
2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

・ 札幌市立地適正化計画 2016/8/1

・ 札幌市立地適正化計画（作成） 2016/4/1

・ パブリックコメント・キッズコメント 2016/4/1

・ 札幌市立地適正化計画（素案）に関するパブリックコメントについて 2016/1/12

・ 釧路市立地適正化計画の策定について 2017/3/27

・ 「釧路市立地適正化計画素案」に対する意見募集の結果について 2017/1/25

・ 「釧路市立地適正化計画素案」へのご意見を募集します 2016/12/22

・ 鷹栖町立地適正化計画 2017/11/30

・ 「（仮称）青森市立地適正化計画（素案）」へのご意見を募集します 2017/11/29

・ 「（仮称）青森市立地適正化計画（素案）」に関する地域説明会を開催します 2017/11/21

・ 八戸市立地適正化計画【都市機能誘導区域】について(平成29年3月31日公表) 2017/3/31

・ 八戸市立地適正化計画【都市機能誘導区域（案）】の事前周知について 2017/3/3

・ 立地適正化計画【都市機能誘導区域（素案）】への意見募集について 2016/12/26

・ 弘前市立地適正化計画を策定しました 2017/3/31

・
弘前市立地適正化計画（素案）のパブリックコメントの募集及び説明会のお知らせについ
て

2016/10/11

・
弘前市立地適正化計画（都市機能誘導区域及び誘導施設の設定）素案へのパブリック
コメントを募集します

2016/3/24

・ 「十和田市立地適正化計画（素案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について 2017/12/11

・ 『立地適正化計画』に関する「市民まちづくり懇談会」の開催について 2016/10/4

・ むつ市立地適正化計画 2017/2/20

・ 立地適正化計画の策定・都市計画マスタープランの変更 2016/11/29

・ 花巻市立地適正化計画の公表について 2016/6/1

・ 立地適正化計画の事前周知について 2016/5/25

・ 花巻市立地適正化計画（案）に係るパブリックコメントの実施結果について 2016/5/25

・ 花巻市立地適正化計画（案）に係るパブリックコメントの実施について 2016/3/30

・ 立地適正化計画 2017/3/31

・ ［事前のお知らせ］都市機能誘導区域外における事前届出制度 2017/3/1

・ 大崎市立地適正化計画（案） 2017/1/13

・ 鶴岡市都市再興基本計画（都市計画マスタープラン・立地適正化計画） 2017/3/1

・ 鶴岡市都市再興基本計画（案）に対する意見公募について 2016/11/29

・ 福島市立地適正化計画 2017/3/25

・ 平成29年4月より、「立地適正化計画」の一部公表に伴い届出が義務づけられます。 2017/3/1

・ 「福島市立地適正化計画【平成28年度に公表する内容】」の策定について皆さんからの
意見を募集しています

2016/12/15

・ 郡山市立地適正化計画【都市機能誘導区域（第一次）】 2017/3/31

・ 郡山市立地適正化計画【都市機能誘導区域（第一次）】（案）に係るパブリックコメント手
続（意見公募手続）の実施について

2017/2/15

・ 立地適正化計画について 2017/3/31

・ 水戸市立地適正化計画（素案）に対する御意見を募集します 2017/1/23

・ 立地適正化計画策定に向けた取組 2016/11/15

北海道 釧路市
H29/3/27

公表

福島県 福島市
H29/3/25

公表

H28/6/1
公表

H29/3/31
公表

大崎市

各都市における立地適正化計画作成の主な取組

北海道 札幌市
H28/8/1

公表

都市名
作成状況

作成中十和田市青森県

取組状況

取組内容

北海道 鷹栖町
H29/11/30

公表

山形県

福島県

鶴岡市

宮城県

H29/3/31
公表

茨城県 水戸市

H29/3/31
公表

H29/4/1
公表

郡山市

青森県 八戸市
H29/3/31

公表

弘前市青森県
H29/3/31

公表

花巻市

H29/2/20
公表

むつ市青森県

岩手県

青森県 青森市 作成中

（公表）

（パブリックコメント）

（パブリックコメント）

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/rich/
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/rich/rich_public_comment.html
http://www.city.kushiro.lg.jp/machi/t_keikaku/toshikeikaku/toshikeikaku/page00007.html
http://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/kouhoukouchou/kouchou/pubukome/page1600008.html
http://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/kouhoukouchou/kouchou/pubukome/page1600007.html
http://www.town.takasu.hokkaido.jp/chousei/keikaku/ritti_tekiseika.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/toshi-seisaku/shiseijouhou/koutyou/iken-teian/iken-teian/bosyuuchuu/ritti-ikenbosyu.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/toshi-seisaku/shiseijouhou/matidukuri/toshikeikaku/ritti-tiikisetumeikai.html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9,92688,73,html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9,102519,73,html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/ricchitekiseikakeikaku.html
http://www.city.towada.lg.jp/docs/2017120700022/
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,58103,26,197,html
http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/38,39943,26,197,html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/401/402/p007004.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/401/402/p006972.html
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/401/407/p006832.html
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/15,0,53,386,html
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/10,18205,29,110,html
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/tsuruokasitosisaikou.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/koutyou/publiccomment/saikoukihonkeikaku.html
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/toshikei-keikaku/rittitekiseika.html
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/toshikei-keikaku/todokede.html
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/331000/ricchitekiseikadaiichiji.html
http://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000288/000361/ritti/p015600.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 土浦市立地適正化計画 2017/3/31

・ 届出制度が開始されます！（立地適正化計画関連） 2017/2/3

・ 土浦市立地適正化計画（案）のパブリック・コメント実施について 2016/11/28

・ 立地適正化計画に係る支援制度 2017/5/10

・ 宇都宮市立地適正化計画（平成29年3月策定） 2017/3/31

・ 立地適正化計画に係る届出について 2017/3/1

・ ●「宇都宮市　立地適正化計画(素案)」に関するパブリックコメントについて(結果) 2017/1/6

・ （仮称）宇都宮市立地適正化計画（素案） 2016/3/24

・ 那須塩原市立地適正化計画（都市機能誘導区域の設定）について 2017/3/31

・ 那須塩原市立地適正化計画に基づく届出について 2017/3/31

・ 那須塩原市立地適正化計画（素案）に対する皆さんの意見を聞かせてください 2016/11/11

・ 那須塩原市立地適正化計画（素案）に係る説明会の開催について 2016/11/10

・ 下野市立地適正化計画の公表について 2017/3/31

・ 下野市立地適正化計画の策定について（周知） 2017/3/17

・ 下野市立地適正化計画における都市機能誘導区域（案）に関するパブリックコメントを実
施します

2017/1/6

・ 【前橋市 立地適正化計画（素案）】に関するパブリックコメントの実施結果について 2017/11/8

・ 【前橋市　立地適正化計画（素案）】に関するパブリックコメント（意見募集）を実施します 2017/9/13

・ 桐生市コンパクトシティ計画（立地適正化計画）について 2017/9/14

・ 意見提出手続（パブリックコメント） 2017/9/14

・ 太田市立地適正化計画（都市機能誘導区域） 2017/3/20

・ 意見公募を終了した案件(平成28年度) 2017/2/15

・ （館林市）館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針を策定しました 2017/9/1

・ （板倉町）「館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針」を策定しました 2017/9/1

・ （明和町）「館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針」を策定しました 2017/9/1

・ （千代田町）「館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針」を策定しました 2017/9/1

