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10．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］都市機能の集積の促進の考え方  

（１）高山市第八次総合計画（平成 27年～平成 36年）における位置づけ 

【土地利用】 

・土地の実態把握や秩序ある土地利用の推進などにより総合的な土地利用をすすめます。 

・中心市街地における都市機能の集積、各地域の核となる地区における居住環境の向上や産業振 

興の促進などにより利便性を高める土地利用をすすめます。 

・良好な景観の保全・活用や農業生産基盤の整備、企業の集積や立地の促進などにより地域特性 

を活かす土地利用をすすめます。 

・災害時のライフライン確保のための基盤整備や土地の安全性に対する意識の醸成などにより安 

全・安心を確保する土地利用をすすめます。 

 

 

［２］都市計画手法の活用  

（１）準工業地域における大規模集客施設立地の規制 

 準工業地域に指定されている地区について大規模集客施設の立地を制限する特別用途地区を指

定 

平成 22年 2月 都市計画案縦覧期間 

 平成 22年 3月 都市計画審議会 

 平成 22年 4月 都市計画決定告示 

［３］都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等  

（１）庁舎などの行政機関、病院・学校等の立地状況 

施設大分類 施設小分類 市内施設数 中心市街地活性化区域 

官公署施設 市庁舎 10施設 本庁 

  法務省機関 2施設 岐阜地方法務局高山局、高山拘置支所 

  財務省機関 1施設 高山税務署 

  厚生労働省機関 4施設 ワークサロンたかやま 

  国土交通省機関 2施設  - 

  県機関 1施設  - 

  警察機関 19施設 高山警察署、駅前交番、安川交番 

  裁判所 1施設 岐阜地方裁判所高山支部 

都市計画

（地域地区） 
都市計画区域   活性化区域全域 

  用途地域   活性化区域全域 

  特別用途地区 3地区  - 

  高度地区 6地区 
城下町地区（13m）、安川通り地区（16m）、陣屋後背地地区（19m）、

駅東地区（22m）、駅西地区（22m）、駅周辺地区（31m） 

  防火地域 1地域 防火地域 

  準防火地域 1地域 準防火地域 

  風致地区 4地区  - 

  駐車場整備地区 1地区 駐車場整備地区 

  
伝統的建造物群

保存地区 
2地区 三町伝建地区、下二之町大新町伝建地区 

  地区計画 1地区  - 
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都市計画

（都市施設） 
公園・緑地 12施設 昭和児童公園 

  駐車場 3施設 弥生橋駐車場、花岡駐車場、神明駐車場 

  汚物処理場 1施設  - 

  市場 1施設  - 

  公共下水道 1施設  - 

  と畜場 1施設  - 

  ごみ焼却場 1施設  - 

都市計画

（市街地開

発事業） 

土地区画整理事

業 
3事業 高山駅周辺土地区画整理事業 

公園 都市公園 36か所 
川上別邸史跡公園、大雄寺広場、中橋公園、宮川水辺ふれあい公

園、市民広場、七日町広場、昭和児童公園、まちの博物館公園 

  地区公園 39か所  - 

市営住宅 市営住宅 822戸  - 

JR JR駅 6駅 高山駅 

高速バス 高速バス停留所 5か所 高山濃飛バスセンター 

郵便事業所 郵便局会社 29事業所 高山、八幡、上一之町、名田 

駐車場 市営駐車場 11か所 広小路、神明、弥生橋、えび坂、花岡、空町、かじ橋、天満、不動橋 

福祉施設 福祉センター 11施設 総合 

児童福祉施

設（関連施

設） 

保育園 25園 総和、西、北 

  児童厚生施設 5施設 昭和児童センター、ふれあい児童館 

  
母子生活支援施

設 
1施設  - 

  児童養護施設 1施設  - 

  
福祉型障がい児

入所施設 
1施設  - 

  
障がい児通所支

援事業所 
7施設 あゆみ学園、なちゅらる 

  児童相談所 1施設  - 

  
留守家庭児童教

室 
15教室 西小 

  
子育て支援センタ

ー 
1か所  - 

  つどいの広場 11か所 ひとまちぷら座かんかこかん 

  病児保育室 1か所  - 

  児童遊園 6か所 東、一本杉、北 

高齢者施設 老人保健施設 5施設 はなさと 

  老人いこいの家 4施設 ふれあい 

  
デイサービスセン

ター 
40施設 

健倖倶楽部、おふくろ苑、レコルテ、まんてん、さんさん通り、ふれ

あい 

  

