
Ⅱ ３つのまちづくりプラン
１ 富岡市都市計画マスタープラン
２ 富岡市⽴地適正化計画
３ 富岡市地域公共交通網形成計画





１ 富岡市都市計画マスタープラン
- みんなが暮らしやすい土地利用・基盤整備のまちづくりプラン -
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『富岡市都市計画マスタープラン―みんなが暮らしやすい土地利用・基盤整備のまちづく

りプラン―』（以下、『都市計画マスタープラン』という）では、暮らしやすい土地利用と基

盤整備を効果的・効率的に進めるため、市全体及び各地域別の土地利用と基盤整備等の方

針を示します。

また、本市のまちづくりの最上位計画である『第２次富岡市総合計画』における都市基盤分野

の基本目標を、『都市計画マスタープラン』の「都市計画の目標」とします。

都市計画の目標 

人にやさしく、だれもが快適に暮らせるまち 

さらに、３つのまちづくりプランに共通するまちづくりの基本方針「“まちのまとまり”の維持と自

家用車に頼らずだれでも自由に移動できる環境づくりによる持続可能なまちづくり」を踏まえ、

「都市計画の方針」を以下とします。

都市計画の方針 

富岡市全体で“まちのまとまり”が維持され 

安心して暮らし続けられる土地利用・基盤整備を図る 

都市計画の目標年次は 20 年後、土地利用と都市施設の整備等の分野別方針の目標年次は

10 年後とし、計画期間内であっても、上位計画である『第２次富岡市総合計画』の進捗状況や市

民生活、社会経済の変化などを踏まえた見直しを検討します。

都市計画の目標年次 

2040（令和 22）年度   〈基準年度 2020（令和 2）年度〉 

土地利用・都市施設の整備等の分野別方針の目標年次 

2030（令和 12）年度   〈基準年度 2020（令和 2）年度〉 
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１-１ ⼟地利⽤の⽅針 
『都市と交通のマスタープラン【Ⅰ 総論】』で示した【５ まちづくりの課題】と『第２次富岡市総

合計画中期基本計画』で示された「課題解決のための事業（施策の展開）」との関連性を踏まえて、

以下に土地利用の方針を示します。

対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

①まちなかの機能の維持と集約化 

②低未利用土地の利用促進 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

①将来の暮らしやすさを見据えた機能維持と集約化 

②適正で秩序ある土地利用の促進・誘導 

課題３：地域の人やモノを活かす 

（２）景観を活かす 

①適正な景観形成の誘導 

（３）公共施設を見直す 

①インフラ資産の見直し

課題４：人やモノを守る 

（１）災害に備える 

①自然災害に備える

（１）市全体 
“まちのまとまり”と“まとまりの拠点”の形成と維持を重視し、住宅地の郊外への拡散や

工業地、商業地の無秩序な拡がりを防ぐとともに、これによる営農環境の向上や住環境の保全

に努めます。

そのために、居住や商業、産業基盤の整備・誘導等にあたっては、それぞれ既存の土地利用の

状況を踏まえ、“まとまり”の形成を念頭に置いた検討を行うことを原則とします。特に産業

については基本的に、「産業のまとまり」周辺での集積を図ることとします。また、農業振興地域内

の農用地や、ほ場整備によって良好な営農環境が整備された農地の保全に努めます。

このような土地利用や、“まちのまとまり”と“まとまりの拠点”における、人口密度や生活利便施

設を含めた都市機能の維持に向けて、都市計画区域の再編や準都市計画区域の指定、特定用

途制限地域・地区計画の指定など、新たな土地利用計画制度の活用を検討します。その一環と

して、『富岡市立地適正化計画』を策定するとともに、群馬県策定の『県央広域都市計画圏 都

市計画区域マスタープラン』で示された施策の検討を行います。

また、現在整備中の西毛広域幹線道路の全線開通を見据え、沿線の自治体や群馬県と連携し、

道路沿線における土地利用計画制度の導入について、屋外広告物の規制など、良好な景観づく

りとあわせて検討を行います。 
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（２）住宅地 
農地転用を伴う新たな住宅地が中心市街地の縁辺部に分散している一方で、中心市街地や