・ （邑楽町）館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針 2017/9/1

・ （館林市）【パブリックコメント募集案件】館林都市圏広域立地適正化方針（案） 2017/4/3

・
（明和町）「館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針（素案）」に関する意見募集に
ついて

2017/4/3

・ （邑楽町）広域立地適正化に関する基本方針（案）についての意見募集 2017/4/3

・ （板倉町）館林都市圏広域立地適正化に関する基本方針について意見を募集します 2017/3/30

・ （千代田町）館林都市圏広域立地適正化計画(案)へのご意見を募集します 2017/3/2

・ 川越市立地適正化計画 2017/3/30

・ (28-09)「（仮称）川越市立地適正化計画」（案）に対する意見募集 2016/12/28

・ 本庄市立地適正化計画（案）のパブリックコメントを実施します 2017/7/7

・ 本庄市立地適正化計画（案）の説明公聴会を実施いたしました 2017/6/30

・ 本庄市立地適正化計画について 2016/11/8

・ 都市機能誘導区域に係る志木市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 都市機能誘導区域に係る志木市立地適正化計画の事前周知について 2017/3/29

・ 都市機能誘導区域に係る志木市立地適正化計画（素案）について意見を募集します 2017/2/21

・ 毛呂山町都市計画マスタープラン（改定版）及び毛呂山町立地適正化計画を公表します 2017/2/1

・ 毛呂山町立地適正化計画に伴う届出制度について 2016/12/27

・ 毛呂山町都市計画マスタープラン（素案）および毛呂山町立地適正化計画（素案）への意
見募集結果の公表

2016/11/14

・ 毛呂山町都市計画マスタープラン（素案）及び毛呂山町立地適正化計画（素案）への意
見を募集します

2016/10/5

・ 毛呂山町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画（素案）の方向性への意見を募
集します

2016/2/29

群馬県

館林都市圏
（館林市、板倉
町、明和町、千
代田町、邑楽

町）

作成中

H29/2/1
公表

埼玉県

埼玉県 作成中

H29/3/31
公表

茨城県

H29/3/20
公表

H29/3/31
公表

H29/3/30
公表

下野市

栃木県 那須塩原市

群馬県 前橋市

志木市
H29/3/31

公表

毛呂山町

土浦市

作成中

埼玉県

栃木県 宇都宮市

埼玉県 川越市

群馬県 桐生市

本庄市

作成中

群馬県 太田市

栃木県
H29/3/31

公表

H29/3/31
公表

http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009763.html
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009594.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/1014948/1014162/index.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/1014948/1009282.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/1014948/1013578/index.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koho/publiccomment/1013125.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/23/3625.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/23/3626.html
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/02/3239.html
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0065/info-0000004141-5.html
http://www.city.maebashi.gunma.jp/sisei/519/528/004/029/p018502.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/1011848.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/sanka/publiccomment/index.html
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-001tosi-plan/2017-0306-1822-97.html
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-001kikaku-kikaku/2016-0712-1649-3.html
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2017081600010/
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s023000/d023010/20170809115022.html
http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/toshi/keikaku/ricchitekiseikahoushin_sakutei.htm
http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kensetsu/toshi/toshi021.html
http://www.town.ora.gunma.jp/chosei/machi/kouikiricchi.html
http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2017040100018/
http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/toshi/keikaku/ricchitekiseikahoushin_pabukome.htm
http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/toshi/keikaku/ricchitekiseikahoushin_pabukome.htm
http://www.town.ora.gunma.jp/kurashi/koho/rittitekisei.html
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s023000/d023010/20170202151410.html
http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kensetsu/toshi/toshi019.htm
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/toshi_machizukuri/machizukuri/toshikeikaku/toshikeikaku20330.html
http://www.city.honjo.lg.jp/shisei/pub/index.html
http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/tantoujouhou/gairo/1478567838497.html
http://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikaku/tantoujouhou/gairo/1478567838497.html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,74448,208,690,html
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1481162466159/index.html
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1481165432811/index.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 鳩山町立地適正化計画の公表について 2017/3/31

