
 

 

 

  

工業の用に供する土地として利用を図ることとされ

ている土地の区域に関する資料 

本資料は、「安城市都市計画法に基づく開発行為等の
許可の基準に関する条例」の対象となる開発行為等を
行うにあたり、第３条第２号又は第４条第２号の区域
を確認するために使用するものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同条例第３条第２号又は第４条第２号の区域（いわ

ゆる産業系拡大市街地圏域）とは 

本区域は、第三次安城市都市計画マスタープランにおい

て産業系拡大市街地圏域に該当する区域を指します。 

 

安城市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に
関する条例 
…第 34 条第 12 号及び都市計画法施行令第 36 条第
１項第３号ハの規定に基づく市街化調整区域内における
開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地に係る
建築物の新築、改築又は用途の変更の許可の基準を定め
るもの 
 

－条例抜粋 
第３条 法第34条第12号の条例で定める開発行為は、
次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為とす
る。 
 (２) 法第 18 条の２第１項の規定により定められた本
市の都市計画に関する基本的な方針において工業の用に
供する土地として利用を図ることとされている土地の区域
内において行うこと。 
 
第４条 令第 36 条第１項第３号ハの条例で定める建築
物の新築等は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当す
る建築物の新築等とする。 
(２) 法第 18 条の２第１項の規定により定められた本
市の都市計画に関する基本的な方針において工業の用に
供する土地として利用を図ることとされている土地の区域
内において行うこと。 
 

第三次安城市都市計画マスタープランで定める 
拡大市街地 
20 年、30 年後の人口変動を展望した上で、これから 10 年の本
市の成長（人口が伸び、産業が活況すること）を目標としたとき
に、現在の市街地の収容能力から今後必要と想定される市街
地。種別、規模、圏域で定義される。 

拡大市街地の種別 
住宅の用に供する土地利用を想定する住宅系（産業のうち商業含む）

と産業（工業含む）の用に供する土地利用を想定する産業系の２種類
で運用する。 

拡大市街地圏域 
拡大市街地規模について、種別に応じてその運用を行う圏域。拡大市街

地種別に応じて数値評価を行い、最も土地利用としてポテンシャルが高い
と想定される地域を指定している。あくまで圏域であり、同区域においてそれ
ぞれの拡大市街地規模を上限として運用される。 

産業系拡大市街地 
 ・ＩＣ型…高棚、高棚福釜、和泉、安城西尾及び藤井ＩＣから 250

ｍ以内の区域を圏域とする。ただし、対象ＩＣから概ね 500ｍ以内に
収まり、かつ、当該ＩＣから 250ｍ以内の土地を含む区域も圏域とみ
なす。なお、平成 22 年策定の安城市都市計画マスタープランを根拠に
平成 30 年度までに都市計画決定した市街化調整区域内地区計画を
含むものとする。 

・専用工業地隣接型…小川南地区、藤井地区及び里地区における専用
工業地から概ね 100m までの圏域区域の一部を圏域とする。 

・骨格的幹線道路結節点型…(都)安城新田線と(都)安城高浜線の交
差する中心点から 250ｍ以内の区域を圏域とする。ただし、当該中心
点からおおむね 500ｍ以内に収まり、かつ当該中心点から 250ｍ以内
の土地を含む区域も圏域とみなす。 

・主要幹線道路沿道型…(都)名古屋岡崎線の都市計画道路端から
100ｍ以内の区域の一部を圏域とする。ただし、当該道路端からおおむ
ね 200ｍ以内に収まり、かつ当該道路端から100ｍ以内の土地を含む
区域の一部も圏域とみなす。 
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