
　人口や産業が集中し、さまざまな活動が行われる都市
においては、放置しておくといろいろな用途や形態の建物
が無秩序に建設され、その結果、騒音・悪臭・日照阻害等
により生活環境が悪化するばかりか、都市機能が混乱し、
住みにくい不便なまちとなります。このため市街地の建築
物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置し、機能の混在
を防ぎ、土地の純化を図り、良好な環境を確保するために
用途を定めています。
　用途地域は、地域地区の中でも特に土地利用計画の
基本となるものであり、市街化区域については少なくとも
定めることになっています。また、用途地域は健全な都市
を育成するため、建築物の用途や形態別に12種類の地
域に細分され、その具体的な制限内容は建築基準法に
定められています。さらに、他の地域地区と適切に組み合
わせて定めることで、よりきめ細かな土地利用の規制、誘
導を図ることができます。

　地域地区は、都市における土地利用の計画を実現していくための規制、誘導という
役割を果たすものであり、土地の特性や土地利用の動向を考え、住宅環境の保護、商
工業など都市機能の維持増進、美観風致の維持、公害の防止など健康で快適かつ
機能的な都市環境を形成し、保つために定められます。

　本市においては、昭和11年に住居地域、商業地域、工
業地域の指定がありました。その後、市勢の伸展と市域
の拡大に伴い、数次にわたり変更等が行われ、昭和46年
には新都市計画法による市街化区域全域に地域指定が
行われ、さらに昭和47年11月には、改正建築基準法に伴
う制度となり、平成4年の都市計画法及び建築基準法の
改正（平成5年から施行）により、住環境の保護、市街地
形態の多様化への対応等を目的として、平成8年に、用途
地域の種類が8種類から12種類に細分化されました。

10

１　用途地域

市街化区域面積 5,796ha

333ha (5.7％)

821ha
(14.2％)

89ha (1.5％)

1,907ha
(32.9％)

47ha (0.8％)

340ha (5.9％)

934ha
(16.1％)

710ha
(12.3％)

266ha (4.6％)
工業専用地域

商業地域 228ha (3.9％)

近隣商業地域

準住居地域 121ha (2.1％)

第二種住居地域

第一種住居地域

第二種中高層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層
住居専用地域

準工業地域 工業地域

用途地域の構成比

１）地域地区１）地域地区１ 域地１）地 区地域域地区区１ 域地１）地 区地域域地地区区

Ⅲ.土地利用



低層住宅の良好な環境を守るための地
域です。小規摸なお店や事務所をかね
た住宅や小中学校などが建てられます。

用途地域の種類
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中高層住宅の良好な環境を守るための
地域です。病院、大学、500㎡までの一
定のお店などが建てられます。

道路の沿道において、自動車関連施設
などの立地と、これと調和した住居の環
境を保護するための地域です。

近隣の住民が日用品の買物をする店舗
等の業務の利便の増進を図る地域で
す。住宅や店舗のほかに小規模の工場
も建てられます。

銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所
などの商業等の業務の利便の増進を図
る地域です。住宅や小規模の工場も建
てられます。

主に軽工業の工場等の環境悪化の恐
れのない工業の業務の利便を図る地域
です。危険性、環境悪化が大きい工場
のほかは、ほとんど建てられます。

主として工業の業務の利便の増進を図
る地域で、どんな工場でも建てられます。
住宅やお店は建てられますが、学校、病
院、ホテルなどは建てられません。

専ら工業の業務の利便の増進を図る地
域です。どんな工場でも建てられます
が、住宅、お店、学校、病院、ホテルなど
は建てられません。

主に中高層住宅の良好な環境を守るた
めの地域です。病院、大学などのほか、
1,500㎡までの一定のお店や事務所な
どが建てられます。

住居の環境を守るための地域です。
3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなど
は建てられます。

主に住居の環境を守るための地域で
す。店舗、事務所、ホテル、ぱちんこ屋、
カラオケボックスなどは建てられます。

第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域

準住居地域 近隣商業地域 商業地域

準工業地域

主に低層住宅の良好な環境を守るため
の地域です。小中学校などのほか、150㎡
までの一定のお店などが建てられます。
（現在岡崎市では定められていません。）

工業地域 工業専用地域

第二種低層住居専用地域



　防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の
危険を防除するため定める地域です。
　これらの地域の建築物は、階数や延べ面積の規模に
より、耐火または準耐火構造建築物を建築しなければな
らないなどの構造上の制限を定めています。本市では現