・ 鳩山町立地適正化計画に伴う届出制度について(公表） 2017/3/31

・ 鳩山町立地適正化計画に伴う届出制度について（事前周知） 2017/3/6

・ 立地適正化計画の策定及び都市計画マスタープランの一部改定に伴うパブリックコメント
及び住民説明会の実施について

2016/10/3

・ 「福生市立地適正化計画の方向性（案）」へのご意見（パブリックコメント）を募集します 2017/4/7

・ 成田市立地適正化計画（都市機能誘導区域編）の公表および届出について 2017/3/30

・ 成田市立地適正化計画（都市機能誘導区域）に係る届出について 2017/2/24

・ 立地適正化計画（都市機能誘導区域）に係るパブリックコメントを実施します 2016/12/20

・ 都市機能誘導区域の検討について 2016/10/3

・ 佐倉市立地適正化計画の策定について 2017/3/31

・ 届出制度の事前周知について（立地適正化計画） 2017/3/1

・ 意見募集案件詳細 2017/2/16

・ 柏市立地適正化計画（素案）についてパブリックコメント（意見募集） 2017/9/15

・ 市原市立地適正化計画の骨子案に対する意見を募集します 2017/2/1

・ 立地適正化計画 2017/3/1

・ 届出制度について 2017/1/17

・ 【募集】92流山市立地適正化計画(素案) 2016/9/1

・ 第2回　酒々井町立地適正化計画策定懇談会 2017/11/15

・ 「藤沢市立地適正化計画」について 2017/3/31

・ 事前届出制度及び重要事項説明について 2016/10/11

・ 平成２８年９月　藤沢市議会（（案）報告） 2016/9/6

・ 「藤沢市立地適正化計画（素案）」に関するパブリックコメント（市民意見募集）の実施結
果について

2016/5/13

・ 「藤沢市立地適正化計画（素案）」に関するパブリックコメント（市民意見募集）を実施しま
す

2016/3/18

・ 小田原市立地適正化計画（都市機能誘導区域編）の公表 2017/3/30

・ パブリックコメント（市民意見）の募集 2016/12/15

・ 平成27年度基礎調査の概要及び立地適正化計画策定の基本的な考え方 2016/11/4

・ 大和市立地適正化計画 2017/3/31

・ 大和市立地適正化計画（案）に関する市民意見交換会の実施結果について 2017/2/20

・ 市民意見公募の結果 2017/2/20

・ 「大和市立地適正化計画（案）」にご意見を 2016/12/15

・ 長野市立地適正化計画 2017/4/1

・ 都市計画マスタープランの改定について 2017/2/1

・ 立地適正化計画 2017/3/31

・ 立地適正化計画（事前周知） 2017/3/27

・ 松本市立地適正化計画に伴う届出 2017/3/27

・ 松本市立地適正化計画（案）のパブリックコメントの実施について 2017/2/8

・ 立地適正化計画 2016/9/29

・ 小諸市立地適正化計画の公表と届出制度について 2017/3/31

・ 立地適正化計画の方向性について意見募集を行います。 2017/2/1

H29/3/31
公表

H29/3/1
公表

大和市

神奈川県

H29/3/31
公表

小田原市

神奈川県 藤沢市
H29/3/31

公表

千葉県

作成中市原市

松本市

長野市

酒々井町 作成中

流山市

H29/3/31
公表

千葉県

長野県

長野県

千葉県

千葉県

埼玉県

千葉県

千葉県

長野県

H29/3/30
公表

H29/3/31
公表

H29/3/31
公表

神奈川県

小諸市

佐倉市

作成中

H29/3/30
公表

成田市

鳩山町
H29/3/31

公表

柏市 作成中

東京都 福生市

（公表）

http://www.town.hatoyama.saitama.jp/oshirase/1490933847608.html
http://www.town.hatoyama.saitama.jp/oshirase/1490841145365.html
http://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/management/publiccomment/1006170.html
https://www.city.narita.chiba.jp/sisei/sosiki/toshikei/sdn0181.html
http://www.city.sakura.lg.jp/0000016188.html
http://www.city.sakura.lg.jp/sakura/ikenkobo/200sanka/010bosyu/20170216_0550100000_02.htm
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140300/p042299.html
https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/koho/public_comment/pabukome_index/heisei28pabukome/heisei28boshu/ricchitekiseika_pbcm.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/82/439/32814/032815.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/77/9030/031444.html
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2017051800020/
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/tosikei/rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/report/compactcity_network.html
http://www.city.yamato.lg.jp/web/t-soumu/t-soumu01211761.html
http://www.city.yamato.lg.jp/web/t-soumu/t-soumu01211739.html
http://www.city.yamato.lg.jp/web/t-soumu/t-soumu01211751.html
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/toshisei/149938.html
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/toshikei/122843.html
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/matidukuri/tosikei/richi.html
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/matidukuri/tosikei/todokede.html
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/matidukuri/tosikei/ricchitekiseikakeikaku.html
http://www.city.komoro.lg.jp/news/2017032100101/
http://www.city.komoro.lg.jp/category/bunya/machidukuri/toshikeikaku/teitanso/


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 駒ヶ根市立地適正化計画(都市機能誘導区域) 2017/3/24

・ 「駒ヶ根市立地適正化計画（案）」について意見を募集します 2017/2/23

・ 佐久市立地適正化計画を策定しました（平成29年3月31日） 2017/3/31

・ 計画素案についてパブリックコメントを実施しました 2017/1/20

・ 佐久市立地適正化計画（素案）に関する意見を募集します 2016/12/12

・ 佐久市立地適正化計画について 2016/7/1

・ 「佐久市立地適正化計画」策定にあたっての基本的な方針等について意見を募集します 2016/2/8

・ 立地適正化計画について 2017/3/31

・ 千曲市立地適正化計画について（届出制度） 2017/3/2

・ 千曲市立地適正化計画（案）のパブリックコメントを募集しています。 2016/12/22

・ 「千曲市立地適正化計画策定方針（案）」に関するパブリックコメントの結果について 2016/8/23

・ 千曲市立地適正化計画策定方針（案）のパブリックコメントを募集しています。 2016/7/22

・ 立地適正化計画の策定について 2015/3/13

・ 新潟市立地適正化計画 2017/3/30

・ 新潟市立地適正化計画素案に対する意見募集 2016/12/22

・ 新潟市立地適正化計画 2016/12/16

・ 立地適正化計画について 2017/7/1

・ 長岡市立地適正化計画（案）に対する意見募集の結果について 2017/3/9

・ 長岡市立地適正化計画（案）について御意見をお寄せください 2017/2/20

・ 長岡市立地適正化計画（素案）について 2016/12/15

・ 方針案について 2016/10/1

・ 三条市立地適正化計画を策定しました 2017/3/27

・ 三条市立地適正化計画（案）について、意見を募集します 2017/1/19

・ 新発田市立地適正化計画の策定について 2017/3/31

・ 新発田市立地適正化計画の施行に伴う届出制度について 2017/3/16

・ 新発田市立地適正化計画の策定について（事前周知） 2017/3/16

・ 新発田市立地適正化計画案にご意見をお寄せください 2016/12/1

・ 小千谷市立地適正化計画を策定しました 2017/3/31

・ ご意見を募集します（パブリックコメント） 2016/12/1

・ 見附市立地適正化計画の公表について 2017/3/31

・ 見附市立地適正化計画策定に伴う届出制度の事前周知について 2017/3/23

・ パブリック・コメント（見附市立地適正化計画（素案）） 2016/12/27

・ 五泉市立地適正化計画の策定について 2017/3/24

・ 「五泉市立地適正化計画（素案）」の意見募集（パブリックコメント）について 2017/1/10

・ 上越市立地適正化計画 2017/3/31

・ 届出制度 2017/3/15

・ 立地適正化計画の策定 2017/1/20

・ パブリックコメント（市民意見公募手続） 2016/12/1

・ 魚沼市立地適正化計画 2017/4/1

・ 魚沼市立地適正化計画（案）のパブリックコメントを募集します 2016/10/7

・ 「胎内市立地適正化計画」の公表について 2017/6/1

・ 胎内市立地適正化計画に係る届出制度の事前周知 2017/5/1

・ 胎内市立地適正化計画（素案）に対する意見（パブリックコメント）の募集について 2017/2/7

・ 富山市立地適正化計画 2017/3/31

・ 【事前周知】富山市立地適正化計画の策定・公表について 2017/3/8

・ 富山市立地適正化計画検討委員会 2017/2/9

・ 富山市立地適正化計画検討委員会 2016/12/6

・ 富山市立地適正化計画（案） 2016/12/1

・ 富山市立地適正化計画検討委員会 2015/10/22

胎内市

新潟県

見附市
H29/3/31

公表

新潟県

H29/4/1
公表

H29/3/31
公表

魚沼市

H29/3/24
公表

H29/3/31
公表

新潟県

H29/3/31
公表

長野県

H29/7/1
公表

H29/3/31
公表

新潟市

新潟県

佐久市長野県

H29/3/24
公表

H29/3/31
公表

新潟県

H29/6/1
公表

小千谷市

新潟県 五泉市

新潟県

上越市
H29/3/31

公表

富山県 富山市
H29/3/31

公表

新潟県

新潟県

新発田市

新潟県

千曲市

三条市

長岡市

長野県

駒ヶ根市

H29/3/30
公表

（パブリックコメント）

（第１回）

（第２回）

（第３回）

（公表）

（公表）

http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10170&i=16916
http://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/toshi_machizukuri/machizukuri/ritteki.html
http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2015010800036/
http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2016121300019/
http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2016082300028/
http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2016071300015/
http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/ricchi-tekisei.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/uplaza/1013578/index.html
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.sanjo.niigata.jp/kensetu/page00095.html
http://www.city.sanjo.niigata.jp/kensetu/page00089.html
http://www.city.shibata.niigata.jp/view.rbz?nd=777&ik=1&pnp=1580&pnp=1606&pnp=633&pnp=774&pnp=777&cd=20955
http://www.city.shibata.niigata.jp/view.rbz?nd=777&ik=1&pnp=1580&pnp=1606&pnp=633&pnp=774&pnp=777&cd=20955
http://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kensetsu/rittisakutei.html
http://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kensetsu/rittikeikakuan.html
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/15848.htm
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/15574.htm
http://www.city.gosen.niigata.jp/shisei/1004/1107/008085.html
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/ritteki.html
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/toshiseibi/rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/koho/pub.html
http://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2017033100018/
http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/toshikekaku/toshikeikaku/r_jizensyuti.html
http://www.city.tainai.niigata.jp/kurashi/sekatsu/toshikekaku/toshikeikaku/r_jizensyuti.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/toshiseisakika/toshikeikaku/rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/toshiseisakika/toshikeikaku/rittitekiseikakeikakuan.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・
高岡市都市計画マスタープラン-全体構想（素案）及び立地適正化計画-基本的な方針
及び誘導区域の考え方（素案）に対する意見を募集します。