郊外部の既存集落では、空き家や空き地が見られます。今後は、“まちのまとまり”や“まとまりの

拠点”の範囲を踏まえ、空き家や空き地などの低未利用土地の活用による新たな住宅地の整備

を促進します。

また、“まちのまとまり”や“まとまりの拠点”の範囲に含まれていない地域においては、良好な営

農環境の保全を前提とした、ゆとりのある住環境の形成を図ります。

（３）⼯業⽤地 
工業用地は、本市の産業経済の振興基盤として重要であり、適切に確保していく必要がありま

す。工業用地の確保にあたっては、“産業のまとまり”の範囲を踏まえ、交通アクセスや関連産業

との連携等を勘案するとともに、現在、一定程度の工業用地が集積しているエリアでの立地を基

本とし、良好な操業環境の確保に努めます。

（４）商業業務地 
既存の商業業務地については、活性化や商業環境整備を促進し、エリアとしての機能の維持・

向上を図るとともに、大規模商業施設等の郊外部での立地の規制や、適切な土地利用への誘導

により、中心市街地や既存集落のスプロール化の防止に努めます。

また、“まとまりの拠点”の形成を意識しつつ、“まちのまとまり”のなかでの生活利便施設の確

保に努めます。

（５）農⽤地 
現在の農用地の保全と整備を図るとともに、ほ場整備事業などによる新たな優良農地の創出、

遊休化している農用地の利用促進と適正な管理を促します。

また、良好な営農環境を保持するため、農用地のまとまりを確保します。そのために、都市計画

区域内の用途無指定地域や都市計画区域外において、特に幹線道路沿線などの宅地化需要が

強い地域の農用地については、『農業振興地域整備計画』などとの調整により、保全が図られる

よう適切な対応に努めます。

（６）森林 
本市は妙義山をはじめとする山々に囲まれ、森林は、本市固有の景観を印象づける眺望景観

をつくっています。また、水源の涵養や災害の防止といった公益的機能を担っています。このよう

なことを踏まえ、森林の適切な保全と管理を促進し、現在の概ねの範囲を維持していくことを基

本とします。
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（７）公園・緑地 
公園や緑地は、市民に憩いや自然とのふれあい、運動などのレクリエーション活動、文化活動

などの場を提供するとともに、自然環境の保全やヒートアイランド現象の緩和、災害時の避難場

所や火災等の被害の緩和、観光や交流の場などの役割を踏まえ、立地する地域や機能に即した

適正な管理に努めます。

また、各公園・緑地の利用状況、子ども達や子育て世代をはじめとするさまざまな市民の需要

などを踏まえ、だれもが気軽に行ける・少し遠くても行きたいと思える魅力的な公園・緑地の整備

に努めます。

（８）河川 
治水機能の向上を図るとともに、水辺の自然環境と景観の保全を図ります。

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆ 新たな土地利用計画制度の導入・検討 

◆ 公園機能の充実と維持管理 

◆ 景観形成の推進 

◆ 安全で良質な住環境づくり 

◆ 企業誘致の促進 

◆ 農地の流動化と有効利用の促進 

◆ 土地基盤整備の推進 



5 

78

１-２ ⼟地利⽤の構想 
土地利用や道路ネットワークの現状、設定した“まちのまとまり”の範囲と、土地利用の方針を

踏まえ、土地利用の構想を示します。

⼟地利⽤の現状と道路ネットワーク 

⼟地利⽤の現状と“まちのまとまり” 
資料：「国⼟数値情報（⼟地利⽤細分メッシュデータ）」（国⼟交通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-L03-b.html）を加⼯して作成
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⼟地利⽤の構想 
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１-３ 都市施設の整備等の分野別⽅針 
土地利用の方針と同様に、『都市と交通のマスタープラン【Ⅰ 総論】』で示した【５ まちづくり

の課題】と『第２次富岡市総合計画中期基本計画』で示された「課題解決のための事業（施策の

展開）」との関連性を踏まえて、以下に分野別方針を示します。

（１）道路基盤の整備 
対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

①まちなかの機能の維持と集約化 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

③まちなかと郊外部の“まとまり”をつなぐ 

課題２：移動しやすくする 

（１）わかりやすい・利用しやすい公共交通の仕組みをつくる 

①公共交通による“つながり”の確保

課題３：地域の人やモノを活かす 

（３）公共施設を見直す 

①インフラ資産の見直し

課題４：人やモノを守る 

（１）災害に備える 

①自然災害に備える

（２）健康で自由な活動を支える 

②徒歩で日常生活をおくりやすいまちづくり 

③健康づくりにつながる歩きやすい基盤整備

主要地方道などによる広域的な都市間交通のネットワークと、幹線市道などによる市内交通の

ネットワークの利便性、災害時の避難・救助機能の確保に向け、都市計画道路や幹線道路の整

備を推進します。

また、徒歩での移動を考慮した都市機能の維持・集約化と、市民の健康づくりと地域活動の促

進を踏まえ、“歩きやすく、歩きたくなる”環境づくりを推進します。
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主な道路整備事業 