在、防火地域28ha、準防火地域1,060haを定めています。
　なお、防火・準防火地域の指定がない区域（都市計画
区域外は除く）は、建築基準法第22条区域（屋根を不燃
のもので造る等）に指定されています。
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防火地域と準防火地域での構造制限

３　防火地域及び準防火地域

２　高度利用地区

防 火 地 域
階　　数 階数３以上のもの 左以外のもの
延べ面積 100　を超えるもの

準防火地域
階　　数 階数４以上のもの 階数３のもの（地階を除く）

延べ面積 1,500　を超えるもの 500　を超え1,500　以下
のもの

（地階を除く）

規模
構造

区分

原則として、木造の建築物は
禁止されます

防火構造としなければならな
いもの

準耐火または耐火建築物
としなければならないもの

耐火建築物としなければなら
ないもの

木造の建築物の外壁、軒裏
及び開口部で延焼のおそれ
のある部分

本町康生西地区

　高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地
の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る
ため、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最
高限度、建築面積の最低限度、並びに壁面の位置の制
限を定める地区であって、都市再開発法による市街地再

開発事業はこの地区内で行われます。
　本市では、１地区5.5haの高度利用地区を定めており、
この中の本町康生西地区において市街地再開発事業が
行われました。



　都市の商業集積地区では駐車場不足や違法路上
駐車による交通渋滞や交通事故の発生の原因となるな
ど大きな社会問題となっています。
　円滑な道路交通を確保するため、駐車場整備地区を
指定し、都市計画駐車場をはじめ、計画的な駐車場の
整備を推進していきます。本市では、康生伝馬駐車場整
備地区、明大寺駐車場整備地区の２地区 69.3haを定
めています。
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４　風致地区

５　駐車場整備地区

駐車場整備地区

・建物の形態や色などが、まわりの風景と不調和でないこと
・周辺の風致に支障のないよう、植栽を施すこと

康生伝馬地区

明大寺地区

風致地区内における制限

区分
建物高さ

（m）

10以下

15以下

建ぺい率

（％）

30以下

40以下

外壁の後退距離（m）

接道部

2以上

2以上

その他

1以上

1以上

第２種風致地区

第３種風致地区

　都市における自然の風致や景観を維持し、自然美豊
かな景勝を保護するために定められる地区です。この地
区は、自然的な景観と建築物や宅地造成などの調和を
図るため、県の条例により建築行為、宅地造成、木竹の
伐採等の規制を行っています。本市では、15地区788ha
を定めています。
　この地区内で建築や造成などを行うときは、あらかじ
め市長の許可が心要となります。例えば、家を建てる場
合には、右のような制限があります。

竜城風致地区（岡崎城）
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保全する農地

市街化区域内農地

宅地化する農地

生産緑地地区の指定 計画的な宅地化等

６　生産緑地地区

　宅地化する農地（宅地化農地）については、住宅・宅
地供給のための措置あるいは公共施設等の用地として
の性格を持ち、土地区画整理事業の実施等により道路、
公園等を整備し計画的に宅地化を図っていくものです。

①都市内で安心して農業が継続できます。
●農地としての土地利用が都市計画上明確に位置　
づけられることとなります。

●市や農業委員会が生産緑地の管理のために必要　
な助言、土地の交換のあっせん、その他の援助を行
います。
②農地として管理することが義務付けられ農地以外の
利用ができません。
●生産緑地地区内では、建築物などの新築、改築また
は増築や宅地造成などの土地の形質の変更などは
原則としてできません。
③生産緑地制度には、買取り制度があります。
●生産緑地に指定されてから30年を経過したときは、市
に買取りの申出ができます。
　そのほか、中心となって農業に従事されている方（主
たる従事者）が死亡、故障などで農業経営が不可能
となった場合も同様に買取りの申出ができます。
④税制上の優遇措置が受けられます。
●固定資産税、相続税などで優遇措置が受けられま
す。

生産緑地地区

指定された生産緑地は 宅地化する農地は

　生産緑地地区は、市街化区域内にある農地の農業
生産活動に裏付けられた緑地機能に着目して、公害や
災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等に
役立つ農地を計画的に保全し、良好な都市環境の形成
を図ろうとする制度です。本市では646地区112.1haを定
めています。
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地区計画の内容と制限項目