2017/11/2

・ 都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の検討状況 2016/11/15

・ 「黒部市立地適正化計画」に関する市民パブリックコメントの実施します 2017/10/6

・ 小矢部市立地適正化計画の策定について 2017/3/31

・ 小矢部市立地適正化計画策定に伴う届出制度の事前周知について 2017/3/6

・ 「小矢部市立地適正化計画（素案）」に対する市民意見募集（パブリックコメント）及び住
民説明会について

2017/1/16

・ 立地適正化計画の概要 2016/5/27

・ 入善町立地適正化計画について 2017/4/1

・ 入善町立地適正化計画に伴う届出制度について 2017/3/27

・ 立地適正化計画（案）に係るパブリックコメントについて 2016/9/12

・ 金沢市集約都市形成計画の公表と届出制度の開始について 2017/3/31

・ 意見公募案件　平成２８年度第１回 2016/6/28

・ 小松市立地適正化計画 2017/3/31

・ 小松市立地適正化計画（案）　～都市機能誘導区域編～　について意見募集 2017/2/27

・ 輪島市立地適正化計画の公表 2017/3/31

・ パブリックコメント 2017/1/20

・ 野々市市立地適正化計画 2017/3/31

・ 野々市市のパブリックコメント 2017/2/15

・ 岐阜市立地適正化計画を策定しました。 2017/3/31

・ 岐阜市立地適正化計画の策定・公表に向けた計画の事前周知について 2017/3/1

・ 岐阜市立地適正化計画に係る届出制度について（事前周知） 2017/3/1

・ 岐阜市立地適正化計画策定に伴う届出制度の事前周知について 2017/2/7

・ 岐阜市立地適正化計画（案）に関する意見募集について≪結果の公表について≫ 2017/2/7

・ 岐阜市立地適正化計画（案）に係る説明会の開催について 2016/10/15

・ 岐阜市立地適正化計画（素案）に関する意見募集について　≪結果の公表について≫ 2016/9/1

・ 岐阜市立地適正化計画（素案）に関する意見募集について 2016/6/9

・ 大垣市立地適正化計画（素案）に関する意見募集のお知らせ 2017/9/19

・ 関市立地適正化計画の策定・公表について 2017/3/31

・ 関市立地適正化計画の策定に伴う届出制度の事前周知について 2017/2/28

・ 関市立地適正化計画（素案）に対する意見の概要と市の考え方等を公表します。 2017/1/25

・ 関市立地適正化計画（素案）についてのパブリックコメントを実施します 2016/11/1

・
「静岡市立地適正化計画」の策定・公表について　～みんなで進めるコンパクトなまちづく
り～

2017/3/31

・ 「静岡市立地適正化計画」策定・公表に伴う届出制度について（平成29年3月31日から） 2017/3/24

・ 『静岡市立地適正化計画案』へのご意見を募集します！ 2016/12/22

・ 浜松市立地適正化計画の基本方針の策定 2016/10/12

・ 浜松市立地適正化計画の基本方針（案）のパブリック・コメント実施結果 2016/10/3

・ 浜松市立地適正化計画の基本方針（案）のパブリック・コメント実施 2016/8/1

・
なごや集約連携型まちづくりプラン（方針案）について、みなさまのご意見をお寄せくださ
い。

2017/8/14

静岡市静岡県

愛知県 名古屋市

入善町
H29/4/1

公表

小矢部市
H29/3/31

公表
富山県

H29/3/31
公表

富山県 作成中

石川県 金沢市
H29/3/31

公表

富山県 黒部市 作成中

富山県

静岡県

高岡市

石川県

岐阜県 大垣市

石川県 野々市市

石川県

小松市

H29/3/31
公表

輪島市
H29/3/31

公表

岐阜県

H29/3/31
公表

浜松市

岐阜県 岐阜市
H29/3/31

公表

作成中

作成中

関市
H29/3/31

公表

作成中

（第１回）

https://www.city.takaoka.toyama.jp/toshi/sangyo/toshi/guideline/masterplan.html
https://www.city.takaoka.toyama.jp/toshi/sangyo/toshi/guideline/masterplan.html
http://www.city.takaoka.toyama.jp/toshi/sangyo/toshi/guideline/masterplan.html
http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=9134
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/sangyokensetsuka/toshikeikakuka/shisaku/1490665507871.html
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/sangyokensetsuka/toshikeikakuka/shisaku/1464055103726.html
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/kikaku/machi/toshi/keikaku/rittitekiseika.html
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/kikaku/machi/toshi/keikaku/rittitekiseika_todokede.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29001/kanazawanotokei/shuuyakutoshi/kanazawashishuuyakutoshikeiseikeikaku_3.html
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/22050/pubcomme/H28/01/01.html
http://www.city.komatsu.lg.jp/item/20689.htm#ContentPane
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017032900015/
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2013040200024/
http://www.city.nonoichi.lg.jp/toshikeikaku/rittitekisei_Plan.html
http://www.city.nonoichi.lg.jp/hisyo/Public_Comment.html
http://www.city.gifu.lg.jp/28935.htm
http://www.city.gifu.lg.jp/28170.htm
http://www.city.gifu.lg.jp/28160.htm
http://www.city.gifu.lg.jp/27367.htm
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000033437.html
http://www.city.seki.lg.jp/0000009183.html
http://www.city.seki.lg.jp/0000010707.html
http://www.city.seki.lg.jp/0000010445.html
http://www.city.shizuoka.jp/299_000040.html
http://www.city.shizuoka.jp/299_000040.html
http://www.city.shizuoka.jp/299_000001_00003.html
http://www.city.shizuoka.jp/299_000036.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/toshikei/rittitekiseika/keikakutop.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/toshikei/rittitekiseika/index.html
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000096142.html
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000096142.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 立地適正化計画 2017/3/31

