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1. 野々市市都市計画マスタープランの概要
策定の背景
「都市計画マスタープラン」は、都市計画法第18条の2に基づき、都市の将来ビジョンと、その実
現に向けた施策の基本方針を明確にすることを目的として策定したものです。本市の都市計画マ
スタープランは平成10年に策定されていますが、社会経済情勢の変化に対応し、さらに、新たな総
合計画による将来都市像が掲げられたことを踏まえ、これと整合を図るため、その見直しを行いま
した。

都市計画マスタープランの位置づけ
都市計画マスタープランは、都市計画

野々市市

石川県

法に基づき「市町村の都市計画に関する

総合計画

都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針（都市計画区域マスタープラン）

基本的な方針」としての位置づけを持つ
ものです。
これは、総合的なまちづくり指針であ
る「総合計画」及び県が定める「都市計画
区域マスタープラン」に即し、関連する分
野別計画との整合を図りながら、市民参

即して策定
反映して策定

即して策定

野々市市都市計画マスタープラン

野々市市関連計画
・緑の基本計画
・地域防災計画
・農業振興地域整備計画など

反映して策定

市民参加
都市計画マスタープラン策定委員会
パブリックコメント
地域別意見交換会

加のもとでまちづくりの将来ビジョンを
描いたものです。

都市計画マスタープランを指針としたまちづくりの実現

今後のまちづくりの考え方
①今後の高齢社会を迎えるにあたり、健康づくり、歴史散策や、緊急時の避難路確保のためにも、歩
いて暮らせる まちづくり を進めていきます。
②既成市街地における、地域の持つ歴史や伝統を生かした まちづくり を進めていきます。
③市の更なる成長のために、新産業を創出し、新たな 野々市ブランド の確立に向けた取り組みを
進めていきます。

計画目標年次と対象区域
【計画の目標年次】
目標年次は、基準年である平成17年（2005年）の20年後の平成37年（2025年）とします。
【対象区域】
対象区域は、野々市市全域とします。
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2. 都市の将来像
将来都市像

安全・快適な生活環境を備えた魅力ある定住都市
まちづくりの目標
1. 住み続けることに魅力があり、活力のあるまちづくりを進めます。
2. 歩いて暮らせる快適で身近なまちづくりを進めます。

3. 環境に優しく、農や緑と調和したうるおいのある都市環境の形成を進めます。
4. 誰もが安全で安心して暮らせるまちづくりを進めます。

5. 本市を愛し支える人を育て、市民・行政のパートナーシップを形成します。

目標人口

55,000人（平成37年）
将来の都市構造
【土地利用構成】
本市は、様々な変遷と役割を

将来都市構造図

持 っ て 形 成 さ れ た「 既 成 市 街
地」と、既存施設等を活用した
都市機能強化のための「新市街
地」と、良好な都市環境を支え

北部商業交流拠点

る「農地」を、コンパクトに融合
配置した土地利用構成を目指

交通交流拠点

します。

業務拠点
文化交流拠点

【都市拠点】

地域中心
交流拠点

健康防災拠点

都市拠点は、地区を特徴づけ
るだけでなく、
「人の集散」から
「都市の交流促進」を促す「マグ

情報交流拠点

ネット機能」もあり、歩けるま
ちづくりの重要な要素として

学術・新産業
南部商業交流拠点
創造拠点

捉えます。
【道路交通ネットワーク】
広域都市間及び都市内に点
在する拠点間を有機的に連絡
し、都市内交流を促す重要な交
通施設網として位置づけます。
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学術研究拠点

