
1 
 

前橋市都市計画マスタープラン改訂版（素案）に関するパブリックコメ

ント実施結果について 

 

都市計画課  

 

１ 意見募集期間  

令和元年９月１３日（金）から令和元年１０月１５日（火）まで 

 

２ 意見提出状況 

(1) 意見提出者数：６人 

(2) 意見提出件数：１３件 

(3) 意見の内訳 

No. 項目 件数（件） 

① 都市づくりの基本方針に関する意見  １ 

② 全体構想に関する意見  ６ 

③ 地域別構想に関する意見  ６ 

合計 １３ 

   

３ 意見及び市の考え方の公表 
前橋市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、いただいたご意見に対す

る市の考え方を公表いたします。 
  なお、取りまとめの都合上、いただいたご意見を一部要約しています。 
  貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。 
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①   都市づくりの基本方針について 

No. パブリックコメントによる意見 左の意見に対する市の考え方 

１ ＪＲ新前橋駅周辺においては、

近年では、大型商業施設の立地や

土地区画整理事業の推進、新前橋

駅川曲線の道路拡幅など、地域の

利便性が高くなったと実感してい

る。高崎・東京方面からの玄関口

でもあるこの地域は、本マスター

プランでは、「地域核」に位置づけ

られ、中心市街地との連携に配慮

しながら機能を高めていくとの位

置づけであるので、人口減少・少

子高齢化が進展する状況において

も、地域の利便性がさらに向上

し、地域が発展するよう、まちづ

くりを進めていただきたい。 

 

ＪＲ新前橋駅周辺地区は、都心核

を補完する商業・業務機能や広域行

政機能が集積している地区と位置づ

けています。 

そのため、今後も高次の都市機能

を維持するとともに、地域に対応し

た都市機能の強化を図ることで、交

通結節点の立地を活かした利便性の

高い市街地の形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

②  全体構想について 

No. パブリックコメントによる意見 左の意見に対する市の考え方 

１ 「ひとつの都市として市全体が

地域とともに発展するコンパクト

なまちづくり」と掲げられている

が、市街地のみの発展ではなく、

各所に拠点をつくり、全体的な活

性化を図ることはとても重要な事

に感じられる。 

大胡、新前橋、前橋南がより活

性化されてきた際に、各所を訪れ

る交通手段として自動車が主にな

ると思う。高齢者が各所を訪れる

ことを想定して、より公共交通機

関が整備されることが期待され

る。 

 

本計画の都市づくりの基本目標の

一つである「誰もが快適に移動でき

る公共交通を中心とした交通ネット

ワークの形成」に向け、バスの利便

性向上を中心とした公共交通軸の強

化や公共交通によるまちなか回遊性

の向上を図ります。 
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２ 環境負荷の少ないまちづくりに

関しては、これからの都市づくり

に重要な観点かと思われる。 

環境負荷の軽減のため公共交通

機関の整備が期待される。 

環境負荷の軽減のほか、市民の高

齢化などにも配慮するため「地域公

共交通網形成計画」とも連携するこ

とにより、市民が多様な交通手段を

選択できる公共交通を中心とした交

通ネットワークの構築を目指しま

す。 

 

３ 自然災害が多発している中で

「安心安全なまちづくり」に関し

ては、自然災害への対処が大きく

関わってくる。 

近年の大雨の中で、富士見地区

などでの土砂崩れ警報があるが、

実際に土砂崩れが起きた場合の対

策や被害想定なども重要になる。 

 