・ 豊橋市立地適正化計画（案）についての意見募集 2016/12/5

・ 立地適正化計画を策定しました。 2017/3/31

・ 立地適正化計画を策定しました。（事前周知） 2017/3/1

・ 立地適正化計画に基づく届出制度について 2017/3/1

・ 岡崎市立地適正化計画（案） 2016/10/11

・ 春日井市立地適正化計画 2017/3/31

・ 春日井市立地適正化計画に伴う届出制度について 2017/2/2

・
春日井市立地適正化計画（素案）に対する市民意見公募手続（パブリックコメント）の結
果について

2017/2/2

・ 春日井市立地適正化計画（素案）への意見を募集します 2016/11/21

・ 立地適正化計画について 2017/3/23

・ 立地適正化計画について 2017/2/21

・ 豊川市立地適正化計画策定に伴う届出制度の事前周知について 2017/2/21

・ 豊川市立地適正化計画（案）に対するご意見を募集しています 2017/1/5

・ 刈谷市立地適正化計画 2017/3/31

・ パブリックコメント「刈谷市立地適正化計画（案）」への意見募集について（まちづくり推進
課）

2016/12/15

・ 立地適正化計画 2017/3/31

・ 立地適正化計画とは（事前周知） 2017/3/1

・ 立地適正化計画に基づく届出制度について 2017/3/1

・
小牧市立地適正化計画（案）及び小牧市都市計画マスタープラン中間見直し（案）に係る
意見募集

2016/12/1

・ 東海市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 東海市立地適正化計画に関するパブリックコメントについて 2016/11/15

・ 「知立市立地適正化計画（案）」のパブリックコメントを募集します 2017/9/1

・ 知立市立地適正化計画 2017/3/30

・ 知立市立地適正化計画に基づく届出制度について 2017/2/27

・
「知立市立地適正化計画（都市機能誘導に関する事項）(案)」のパブリックコメントを募集
します

2016/12/7

・
「津市都市マスタープラン（案）」および「津市立地適正化計画（案）」に係る意見募集（パ
ブリックコメント）について

2017/11/17

・ 立地適正化計画 2017/3/31

・ 桑名市立地適正化計画（素案）についてご意見を募集します 2016/12/27

・ 亀山市立地適正化計画について 2017/10/1

・ 亀山市立地適正化計画（案）へのご意見をお寄せください 2017/4/10

・ 伊賀市の適正な土地利用に関する条例(案)及び伊賀市立地適正化計画(案)に関するパ
ブリックコメント募集

2017/4/24

・ 福井市立地適正化計画を策定しました。 2017/3/31

・ 「福井市立地適正化計画（素案）」に関するパブリック・コメントの募集について 2016/12/1

・ パブリックコメント結果 2017/11/15

・ パブリックコメント 2017/8/4

・ 大野市立地適正化計画（案）に関する住民説明会を開催します 2017/8/4

・ 鯖江市立地適正化計画について 2017/3/28

・ (新規)　鯖江市立地適正化計画〈素案〉の公表 2016/12/5

三重県

愛知県 東海市
H29/3/31

公表

H29/3/28
公表

作成中

鯖江市

愛知県 小牧市
H29/3/31

公表

H29/3/31
公表

豊橋市

福井県

H29/3/30
公表

愛知県

三重県

福井県

愛知県

愛知県

愛知県

大野市

H29/3/31
公表

H29/3/31
公表

福井市福井県

伊賀市

作成中

作成中

亀山市
H29/10/1

公表

三重県 桑名市

三重県 津市

H29/3/31
公表

知立市

刈谷市

愛知県 岡崎市

愛知県

H29/3/23
公表

豊川市

春日井市
H29/3/31

公表

H29/3/31
公表

（パブリックコメント）

（公表）

（事前周知）

（公表）

（公表）

http://www.city.toyohashi.lg.jp/31847.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/30760.htm
http://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1567/1637/p021041.html
http://webhp.city.okazaki.lg.jp/appli/08/wp08_top_menu.asp
http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/toshikeikaku/19556/029240.html
http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/toshikeikaku/19556/028862.html
https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/rititekiseikamain.html
http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/riteki-todokede.html
http://www.city.kariya.lg.jp/shisei/machizukuri/rittitekiseika.html
http://www.city.komaki.aichi.jp/machi/toshi/013137.html
http://www.city.komaki.aichi.jp/publiccomment/16996/017556.html
http://www.city.komaki.aichi.jp/publiccomment/16996/017556.html
http://www.city.tokai.aichi.jp/17305.htm
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/pubcom/1504058990335.html
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/machi/7/1481087054855.html
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1510123037433/index.html
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1510123037433/index.html
http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/28,0,220,802,html
https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/kensetsu/toshi_kei/docs/2017052900026/
https://www.city.kameyama.mie.jp/soshiki/kensetsu/toshi_kei/docs/2017040600013/
http://www.city.iga.lg.jp/0000004326.html
http://www.city.iga.lg.jp/0000004326.html
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tkeikaku/tkeikaku/rittekikouhyou.html
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/kotyou/pabcom/p017841.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212533/_39742/_39745.html
http://www.city.ono.fukui.jp/shisei/kouho-koucho/pabukome.html
https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/tochi/toshikeikaku/tochitekiseika_soan.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ あわら市立地適正化計画について 2017/3/27

・ あわら市立地適正化計画（案）についてパブリックコメントを募集します 2017/1/23

・ 都市計画マスタープラン【改定】、立地適正化計画を策定しました 2017/3/31

・ 立地適正化計画（案）についてご意見をお寄せください 2016/12/15

・ 越前町立地適正化計画を策定しました 2017/5/1

・
越前町都市計画マスタープラン（素案）及び越前町立地適正化計画（素案）に対する意見
募集結果について

2017/3/15

・ 越前町都市計画マスタープラン（素案）及び越前町立地適正化計画（素案）に対する意見
の募集について

2017/3/1

・ 守山市立地適正化計画の策定・公表 2017/3/31

・ 守山市立地適正化計画(案)に係るパブリックコメント手続結果について 2017/3/31

・ 【事前周知】守山市立地適正化計画に基づく届出制度がはじまります 2017/3/1

・ 守山市立地適正化計画（案）に対するご意見・情報の募集 2017/1/16

・ 野洲市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 野洲市立地適正化計画（素案）に対するパブリックコメントについて 2017/3/1

・ パブリックコメント及び市民説明会の実施について 2016/12/26

・ 湖南市立地適正化計画を策定しました 2017/3/31

・ パブリックコメント 2017/1/17

・ パブリックコメント（骨子（案）） 2016/10/12

・ 東近江市立地適正化計画 2017/3/30

・ 東近江市立地適正化計画に基づく届出制度 2017/3/30

・ 東近江市立地適正化計画に基づく届出制度がはじまります 2017/3/15

・ 東近江市立地適正化計画（案）に対する意見募集の結果について 2017/3/1

・ 東近江市立地適正化計画（案）に対する意見の募集について 2017/1/18

・
長岡京市立地適正化計画の策定及び各誘導区域外における開発行為等の事前届出制
度の開始について（お知らせ）

2017/7/1

・ 「長岡京市立地適正化計画（素案）」意見公募 2016/12/28

・ 吹田市立地適正化計画（平成29年3月策定・公表） 2017/3/31

・ 吹田市立地適正化計画策定に伴う届出制度について（お知らせ） 2017/3/3

・ 吹田市立地適正化計画素案に対する意見募集について 2016/12/27

・ 高槻市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 高槻市立地適正化計画に基づく届出制度について 2017/3/31