野々市

3. まちづくりの基本方針
土地利用の方針
土地利用方針図

住宅地区
歴史的街並み形成地区
商業業務地区
沿道サービス地区
工業業務地区
農業地区
大規模公園
大

大学
主要施設

【工業業務地区】
【住宅地区】
・用途の混在の抑制と良好な住宅地の維持向上による定 ・既存軽工業施設を職住近接の貴重な就業基盤として住
宅と共存
住の促進
・石川県立大学周辺地区を新産業創出の拠点として誘導
・空き家や低未利用地の有効利用を促進
（歴史的街並み形成地区）
【農業地区】
・既存の歴史的建築物や街道空間の保存・再生
・貴重な生産基盤としての農地の保全・活用
・石川県立大学との連携のもとに快適な都市環境を創出
【商業業務地区】
するための都市近郊のモデルフィールドとして活用を
・土地利用の高度化と活性化の誘導
推進
・農業関連施設の配置
【沿道サービス地区】
・既存集落等の住環境の改善
・商業・業務機能集積地としての計画的な土地利用の誘導
・周辺住宅地への環境を配慮した土地利用の誘導
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市街地の整備方針
既成市街地
○街並みの再生などの推進により魅力向上を促進し、さ
らに定住化を促します。
○市街地環境の改善や良好な沿道空間の整備を図ります。

新市街地
○地区計画や土地区画整理事業などを活用し、本市の発
展に資する計画的な市街地整備の推進を図ります。

都市施設の整備方針
道路
○幹線道路の整備推進および連携強化を図ります。
○うるおいのある空間づくりに努め、歩行者や自転車を
優先したみちづくりを推進します。

上下水道
○計画的効率的な上下水道事業の推進を図ります。
○河川、水路の水質浄化を促進するため、積極的な啓発
活動を図ります。

河川・用水
○河川改修事業の促進を図ります。
○水辺環境の保全や整備を推進します。

公共交通
○JR野々市駅の機能強化を図り、駐車場・駐輪場の整備
拡充を推進します。
○JR、北陸鉄道石川線、路線バス、コミュニティバスな
ど公共交通の利便性向上に努めます。

公園・緑地
○広域防災や緑の拠点として機能充実を図ります。
○身近な公園、広場の計画的な整備を進めます。
○市街地を環状につなぐ緑地軸の形成を図ります。
○市民主体の緑のまちづくりを促進します。
○農用地や歴史的に貴重な緑の保全と活用を推進します。

良好な生活環境形成の方針
環境の保全
○環境負荷の小さいまちづくりの促進を図ります。
○自然的空間の保全を図ります。

良好な生活環境の創出
○都市基盤施設の整備充実を図ります。
○環状緑地軸も活用しつつ、質の高いアメニティ空間の
創出を図ります。

都市景観形成の方針
野々市の特性を活かした景観づくり
○地域の顔づくりや歴史的景観の保全・育成、幹線道路
沿道の秩序ある景観誘導、農地や水辺などのうるおい
のある景観形成などを推進します。

景観まちづくりへの取り組み
○市民の主体的な景観づくり活動を支援し、地域の個性
豊かな景観形成の誘導を推進します。
○景観基本計画の策定を検討します。

安全・安心なまちづくりの方針
災害に強いまちづくり
○安全な避難地・避難路の確保を推進します。
○関係機関とのライフライン対策の連携強化を図ります。
○総合的な浸水対策を推進します。

防犯に配慮したまちづくり
○犯罪の起きにくい環境整備を図ります。
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4 ｰ 1 . 地 域 別 構 想（ 東 部 地 域 ）
〜地域の歴史・文化を活かした出会いと交流のある魅力的な地域づくり〜
まちづくり基本方針図
電線類の地中化

（都）扇が丘中央線などの整備

賑わい商業・業務ブロック
沿道サービス施設形成ブロック
多用途共存・調和ブロック
まちなか居住推進ブロック
既存住宅ブロック

木呂川沿いの遊歩道整備
歩行空間のバリアフリー化

工業・流通ブロック

※その他の整備方針
近隣公園や広場の整備検討
社寺林や名木などの保全
富樫用水（木呂川）などの整備推進

学術拠点ブロック
歴史的街並み共存ブロック
主な公園
環状緑地軸・遊歩道

土地利用の方針
【賑わい商業・業務ブロック】
・横宮交差点周辺における業務機能の向上と賑わ
い創出
・既存商業地における地域に密着した回遊性の高
い商業的空間の形成