道路名 内容 実施個所 事業主体 

目的：歩行者や自転車の安全な通行環境など、生活空間における安全・安心な道路環境の確保 

①県道下仁田安中倉渕線 歩道整備 上丹生 群馬県 

②県道前橋安中富岡線 歩道整備 別保 群馬県 

③馬見塚芝宮線（都市計画道路） 道路新設 富岡 富岡市 

④田篠小幡線（都市計画道路） 道路新設 田篠 富岡市 

⑤市道 6012 号線ほか 現道拡幅 富岡 富岡市 

目的：魅力的なまちなみの形成 

⑥県道富岡神流線 電線共同溝 富岡（仲町通り） 群馬県 

目的：周辺地域との周遊性の向上 

⑦県道宇田磯部停車場線（富岡工区） バイパス整備 妙義町下高田 群馬県 

目的：周辺地域との連携強化し、交流促進 

⑧西毛広域幹線道路 

（安中富岡工区）（富岡下黒岩幹線（都市計画道路）） 

バイパス整備 上高尾 群馬県 

目的：市街地における円滑な交通の確保 

⑨国道 254 号（富岡交差点） 交差点改良 富岡 群馬県 

道路整備事業箇所 

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆ 都市計画道路の整備 

◆ まちなか整備 

◆（都市基盤の）環境保全活動の支援 
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（２）公園の整備 
対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

①まちなかの機能の維持と集約化 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

①将来の暮らしやすさを見据えた機能の維持と集約化 

課題３：地域の人やモノを活かす 

（１）協働により人の力を活かす 

①協働によるまちづくりを将来につなぐ 

②だれもが地域にかかわりやすい環境の整備 

（３）公共施設を見直す 

①インフラ資産の見直し

課題４：人やモノを守る 

（２）健康で自由な活動を支える 

①高齢者の「移動手段」や「活動拠点」の確保 

②健康づくりにつながる歩きやすい基盤整備

５か所ある都市計画公園のうち、４か所はすでに供⽤されています。これらの公園機能の充
実と適正な維持管理を図ることにより、安全性の確保と⻑寿命化を推進します。
未供⽤の中高瀬観音山遺跡歴史公園は、事業認可を受けて現在事業を進めています。

また、市民の健康づくりや余暇の需要、市民による活動の拠点としての機能を重視するととも

に、地域や市民との協働による維持を検討します。

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆ 公園機能の充実と維持管理 

◆ 公園の適正管理と長寿命化 

◆ 歴史・伝統・文化資源の次代への継承 
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（３）景観の形成 
対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

②低未利用土地の利用促進 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

②適正で秩序ある土地利用の促進・誘導

課題３：地域の人やモノを活かす 

（２）景観を活かす 

①適正な景観形成の誘導 

地域の象徴として市民に親しまれている歴史的建造物（景観重要建造物や景観重要資源など）

の外観修復や、良好な景観づくりのための建築物の修理・修景の費用への助成、景観上好ましく

ない屋外広告物に対する監視・把握による是正指導などを通して、美しいまちなみづくりを促進

します。 

また、現在整備中の西毛広域幹線道路の全線開通を見据え、沿線の自治体や県と連携し、道

路沿線の土地利用とあわせ、屋外広告物等の規制を含めた良好な景観づくりを推進します。 

さらに太陽光発電施設の設置については、開発地周辺の環境に対して大きな影響を与えてい

る事例が見受けられます。こうした問題に対応するため、「市太陽光発電施設と景観の調和に関

する条例」に基づき、周辺の住環境や自然環境の保全に努めます。

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆ 空き家の適正管理 

◆ まちなか整備 

◆ 景観形成の推進 

◆ 安全で良質な住環境づくり 

◆（都市基盤の）環境保全活動の支援 
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（４）下⽔道・浄化槽の整備 
対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

①まちなかの機能の維持と集約化 

③利便性を“まちの魅力”として活用 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

①将来の暮らしやすさを見据えた機能の維持と集約化 

②適正で秩序ある土地利用の促進・誘導 

課題３：地域の人やモノを活かす 

（３）公共施設を見直す 

①インフラ資産の見直し

快適で衛生的な住環境を確保するため、公共下水道事業の推進を図るとともに、接続率の向

上に努めます。公共下水道や農業集落排水が整備された地域以外では合併処理浄化槽の整備

を促進します。

また、合併処理浄化槽による処理等で発生する汚泥を処理する衛生管理センターの老朽化

が進んでおり、設備更新のための都市計画決定を検討します。

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆ 公共下水道事業の推進 

◆ 農業集落排水事業の推進 

◆ 浄化槽整備の推進 

◆ 汚水処理施設の運用・整備 
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（５）公共交通の確保と利便性の向上 
対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