・ 高槻市立地適正化計画について（平成29年3月31日策定予定） 2017/2/10

・ 高槻市立地適正化計画に基づく届出制度について（事前周知） 2017/2/10

・ 「高槻市立地適正化計画(素案)」に対する意見募集の結果について 2017/2/10

・ 「高槻市立地適正化計画(素案)」に対する意見募集・説明会について 2016/10/3

・ 立地適正化計画（素案）に係るパブリックコメント 2017/11/22

・ 立地適正化計画（都市機能誘導区域）を策定しました（平成29年3月31日） 2017/3/31

・ 立地適正化計画（都市機能誘導区域）（素案）に係るパブリックコメント 2016/12/9

・ 枚方市立地適正化計画を作成しました 2017/3/31

・
都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の素案についての説明会と公聴会を開催
します

2016/12/16

・ 八尾市立地適正化計画 2017/3/31

・ 「八尾市立地適正化計画（素案）」についての市民意見提出制度（パブリックコメント）の
実施について

2016/12/21

・ 寝屋川市立地適正化計画（素案）に対する意見を募集します 2017/12/1

H29/3/31
公表

H29/3/27
公表

福井県

大阪府

あわら市

H29/3/31
公表

滋賀県

福井県

滋賀県

滋賀県

滋賀県

京都府

H29/3/31
公表

越前町

大阪府 高槻市

大阪府 守口市

大阪府

H29/3/31
公表

八尾市
H29/3/31

公表

東近江市

吹田市

H29/3/31
公表

H29/3/31
公表

作成中

枚方市

大阪府 寝屋川市

大阪府

福井県

守山市

H29/3/31
公表

H29/7/1
公表

H29/3/30
公表

H29/5/1
公表

越前市

野洲市

長岡京市

H29/3/31
公表

湖南市
（素案）

（公表）

http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life137/p008260.html
http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/toshikeikaku/master_plan/mp_kaitei.html
http://www.town.echizen.fukui.jp/chousei/11/02/p005094.html
http://www.town.echizen.fukui.jp/webworks/web/info/detail.jsp?id=4196
http://www.town.echizen.fukui.jp/webworks/web/info/detail.jsp?id=4196
http://www.city.moriyama.lg.jp/toshikeikaku/290313.html
http://www.city.moriyama.lg.jp/toshikeikaku/290324.html
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/tosi/1481525063502.html
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/tosi/1481526880902.html
http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/info.php?ZID=23077
http://www.city.konan.shiga.jp/konan2/public/jyokyo.htm
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007687.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007592.html
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000007526.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006707.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006707.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshikeikaku/keikakutyosei/_84562.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshikeikaku/keikakutyosei/_84333.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/toshiduk/gyomuannai/ricchitekiseika/1485511721099.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/toshiduk/gyomuannai/ricchitekiseika/1484886061739.html
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/toshi/toshiduk/publiccomment/pastpublic/1486634408529.html
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kakukanoannai/toshiseibibu/toshikeikakuka/ricchitekiseikakeikaku/pabukome.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/tokei/rittekikeikaku.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/tokei/tosimasu-ritti-setumeikai.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/tokei/rittekikeikaku.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/tokei/tosimasu-ritti-setumeikai.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/tokei/tosimasu-ritti-setumeikai.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000037534.html
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/machi_seisaku/tosikeikaku/riltuti/1512019805363.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 【事前周知】大東市立地適正化計画に伴う届出について 2017/12/11