道路

広場

道路 樹林地

ア地区施設の配置及び規模

イ建築物等の制限

ウ草地や樹林地の保全

道路、小公園、緑地、広場等

建築物の用途、壁面の位置、敷地
面積、建ぺい率、容積率、高さ等

地区施設の配置
および規模

建築物等の制限

草地や樹林地の
保全

地区施設とは主として、地区住民の
利用する道路、小公園、緑地、広場、
その他の公共空地をいい、それらの
配置や規模を定めます。
　●建築物や工作物の用途
　●壁面の位置の制限
　●建築物の形態、デザイン
　●垣またはさくの構造
　●敷地面積や建築面積の最低限度
　●建ぺい率（＝建築面積／敷地面　
　積）の最高限度

　●建築物の高さの最高限度あるい
　は最低限度
現存する草地や樹林地を残すことを
定めます。

　●容積率（＝各階床面積の合計／ 
　敷地面積）の最高限度あるいは　
　最低限度

ア

イ

ウ○

○

○

　地区計画は、一定の土地の区域におけるまちづくりに
関する計画です。
　道路、公園等の配置や建物の建築形態等に関し、必
要なルールを決め、地区の特色を生かした良好なまちづ
くりを行うものです。

　本市では21地区において建築物等の制限を付加した
地区計画が定められていますが、今後とも潤いのあるまち
づくりを進めていくため、地区計画制度の積極的な活用
を考えています。

地区計画で決められることは
　まず第一に、地区の整備方針を決めることにより、地区のイメージをはっきりさせることです。良好な住環境を守ってい
くこと、閑静な住宅地とすること等、今住んでいる人たちの希望、夢、将来の生活設計をその地区の共通の合意事項とし
て、地区の将来像を明確にすることです。
　次に、具体的な地区の整備計画として、道路、公園、広場など生活する上で必要となる公共施設の配置、建築物に対
する制限、土地利用の制限が詳細に決められます。
　まちづくりの詳細なルールについては、地区の実状、住民のみなさんの意見が基本となりますので、それぞれの地区に
より異なります。

岡崎市で地区計画が定められている地区

２）地区計画

●真伝地区　　　　●小針地区　　　　　　●茅生台地区　　　　●ライクタウン花園地区
●高根山地区　　　●香山の里地区 　　●開元の里地区　　　●緑風台地区
●葵工業団地地区 ●シビックヒルズ地区　●小呂ミタライ地区 ●さくら台地区
●八帖地区　　　　●蓑川南部地区　　　　●田口地区　　　　　●緑陽台地区
●上六名地区 ●春咲地区 　　　　　●あずき坂地区　　　●西蔵前地区　　●岩津地区
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代表事例紹介

●春咲地区
　この地区は周辺の環境と調和した、良好な住環境の形成と教育施設や業務施
設等の土地利用を主体とし、将来的な地区の発展を図ります。

●八帖地区
　この地区は味噌製造工場と住宅との共存した住環境の維持・保全及び土
地利用の観点からの伝統的な地場産業の保護・育成を図ります。

建 築 物 の 用 途／各地区にふさわしい建築物
容　　積　　率／用途地域の制限に準ずる（A地区、C地区）
　　　　　　　　　200％以下（B地区） 
建　ぺ　い　率／用途地域の制限に準ずる（A地区、C地区）
　　　　　　　　　60％以下（B地区）

●さくら台地区
　この地区は住宅地として豊かな自然と調和した低層住宅の良好な居住環
境を形成、保持します。

建 築 物 の 用 途／一戸建専用住宅又は二戸連続建専用住宅等
容　　積　　率／100％以下
敷　地　面　積／180㎡以上
壁 面 の 位 置／敷地境界線より１ｍ以上後退（緩和措置有り）
建 物 の 高 さ／10ｍかつ軒高７ｍ以下
外壁及び屋根の色／マンセル値による色相ごとに彩度を制限
垣・さくの構造／生垣又は高さが1.5ｍ以下のフェンス・ブロック塀等

建 築 物 の 用 途／各地区にふさわしい建築物
容　　積　　率／A地区は100％以下
敷　地　面　積／160㎡以上
壁 面 の 位 置／敷地境界線より0.5ｍ以上後退
建 物 の 高 さ／10ｍ以下かつ北側斜線（A地区）　25ｍ以下（B地区）
垣・さくの 構 造／生垣又は高さが1.5ｍ以下の透視可能なフェンス等