①まちなかの機能の維持と集約化 

③利便性を“まちの魅力”として活用 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

①将来の暮らしやすさを見据えた機能の維持と集約化 

③まちなかと郊外部の“まとまり”をつなぐ 

課題２：移動しやすくする 

（１）わかりやすい・利用しやすい公共交通の仕組みをつくる 

①公共交通による“つながり”の確保 

②乗合タクシーの利便性向上 

③買い物や通院がしやすい環境づくり 

（２）将来にわたる公共交通利用の需要を引き出す 

①新たな公共交通利用者の獲得 

②将来にわたる公共交通環境の維持 

課題３：地域の人やモノを活かす 

（１）協働により人の力を活かす 

①協働によるまちづくりを将来につなぐ 

②だれもが地域にかかわりやすい環境の整備 

（３）公共施設を見直す 

①インフラ資産の見直し

課題４：人やモノを守る 

（２）健康で自由な活動を支える 

①高齢者の「移動手段」や「活動拠点」の確保

人口の集積や生活利便施設を含む都市機能の維持を図り、“まちのまとまり”や“まとま

りの拠点”を効果的につなぎ、市民の暮らしと地域コミュニティを支える公共交通ネット

ワークを再構築するために、『富岡市地域公共交通網形成計画』を策定します。

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆ 上信電鉄の利用者の確保 

◆ 公共交通の利便性向上 
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（６）住環境の形成 
対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

①まちなかの機能の維持と集約化 

②低未利用土地の利用促進 

③利便性を“まちの魅力”として活用 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

①将来の暮らしやすさを見据えた機能の維持と集約化 

②適正で秩序ある土地利用の促進・誘導 

課題３：地域の人やモノを活かす 

（２）景観を活かす 

①適正な景観形成の誘導 

（３）公共施設を見直す 

①インフラ資産の見直し

課題４：人やモノを守る 

（１）災害に備える 

①自然災害に備える

“まちのまとまり”の維持を踏まえ、中心市街地と郊外部それぞれの特性を活かした豊かな住環

境の形成を図ります。また、人口減少と高齢化を背景に、増加している空き家や空き地などの低

未利用土地の利活用と適切な管理を促進します。

『富岡市耐震改修促進計画』に基づく住宅の耐震化や長寿命化を促進するとともに、地区計

画が都市計画決定されている２か所の区域について、「富岡製糸場周辺地区」では、魅力的な界

隈性のあるまちなみを形成する都市基盤を守りつつ、建築物の更新等を促進することで、安全

性や快適性の高いまちづくりを進めます。「上州富岡駅北地区」では、“まちのまとまり”を維

持するために居住人口の増加をめざしており、より住みやすさを感じられる住環境の整備を進

めます。

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆（環境・安全の）環境保全活動の支援 

◆ 空き家の適正管理 

◆（都市基盤の）環境保全活動の支援 

◆ 新たな土地利用計画制度の導入・検討 

◆ 公園機能の充実と維持管理 

◆ 公園の適正管理と長寿命化 

◆ 安全で良質な住環境づくり 

◆ 住宅セーフティネットの構築 

◆ 空き家等の利活用 
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（７）防災・安全確保体制の充実 
対応する「まちづくりの課題」 

課題１：まちとしての“まとまり”を維持する 

（１）中心市街地の“まとまり”を維持する 

①まちなかの機能の維持と集約化 

（２）郊外部の“まとまり”を維持する 

①将来の暮らしやすさを見据えた機能の維持と集約化 

②適正で秩序ある土地利用の促進・誘導 

課題３：地域の人やモノを活かす 

（１）協働により人の力を活かす 

①協働によるまちづくりを将来につなぐ 

②だれもが地域にかかわりやすい環境の整備

課題４：人やモノを守る 

（１）災害に備える 

①自然災害に備える

災害に備える基盤整備の充実を図るとともに、地域コミュニティを基礎とする市民自らによる

取組の促進によって大規模な自然災害に備えます。

また、災害防止のための対策や、災害発生時に被害を最小限に抑制する対策を着実に進める

ため、国土強靭化基本法に基づく『国土強靭化地域計画』を策定するとともに、『ため池ハザー

ドマップ』の作成など、関連する施策を推進します。

なお、本計画及び３つのまちづくりプランにおいて人口の集積を図るエリアとして設定する“ま

ちのまとまり”には、災害発生の危険性が高いエリア（土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区

域、洪水浸水想定区域）を含まない設定とします。

対応する『第２次富岡市総合計画中期基本計画』における「課題解決のための事業（施策の展開）」 

◆（環境・安全の）環境保全活動の支援 

◆ 市民の防災意識の高揚 

◆ 防災体制の充実 

◆ 防災・防犯体制の促進 

◆ 空き家の適正管理 

◆ まちなか整備 

◆（都市基盤の）環境保全活動の支援 

◆ 新たな土地利用計画制度の導入・検討 

◆ 安全で良質な住環境づくり 