・ 箕面市立地適正化計画について 2016/2/15

・ 箕面市立地適正化計画（素案）についてのパブリックコメント実施結果 2016/2/15

・ 箕面市立地適正化計画（素案）についてのパブリックコメント 2015/12/1

・ 立地適正化計画素案の方向性についてのパブリックコメントを実施します。 2015/5/8

・ 門真市立地適正化計画 2017/3/27

・ 門真市立地適正化計画（素案）に関する説明会 2016/11/1

・ 門真市立地適正化計画（素案）の方向性に対する意見募集・結果 2016/9/8

・ 門真市立地適正化計画（素案）の方向性に対する意見募集 2016/8/1

・ 高石市立地適正化計画の策定及び届出制度について 2017/3/21

・ 高石市立地適正化計画策定に伴う届出制度の事前周知について 2017/3/1

・ 高石市立地適正化計画（案）についてパブリックコメントを実施します 2016/12/12

・ 「立地適正化計画の素案」について意見を募集します 2017/12/1

・
「姫路市立地適正化計画（素案）」に関する市民意見（パブリック・コメント）の募集につい
て

2017/8/10

・ 尼崎市立地適正化計画 2017/3/31

・ 尼崎市立地適正化計画（事前周知） 2017/3/30

・ 尼崎市立地適正化計画（素案） 2016/10/1

・ 立地適正化計画の基本的な考え方 2016/6/1

・ 「立地適正化計画の基本的な方針」の公表について 2017/12/11

・ 「立地適正化計画の基本的な方針（案）」に関する意見募集について 2017/9/25

・ 朝来市 立地適正化計画の公表 および 届出制度について 2017/7/1

・ 【事前周知】 朝来市 立地適正化計画 および 届出制度について 2017/5/10

・ 朝来市 立地適正化計画（素案）に対するご意見を募集します 2017/2/3

・ 立地適正化計画について 2017/3/31

・ 立地適正化計画について（事前周知） 2017/3/7

・ たつの市立地適正化計画の公表に伴う届出制度の事前周知について 2017/3/7

・ たつの市立地適正化計画（素案）についての意見募集結果 2017/3/7

・ たつの市立地適正化計画（素案）についての意見募集及び住民説明会 2017/1/5

・ 福崎町立地適正化計画の公表及び運用開始について 2017/3/31

・ 福崎町立地適正化計画の公表及び運用開始について 2017/3/16

・ 福崎町立地適正化計画パブリックコメントに対する回答について 2017/3/16

・ 福崎町立地適正化計画素案にかかるパブリックコメント資料 2017/2/7

・ 福崎町立地適正化計画素案にかかる説明会の実施及び町民意見（パブリックコメント）
の募集のお知らせ

2017/1/5

・ 桜井市立地適正化計画について 2017/3/24

・ 桜井市立地適正化計画（案）について意見を募集いたします 2017/1/13

・ 川西町立地適正化計画について 2017/3/31

・ 川西町立地適正化計画（素案）に対する意見（パブリックコメント）を募集します 2017/1/10

・ 王寺町都市計画マスタープラン及び王寺町立地適正化計画の公聴会の開催について 2017/11/17

大阪府 大東市

姫路市 作成中

兵庫県

箕面市

兵庫県

兵庫県

奈良県 王寺町

朝来市

大阪府

大阪府

福崎町

川西町
H29/3/31

公表

奈良県

奈良県

H29/3/24
公表

兵庫県

兵庫県

たつの市

高石市

H29/3/31
公表

H29/3/27
公表

H29/7/1
公表

西宮市

兵庫県

桜井市

H29/3/31
公表

作成中

H28/2/15
公表

作成中

作成中

作成中

門真市

H29/3/31
公表

大阪府

尼崎市

大阪府 東大阪市

H29/3/21
公表

（公表）

（事前周知）

http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/tihousousei/tihousousei/ricchitekiseika/1512647088473.html
http://www.city.minoh.lg.jp/machi/toshikeikaku/ricchitekiseika.html
https://www.city.minoh.lg.jp/machidukuri/151201publicc_rtk_re.html
http://www.city.minoh.lg.jp/machidukuri/151201publicc_rtk.html
http://www.city.minoh.lg.jp/machidukuri/150508publicc_rtk.html
http://www.city.kadoma.osaka.jp/shisei/gijiroku/toshikeikaku/rittitekiseika_keikaku.html
http://www.city.kadoma.osaka.jp/pub_comment/k_pubcome28/280801_rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.takaishi.lg.jp/business/toshikeikaku/1488250762812.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000020927.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212533/_39742/_39745.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212533/_39742/_39745.html
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/si_kangae/si_keikaku/039671.html
http://www.nishi.or.jp/contents/0004391200030010500829.html
http://www.nishi.or.jp/contents/0004391200030010500829.html
http://www.city.asago.hyogo.jp/0000006856.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1494332036350/index.html
http://www.city.asago.hyogo.jp/0000006758.html
http://www.city.tatsuno.lg.jp/toshikeikaku/ricchitekiseikakeikakunituite.html
http://www.city.tatsuno.lg.jp/toshikeikaku/20160303.html
http://www.city.tatsuno.lg.jp/toshikeikaku/20170303.html
http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000002158.html
http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000002158.html
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/toshikeikakuka/toshikeikakumasutapuran/1490080120682.html
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/toshikeikakuka/toshikeikakumasutapuran/ritteki.html
http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?frmId=4417
http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/chiikiseibi/machidukuri/gyomuannai/city_plan/2028.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 和歌山市立地適正化計画（素案）に対する意見募集について　（居住誘導区域） 2017/12/5

・ 和歌山市立地適正化計画 2017/3/1

・ 和歌山市立地適正化計画作成に伴う届出制度について（事前周知） 2017/1/4

・
和歌山市立地適正化計画（素案）及び都市計画マスタープランの改定（骨子案）に対する
市民意見募集について

2016/9/1

・ 海南市立地適正化計画について 2017/3/29

・ 立地適正化計画に関連する届出について（事前周知） 2017/3/15

・ 海南市立地適正化計画（案）に対する意見募集実施結果について 2017/3/15

・ 海南市立地適正化計画（案）に対する意見を募集します 2017/1/11

・ 有田市立地適正化計画について 2017/3/29

・ 有田市立地適正化計画（案）へのパブリックコメント実施結果について 2017/3/15

・ 有田市立地適正化計画（案）へのパブリックコメント（市民意見募集）実施について 2017/2/20

・ 新宮市立地適正化計画の作成について 2017/3/31

・ 新宮市立地適正化計画（案）に対するパブリックコメントの結果について 2017/3/3

・ 鳥取市都市計画マスタープラン及び鳥取市立地適正化計画（素案）にかかる市民政策コ
メントを募集します

2016/4/18

・ 高梁市立地適正化計画の策定・届出制度について 2017/3/31

・ 高梁市立地適正化計画（案）に関するパブリックコメント実施結果について 2017/3/16

・ 説明会の開催結果について 2017/2/8

・ 高梁市立地適正化計画（案）に関するパブリックコメントについて 2017/1/25

・ みなさまのご意見を募集します　～広島市立地適正化計画（骨子案）～ 2017/6/15

・ 三原市立地適正化計画(案)への意見を募集します(パブリックコメント) 2017/10/2

・ 福山市立地適正化計画基本方針について 2017/4/26

・ 福山市立地適正化計画基本方針（案）に関する意見の募集を終了しました。 2017/1/5

・ 福山市立地適正化計画基本方針（案）に関する意見の募集について 2016/12/1

・ 立地適正化計画 2017/3/30

・ 府中市立地適正化計画（素案）についてパブリックコメントを募集します 2017/1/10

・ 周南市立地適正化計画 2017/3/30

・ 立地適正化計画に係る届出 2017/3/30

・ 周南市立地適正化計画に対するパブリック・コメントの実施について 2016/12/26

・ 松山市立地適正化計画の策定・公表について 2017/3/31

・ 松山市立地適正化計画(案)に対する意見を募集します 2017/2/8

・ 宇和島市立地適正化計画の策定について 2017/3/31

・ 宇和島市立地適正化計画（素案）に対するパブリックコメントについて 2017/1/25

・ 「八幡浜市立地適正化計画」について 2017/3/31

・ 八幡浜市立地適正化計画（案）のパブリックコメントを募集します 2016/9/5

・ 『西条市立地適正化計画』を策定しました 2017/4/14

・ パブリックコメント「西条市立地適正化計画(案)」に対する意見公募 2016/9/5

海南市

作成中

H29/4/14
公表

周南市
H29/3/30

公表

広島県

西条市

福山市

府中市
H29/3/30

公表

愛媛県 八幡浜市

岡山県

和歌山市

高梁市

和歌山県

愛媛県

山口県

H29/3/1
公表

三原市

愛媛県

H29/3/29
公表

和歌山県

広島県

有田市

新宮市

鳥取市

H29/3/31
公表

H29/3/31
公表

H29/3/29
公表

H29/3/31
公表

作成中

作成中

作成中

H29/3/31
公表

愛媛県

松山市

宇和島市
H29/3/31

公表

広島県

広島県

鳥取県

広島市

和歌山県

和歌山県

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/douro_kouen_machi/1009501/1013867/1018077.html
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/toshikei-keikaku/todokede.html
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/toshikeikakuka/toshikeikakumasutapuran/ritteki.html
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1481165432811/index.html
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1481165432811/index.html
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/toshiseibika/toshiseibikatorikumi/1490665521808.html
http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/machizukuribu/toshiseibika/publiccomment/1486430708304.html
http://www.city.arida.lg.jp/kensetu/ritteki.html
http://www.city.arida.lg.jp/kensetu/ritteki_pabukome_kekka.html
http://www.city.arida.lg.jp/kensetu/ritteki_pabukome.html
http://www.city.shingu.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=40959
https://www.city.shingu.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=40811
http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/11/todokede.html
http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/11/pabucome.html
http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/11/richisakutei.html
http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/11/pabukomekan.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1494332036350/index.html
http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/31/tekiseika-pubcome.html
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/toshikeikaku/90070.html
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/shisei/jigyokeikaku/toshi/ricchitekiseika_keikaku/index.html
http://www.city.shunan.lg.jp/section/toshi/toshikei/ricchi/compact_network_plan.html
http://www.city.shunan.lg.jp/section/toshi/toshikei/ricchi/cpnp_todokede.html
http://www.city.shunan.lg.jp/section/toshi/pabcome/public_ricchi.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/compact_network/rittekikouhyou.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/tekiseika.html
https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/28/-.html
http://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/28/toshiseibi.html
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2017022100012/
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2016082600012/
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/toshi/ritteki.html
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/citypromo/h2809051005.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 「立地適正化計画」について 2017/3/31

・ 「伊予市立地適正化計画（案）」について意見公募手続き制度による意見を求めます 2016/11/10

・ 四国中央市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 四国中央市立地適正化計画（案）のタウンコメント募集と住民説明会の開催について 2016/12/21