災害時のライフラインや避難路・

避難場所の確保のほか、緊急車両の

通行の妨げになる狭隘道路の解消に

向けた災害に強いまちづくりを進め

ます。 

また、防災施設については、広域

的な防災物流拠点などを整備し、大

規模災害への対応機能の向上を図り

ます。 

 ４ 昨今、災害が激甚化しており、

全国的に想定外の被害を受けるケ

ースも多くなっている。災害は、

今後も避けては通れず将来的に

は、必ず大きな災害に直面するこ

とがあると思う。その際、被害を

抑えることには限界があり、復興

の早さが重要だと思っている。特

にライフラインの復旧は時間を要

し、狭隘道路がある場合、緊急車

両だけでなく重機等も入れずその

地区だけ著しく復旧が遅延する。 

「災害に強いまちづくり」を進

めることで、想定外の災害が発生

した際に、復興の早いまちづくり

につながり、結果的にいつまでも

住み続けることができる「安全安

心なまちづくり」となると思う。 
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５ 前橋市では、人口減少や超高齢

社会に対応するべく、立地適正化

計画を策定するなど、将来を見据

えたコンパクトなまちづくりに取

り組んでいることは承知してい

る。 

しかし、現状は、市街化調整区

域等に多くの住宅開発が行われ、

大型店舗等が立地するなど、まち

の郊外化が進んでいる。それに加

え、バスをはじめとする公共交通

機関が乏しいことから、やむを得

ず自動車に依存しなければならな

いことも「コンパクトなまちづく

り」を推進していくうえで大きな

課題である。 

 

ご意見のように「コンパクトなま

ちづくり」を推進していく上で、市

街地の郊外への拡散や公共交通の利

便性の低さは大きな課題です。 

本計画では、市街化調整区域にお

ける土地利用の考え方として、基幹

的な既存集落や鉄道駅周辺への住宅

立地の誘導や幹線道路沿道への利便

施設の適正立地を図ることとしてお

ります。 

また、公共交通の利便性向上に向

け、「本市の地域公共交通網形成計

画」と連携し、バスの利便性向上を

中心とした公共交通軸の強化や公共

交通によるまちなか回遊性の向上を

図るなど、誰もが快適に移動できる

公共交通ネットワークの構築を目指

します。 

 

６ 線引き都市計画区域と非線引き

都市計画区域の土地利用に係る規

制も異なるため、各地域にあった

まちづくりが求められる。 

都市計画マスタープランをはじ

めとした各種計画に基づき、着実

にまちづくりを進め、前橋市が目

指す「コンパクトなまちづくり」

が実現できるよう期待する。 

 

本市の都市部では、都市機能の効

果的・効率的な集約化に努めます。 

また、郊外部では、市街地の拡大

を抑制し、地域の拠点周辺への各種

機能の誘導を促進することにより地

域コミュニティの維持を図るととも

に、営農環境と調和した集落形成に

努めていきます。 

こうしたことにより、それぞれの

地域が発展・連携による相乗効果で

市全体が一つの都市として発展する

ことが重要であると考えておりま

す。 
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③  地域別構想について 

No. パブリックコメントによる意見 左の意見に対する市の考え方 

１  本庁地区・中心市街地について 

中心市街地は再開発事業による

マンション建設等が進められてい

ることからも、商業と居住が共存

するまちを形成することが必要と

感じる。 

また、本町二丁目交差点（五差

路）の改良による通過交通の排除

と、公共交通の利便性強化を軸と

した、自家用車に頼らない生活を

可能にする交通体系を確立するこ

とも重要と考え、高齢社会にも対

応するまちづくりの実現を求め

る。 

 

中心市街地については、今後も必

要とされる都市機能を充実させるこ

とで、居住環境の魅力を高め、多く

の人が住み、様々な生活ニーズを満

たすことのできる地区の形成を図り

ます。 

また、超高齢社会への対応に向

け、公共交通の利便性向上は必要不

可欠となっています。 

本町二丁目交差点（五差路）につ

いては、慢性的な渋滞の解消とバス

の定時性の確保が図れるよう国、県

と連携し、改良整備を促進します。 

 

２ 桂萱地区について 

上毛電鉄が近くて交通の便が良

く、また、農地等自然が多く商業

施設も充実しており、バランスの

取れた非常に住みやすい地区だと

住んで実感している。 

ただ、上記のとおりの住みやす

さに比べると駅や商業施設周辺に

は住宅が少なく、宅地利用の観点

からは少々もったいない感を感じ

る。それは、農地等自然とのバラ

ンスを図っているためであると思

うが、それを崩さない程度に宅地

利用推進を図っていっても良いと

感じさせる程住みやすい地区であ

ると思う。 

 