認知症対応型デ

イサービスセンタ

ー 

5施設 ふれあい 

  グループホーム 7施設  - 

  軽費老人ホーム 1施設  - 

  有料老人ホーム 5施設  - 

  
（特別）養護老人

ホーム 
5施設  - 

医療施設 中核病院 2施設 高山赤十字病院 

火葬場 火葬場 3施設  - 

ごみ処理施

設 
ごみ処理施設 7施設  - 

消防施設 消防庁舎 7施設  - 

観光施設 観光施設（公設） 33か所 飛騨高山観光案内所 

ゴルフ場 ゴルフ場 8か所  - 

スキー場 スキー場 7か所  - 
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金融機関 十六銀行 3か所 高山支店、高山駅前支店 

  大垣共立銀行 2か所 高山支店 

  富山第一銀行 1か所 高山支店 

  北陸銀行 1か所 高山支店 

  高山信用金庫 15か所 
本店、川西支店、八軒町支店、さんまち通り支店、駅前支店、駅西

支店 

  飛騨信用組合 13か所 本店、けやき通り支店、城山支店、本町ｻﾃﾗｲﾄ出張所 

  東海労働金庫 1か所 高山支店 

文化教育施

設 
小学校 19校 西小 

  中学校 12校  

  高等学校 4校  - 

  短期大学 1校  - 

  特別支援学校 2校 高山日赤分校 

  幼稚園 3園  - 

  適応指導教室 1教室  - 

  
勤労青少年ホー

ム 
1施設  

  青少年交流の家 1施設  - 

  文化会館 1施設 市民文化会館 

  文化伝承館 1施設  - 

 公民館 15施設 市公民館 

  図書館 10施設 煥章館 

  
指定文化財（建造

物） 
107施設 国分寺本堂、日下部家住宅、吉島家住宅ほか 14施設 

  歴史文化施設 9施設 市政記念館、松本家住宅、宮地家住宅、飛騨高山まちの博物館 

体育施設 屋内運動場 18施設  - 

  野球場 1施設  - 

  テニスコート 8施設  - 

  陸上競技場 2施設  - 

  プール 4施設  - 

  相撲場 1施設  - 

  武道場 2施設  - 

  グラウンド 16施設  - 

  ゲートボール場 17施設 八幡屋内ゲートボール場 
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［４］都市機能の集積のための事業等  

４から８に記載した事業のうち、都市機能の集積に寄与が特に大きいと考えられる事業は以下の

とおりである。 

 

４．市街地の整備改善 

○高山駅周辺土地区画整理事業 

○駅東口駐車場整備事業 

○駅東口駐輪場整備事業 

○駅前広場整備事業 

○高山駅東西線（自由通路）整備事業 

○駅東口公衆トイレ整備事業 

○観光案内所整備事業 

○旧森邸等整備事業 

○交流広場等整備事業 

 

５．都市福利施設の整備 

 ○まちの縁側創出事業 

 

６．街なか居住の推進 

○若者定住促進事業 

○まちなか定住促進事業 

 

７．経済活力の向上 

○外国人対応おもてなし拠点施設整備事業 

○商店街機能強化事業 

○ドリーミンショップ事業 

○総合的な空き店舗活用促進事業 

 

８．公共交通機関の利便性の増進、特定事業及び措置の推進 

○高山駅周辺整備関連施設における移動円滑化の促進 

 

 

 

 

 


