににににににににおおおおおおおおいいいいいいいいてててててててて一一一一一一一一定定定定定定定定のののののののの役役役役役役役役割割割割割割割割をををををををを担担担担担担担担っっっっっっっってててててててて欲欲欲欲欲欲欲欲ししししししししいいいいいいいい。。。。。。。。        

○○  地地地地地地地地域域域域域域域域住住住住住住住住民民民民民民民民かかかかかかかかららららららららのののののののの注注注注注注注注目目目目目目目目度度度度度度度度もももももももも高高高高高高高高いいいいいいいいそそそそそそそそのののののののの活活活活活活活活動動動動動動動動内内内内内内内内容容容容容容容容及及及及及及及及びびびびびびびび実実実実実実実実施施施施施施施施状状状状状状状状況況況況況況況況のののののののの公公公公公公公公表表表表表表表表をををををををを

制制制制制制制制度度度度度度度度化化化化化化化化しししししししし、、、、、、、、そそそそそそそそのののののののの内内内内内内内内容容容容容容容容をををををををを広広広広広広広広くくくくくくくく地地地地地地地地域域域域域域域域にににににににに周周周周周周周周知知知知知知知知すすすすすすすするるるるるるるるここここここここととととととととでででででででで、、、、、、、、地地地地地地地地域域域域域域域域とととととととと一一一一一一一一体体体体体体体体とととととととと

ななななななななっっっっっっっったたたたたたたた地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動をををををををを促促促促促促促促進進進進進進進進すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

○○  市市市市市市市市町町町町町町町町村村村村村村村村がががががががが独独独独独独独独自自自自自自自自ににににににににままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの観観観観観観観観点点点点点点点点かかかかかかかからららららららら同同同同同同同同様様様様様様様様のののののののの趣趣趣趣趣趣趣趣旨旨旨旨旨旨旨旨のののののののの条条条条条条条条例例例例例例例例をををををををを制制制制制制制制定定定定定定定定しししししししし

たたたたたたたた場場場場場場場場合合合合合合合合、、、、、、、、地地地地地地地地域域域域域域域域ににににににににああああああああっっっっっっっったたたたたたたたままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの観観観観観観観観点点点点点点点点かかかかかかかかららららららららそそそそそそそそのののののののの適適適適適適適適用用用用用用用用をををををををを除除除除除除除除外外外外外外外外。。。。。。。。        

特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの        

地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動計計計計計計計計画画画画画画画画        

及及及及及及及及びびびびびびびび実実実実実実実実施施施施施施施施結結結結結結結結果果果果果果果果のののののののの公公公公公公公公表表表表表表表表        

１１１１    

制制制制制制制制度度度度度度度度趣趣趣趣趣趣趣趣旨旨旨旨旨旨旨旨        

・・・・・・・・県県県県県県県県内内内内内内内内ののののののののすすすすすすすすべべべべべべべべててててててててのののののののの集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者がががががががが行行行行行行行行ううううううううココココココココンンンンンンンンパパパパパパパパククククククククトトトトトトトトでででででででで活活活活活活活活力力力力力力力力ああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりのののののののの推推推推推推推推進進進進進進進進にににににににに寄寄寄寄寄寄寄寄与与与与与与与与すすすすすすすするるるるるるるる活活活活活活活活動動動動動動動動（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動））））））））ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいててててててててのののののののの指指指指指指指指針針針針針針針針ととととととととなななななななな

るるるるるるるるべべべべべべべべきききききききき事事事事事事事事項項項項項項項項をををををををを定定定定定定定定めめめめめめめめ、、、、、、、、そそそそそそそそのののののののの活活活活活活活活動動動動動動動動をををををををを促促促促促促促促進進進進進進進進すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

・・・・・・・・特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設のののののののの設設設設設設設設置置置置置置置置者者者者者者者者がががががががが行行行行行行行行うううううううう活活活活活活活活動動動動動動動動のののののののの内内内内内内内内容容容容容容容容、、、、、、、、実実実実実実実実施施施施施施施施状状状状状状状状況況況況況況況況等等等等等等等等をををををををを公公公公公公公公表表表表表表表表すすすすすすすするるるるるるるる。。。。。。。。        

集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設        

 

 

 

 

○○  大大大大大大大大ききききききききなななななななな施施施施施施施施設設設設設設設設規規規規規規規規模模模模模模模模をををををををを有有有有有有有有しししししししし、、、、、、、、広広広広広広広広域域域域域域域域的的的的的的的的なななななななな集集集集集集集集客客客客客客客客エエエエエエエエリリリリリリリリアアアアアアアアをををををををを持持持持持持持持つつつつつつつつ施施施施施施施施設設設設設設設設ととととととととししししししししてててててててて、、、、、、、、特特特特特特特特ににににににににままままままままちちちちちちちち

づづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに大大大大大大大大ききききききききなななななななな影影影影影影影影響響響響響響響響をををををををを与与与与与与与与ええええええええるるるるるるるる。。。。。。。。        

特特特特特特特特定定定定定定定定大大大大大大大大規規規規規規規規模模模模模模模模        

集集集集集集集集客客客客客客客客施施施施施施施施設設設設設設設設 

ままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりりにににににににに係係係係係係係係るるるるるるるる        

自自自自自自自自主主主主主主主主的的的的的的的的なななななななな地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動へへへへへへへへのののののののの期期期期期期期期待待待待待待待待        

        

 

 

 

特特特特特特特特にににににににに重重重重重重重重要要要要要要要要ななななななななププププププププレレレレレレレレイイイイイイイイヤヤヤヤヤヤヤヤーーーーーーーーととととととととししししししししてててててててて期期期期期期期期待待待待待待待待        

  

県県県県県県県県         

２２２２    

３３３３    

県県県県県県県県        

特特特特特特特特
定定定定定定定定
大大大大大大大大
規規規規規規規規
模模模模模模模模
集集集集集集集集
客客客客客客客客
施施施施施施施施
設設設設設設設設        

（（（（（（（（設設設設設設設設
置置置置置置置置
者者者者者者者者
））））））））        

地地地地地地地地
域域域域域域域域
住住住住住住住住
民民民民民民民民        

提提提提提提提提         

公公公公公公公公表表表表表表表表制制制制制制制制度度度度度度度度        

        実実実実実実実実施施施施施施施施計計計計計計計計画画画画画画画画        

        実実実実実実実実施施施施施施施施状状状状状状状状況況況況況況況況        

公公公公公公公公表表表表表表表表        

        実実実実実実実実施施施施施施施施計計計計計計計計画画画画画画画画        

実実実実実実実実施施施施施施施施状状状状状状状状況況況況況況況況        

地地地地地地地地域域域域域域域域貢貢貢貢貢貢貢貢献献献献献献献献活活活活活活活活動動動動動動動動例例例例例例例例示示示示示示示示        

 

 

類類類類類類類類

        

型型型型型型型型

        

化化化化化化化化        

３３３３    

４４４４    

集集集集集集集集約約約約約約約約型型型型型型型型ののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（拡拡拡拡拡拡拡拡大大大大大大大大志志志志志志志志向向向向向向向向かかかかかかかかららららららららのののののののの転転転転転転転転換換換換換換換換））））））））        

既既既既既既既既存存存存存存存存スススススススストトトトトトトトッッッッッッッッククククククククのののののののの有有有有有有有有効効効効効効効効活活活活活活活活用用用用用用用用        

（（（（（（（（行行行行行行行行政政政政政政政政ココココココココスススススススストトトトトトトトのののののののの低低低低低低低低減減減減減減減減））））））））        

誰誰誰誰誰誰誰誰ももももももももがががががががが移移移移移移移移動動動動動動動動ししししししししややややややややすすすすすすすすいいいいいいいい交交交交交交交交通通通通通通通通ササササササササーーーーーーーービビビビビビビビスススススススス        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域交交交交交交交交通通通通通通通通ネネネネネネネネッッッッッッッットトトトトトトトワワワワワワワワーーーーーーーーククククククククのののののののの整整整整整整整整備備備備備備備備））））））））        

個個個個個個個個性性性性性性性性とととととととと活活活活活活活活力力力力力力力力ののののののののああああああああるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域固固固固固固固固有有有有有有有有のののののののの価価価価価価価価値値値値値値値値のののののののの維維維維維維維維持持持持持持持持・・・・・・・・再再再再再再再再生生生生生生生生））））））））        

住住住住住住住住民民民民民民民民参参参参参参参参加加加加加加加加・・・・・・・・協協協協協協協協働働働働働働働働ののののののののままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（地地地地地地地地域域域域域域域域のののののののの社社社社社社社社会会会会会会会会的的的的的的的的機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの増増増増増増増増進進進進進進進進））））））））        

環環環環環環環環境境境境境境境境にににににににに優優優優優優優優ししししししししいいいいいいいいままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（環環環環環環環環境境境境境境境境へへへへへへへへのののののののの負負負負負負負負荷荷荷荷荷荷荷荷のののののののの低低低低低低低低減減減減減減減減））））））））        

歩歩歩歩歩歩歩歩いいいいいいいいてててててててて暮暮暮暮暮暮暮暮ららららららららせせせせせせせせるるるるるるるるままままままままちちちちちちちちづづづづづづづづくくくくくくくくりりりりりりりり        

（（（（（（（（都都都都都都都都市市市市市市市市機機機機機機機機能能能能能能能能のののののののの集集集集集集集集積積積積積積積積））））））））        