【多用途共存・調和ブロック】
・居住環境と産業活動が調和した職住近接型の市
街地形成
【まちなか居住推進ブロック】
・歩いて暮らせるまちなか定住の促進

【沿道サービス施設形成ブロック】
・日常生活を支える商業機能の充実、魅力ある歩行
者空間などの整備

【工業・流通ブロック】
・工業地としての土地利用の展開

【既存住宅ブロック】
・低層戸建て住宅を主体とした良好な住宅地とし
ての環境維持
・共同住宅の質的向上、戸建て住宅と調和した生活
環境の創出による良好な住宅地の形成
・狭隘道路の解消やオープンスペースの確保など
の防災基盤整備による、良好な居住環境の形成

【学術拠点ブロック】
・賑わいある沿道商業地の形成、学術拠点としてふ
さわしい良好な街並み形成
【歴史的街並み共存ブロック】
・中心市街地の活性化に向けた魅力あるまちなみ
の形成など
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4 ｰ 2 . 地 域 別 構 想（ 北 部 地 域 ）
〜活発な都市活動と快適な暮らしを支える利便性の高い地域づくり〜
まちづくり基本方針図
公園の機能充実

幹線道路の整備推進
交通結節機能の強化

遊歩道のネットワーク化

安原川などの整備推進

賑わい商業・業務ブロック
沿道サービス施設形成ブロック
多用途共存・調和ブロック
既存住宅ブロック
魅力ある新市街地形成ブロック

（都）高尾堀内線の延伸
広域防災拠点としての機能拡充

工業・流通ブロック

※その他の整備方針
社寺林や名木などの保全
上下水道の整備促進

農業推進ブロック
主な公園
環状緑地軸・遊歩道

土地利用の方針
【賑わい商業・業務ブロック】
・適正な景観誘導による魅力的な駅前商業地の形成

【既存住宅ブロック】
・低層戸建て住宅を主体とした良好な住宅地とし
ての環境維持
・用途の混在防止と住宅地のさらなる質的向上
・狭隘道路の解消やオープンスペースの確保など
の防災基盤整備による、良好な居住環境の形成

【沿道サービス施設形成ブロック】
・日常生活を支える商業機能の充実、魅力ある歩行
者空間などの整備
・周辺の住環境に配慮した沿道商業地の形成

【工業・流通ブロック】
・工業地としての土地利用の展開

【多用途共存・調和ブロック】
・居住環境と産業活動が調和した職住近接型の市
街地形成

【農業推進ブロック】
・緑の確保

【魅力ある新市街地形成ブロック】
・土地区画整理事業や開発行為などによる宅地化
推進と健全な市街地形成
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4 ｰ 3 . 地 域 別 構 想（ 南 部 地 域 ）
〜産業や良質な住宅地と豊かな都市近郊農地とが調和した住みよい地域づくり〜
まちづくり基本方針図
※その他の整備方針
幹線道路の整備推進
公共交通網の充実
社寺林や名木などの保全
上下水道の整備促進
遊歩道のネットワーク化

富樫用水などの整備推進

公園の機能充実

沿道サービス施設形成ブロック
多用途共存・調和ブロック
既存住宅ブロック
魅力ある新市街地形成ブロック
工業・流通ブロック
学術拠点ブロック
農業推進ブロック
主な公園
環状緑地軸・遊歩道

（都）堀内下林線、
（都）四十万中林線、
（都）四十万新庄線の延伸

土地利用の方針
【沿道サービス施設形成ブロック】
・日常生活を支える商業機能の充実、魅力ある歩行
者空間などの整備

【魅力ある新市街地形成ブロック】
・まちづくりの方向性を明確にした上での健全な
市街地形成

【多用途共存・調和ブロック】
・居住環境と産業活動が調和した職住近接型の市街
地形成

【工業・流通ブロック】
・工業地としての土地利用の展開
【学術拠点ブロック】
・研究開発型企業や関連企業の誘致などによる新
産業創造拠点の形成

【既存住宅ブロック】
・緑豊かでゆとりある良好な住宅地としての環境維持
・用途の混在防止と住宅地のさらなる質的向上
・狭隘道路の解消やオープンスペースの確保などの
防災基盤整備による、良好な居住環境の形成

【農業推進ブロック】
・優良農地の保全・活用と農業関連施設の整備
・田園環境と調和した良好な生活環境の形成
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