 桂萱地区などの市街化調整区域で

は、都市的土地利用と農業的土地利

用との健全な調和を図るため、市街

化区域周辺などにおける無秩序な市

街地の拡大を抑制することとしてい

ます。 

しかしながら、人口減少化におけ

る地域コミュニティの維持・活性化

を図るため、基幹的な既存集落や自

動車に頼らずとも日常生活を便利に

過ごせる居住環境が提供できるよ

う、鉄道駅周辺には適正な開発誘導

を図ることとしています。 
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３ 元総社・東地区について 

新前橋駅を中心とした地域核が

あり、さらに、国道等の幹線やイ

ンターチェンジといった広域的な

交通網を活かした工業団地など、

産業を中心としたまちのイメージ

が強い地区である。 

しかし、現在３つの土地区画整

理事業が同時に行われており、特

に元総社では、近接する２地区で

事業が行われていることから、住

環境の整備について、方針や地区

概要等に記述があるほうがよい。 

 

元総社・東地区における土地利用

の方針については、土地区画整理事

業による基盤整備などにより生活し

やすい居住環境の形成を図ることと

しています。 

なお、現在施行中の土地区画整理

事業については、地区の概要に記載

します。 

 

 

 

４ 大胡地区について 

沿道の商業施設が充実してお

り、それに沿って住宅地も広がっ

ており大変住みやすい街だと思

う。それらの代償として大胡駅周

辺の商業は衰退し、新しい住宅地

が形成されにくい状況になってい

る。大胡駅は上毛電鉄の主要駅で

あり、地域核と位置づけられてい

るので周辺の宅地化が推進され、

商業がまた活気付けられれば良い

と思う。 

 

 大胡駅周辺地区は、市の東部、北

部地域の生活を支える中心として地

域核に位置づけられています。その

ため、本市の立地適正化計画と連携

しながら商業機能や居住機能、行政

機能の集積を図り、様々な機能の充

実した市街地としての形成を目指し

ます。 

 

 

５ 富士見地区について 

電車が無く、主要都市から距離

が離れている地区のため、公共交

通の要となるバスについては、引

き続き路線や本数を充実させても

らいたい。 

また、田園や森林が多いことも

あり、生活道路の整備が行き届い

ていない箇所が多いように感じ

富士見地区については、現在、前

橋勢多都市計画区域への統合、都市

計画区域の拡大、特定用途制限地域

の指定に向けて事務を進めていま

す。 

この都市計画を進めることにより

一定の土地利用のルールが新たに加

わることになりますが、住環境の保

全や無秩序な市街地の拡大を抑制
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る。学校数も多いため、通学路と

なる道路については安全性に配慮

した整備を進めて欲しい。 

また、生活拠点として位置づけ

ている支所、市民サービスセンタ

ーは住民生活の拠点となっている

とは現状言い難いと思うため、商

業サービスや地域コミュニティの

要となるような街づくりを進めて

欲しいと思う。 

 

し、良好な環境の維持が図られるこ

とによる地域コミュニティの維持・

活性化も期待されます。 

人口減少社会においては、そうい

った地域コミュニティの維持・活性

化が重要であることから、今後も引

き続き新たな土地利用のルールのも

と、適正な土地利用誘導を図りなが

ら、公共交通の充実や通学路の安全

性確保など、日常生活が便利に過ご

せるよう各種機能の充実を図ってい

きたいと考えております。 

 

６ 富士見の都市計画区域統合は、

現状に沿った適格な整備かと思わ

れる。今後も、特定用途制限地域

等を活用して、非線引き区域の整

備を進めていくことが、各所に拠

点をおいたコンパクトなまちづく

りにつながると感じられる。 

 

 