・ 2017高知市立地適正化計画について 2017/7/1

・ 高知市立地適正化計画（案）に係るパブリック・コメントの実施について 2017/1/25

・ 南国市立地適正化計画を策定しました 2017/3/31

・ 南国市立地適正化計画に基づく届出制度について 2017/3/17

・ 南国市立地適正化計画（素案）の説明会と意見募集を実施します 2016/12/28

・ 土佐市立地適正化計画の公表について 2017/3/31

・ 土佐市立地適正化計画に係るパブリックコメントの実施結果について 2017/3/21

・ 土佐市立地適正化計画の意見募集について 2017/2/1

・ 北九州市立地適正化計画について 2017/4/1

・ 北九州市立地適正化計画の事前周知について 2016/9/27

・ 北九州市立地適正化計画（素案）に対する市民意見（パブッリクコメント）の内容及び市
の考え方

2016/8/25

・ 北九州市立地適正化計画について 2016/7/22

・ 北九州市立地適正化計画（素案）に対する意見（パブリックコメント）の募集について 2016/4/18

・ 久留米市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 久留米市立地適正化計画の事前周知について 2017/3/10

・ 久留米市立地適正化計画（案）に対する意見を募集します 2017/1/4

・ 久留米市立地適正化計画基本方針（案）への意見を募集します 2016/9/5

・ 飯塚市立地適正化計画 2017/4/1

・ 飯塚市立地適正化計画および建築等の届出制度に関する事前周知について 2017/2/7

・ 飯塚市立地適正化計画案（たたき台）区域案に関する意見募集について 2016/9/13

・ 飯塚市立地適正化計画素案に関する意見募集について 2016/6/3

・ 飯塚市立地適正化計画素案（骨子案）について 2016/5/31

・ 行橋市立地適正化計画の公表及び届出制度について 2017/3/31

・ 行橋市立地適正化計画（案）に対するパブリックコメントの募集について 2017/2/1

・ 小城市立地適正化計画 2017/3/31

・ 小城市立地適正化計画に係る届出制度について（事前周知） 2017/3/24

・ 小城市立地適正化計画（案） 2017/1/23

・ 長崎市立地適正化計画（素案）に関するパブリックコメントの募集 2017/4/11

・ 長崎市立地適正化計画（素案）に係る説明会について 2017/3/28

・ 「長崎市立地適正化計画」の基本的な考え方に係る説明会開催のお知らせ 2017/1/23

・ 大村市立地適正化計画の公表について 2017/3/30

・ 立地適正化計画の公表に伴う事前届け出について 2017/2/3

・ 立地適正化計画説明会を開催しました 2017/2/3

・ 大村市立地適正化計画（案）に関するパブリックコメント（意見募集）について 2017/1/20

・ 立地適正化計画説明会を開催します 2016/12/16

・ 立地適正化計画の概要 2016/11/25

・ 熊本市立地適正化計画について 2016/4/1

・ 熊本市立地適正化計画（素案）に関するパブリックコメント結果 2016/2/26

・ 熊本市立地適正化計画（素案）に関するパブリックコメントについて 2015/12/25

・ 「第３回 コンパクトシティ形成支援チーム会議」において取組状況について報告 2015/7/3

・ 荒尾市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 「荒尾市立地適正化計画(案)」に関するパブリックコメントの結果について 2017/3/23

・ 荒尾市立地適正化計画の公表に伴う届出制度の事前周知について 2017/3/1

・ 荒尾市立地適正化計画(案)に関するご意見の募集 2017/1/13

南国市

熊本市
H28/4/1

公表
熊本県

荒尾市
H29/3/31

公表
熊本県

H29/3/31
公表

長崎県 長崎市 作成中

長崎県

H29/3/31
公表

高知県

H29/7/1
公表

大村市
H29/3/30

公表

佐賀県 小城市
H29/3/31

公表

福岡県 行橋市
H29/3/31

公表

福岡県 飯塚市
H29/4/1

公表

福岡県 久留米市
H29/3/31

公表

福岡県

伊予市
H29/3/31

公表

H29/3/31
公表

高知県 土佐市

四国中央市愛媛県

愛媛県

北九州市
H29/4/1

公表

高知市高知県

（パブリックコメント）

https://www.city.iyo.lg.jp/toshijyutaku/rittitekiseikakeikakunosakutei.html
http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshikikara/kensetsubu/tsk/ricchitekiseika.html
http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshikikara/kensetsubu/tsk/towncomment.html
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/52/2017ricchitekiseika.html
http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=4423
http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=4395
http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3147
http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3135
http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3109
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900216.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900223.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900217.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900217.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900216.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900210.html
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2050machi/3030toshi/2017-0302-1727-88.html
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2050machi/3030toshi/2016-1220-1714-88.html
http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1080shisei/2050machi/3030toshi/2016-0901-1945-89.html
https://www.city.iizuka.lg.jp/toshikeshido/rittitekisei.html
https://www.city.omura.nagasaki.jp/toshikeikaku/machi/toshi/richitekiseika/richitekiseigaiyou.html
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=9398&pg=1&nw_id=1&type=new
http://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kohokocho/h2809051005.html
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/toshikei/rittitekiseika/keikakutop.html
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2017032700028/
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2017013100038/
https://www.city.ogi.lg.jp/main/22884.html
https://www.city.ogi.lg.jp/main/22845.html
https://www.city.ogi.lg.jp/main/22396.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/651000/p029291.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/659001/p029316.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/651000/p029291.html
http://www.city.omura.nagasaki.jp/toshikeikaku/machi/toshi/richitekiseika/rittitekiseikakeikakukouhyou.html
http://www.city.omura.nagasaki.jp/toshikeikaku/machi/toshi/richitekiseika/richitekiseikatodokede.html
http://www.city.omura.nagasaki.jp/toshikeikaku/machi/toshi/richitekiseika/rittitekiseisetumeikaiiken.html
https://www.city.omura.nagasaki.jp/toshikeikaku/machi/toshi/richitekiseika/richitekiseigaiyou.html
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=9398&pg=1&nw_id=1&type=new
http://www.mlit.go.jp/common/001095208.pdf
http://www.city.arao.lg.jp/q/aview/264/6476.html
http://www.city.arao.lg.jp/q/aview/264/6400.html


2017/12/14現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名
作成状況

取組状況

取組内容

・ 菊池市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 菊池市立地適正化計画に伴う届出について 2017/2/28

・ 菊池市立地適正化計画の住民説明会を開催します 2017/2/2

・ 菊池市立地適正化計画(案)パブリックコメントのお知らせ 2017/2/2

・ かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）の策定 2017/3/31

・ かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）の事前周知 2017/3/17

・ かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）に関する届出 2017/3/17

・ かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）の素案に関するパブリックコメン
ト手続の実施結果と住民説明会の開催結果の公表

2016/12/27

・ かごしまコンパクトなまちづくりプラン（立地適正化計画）の素案に関するパブリックコメン
ト手続の実施と住民説明会の開催

2016/10/20

・ 「大分市立地適正化計画」基本方針(案)について意見を募集します 2017/12/13

・ 都城市立地適正化計画について 2017/3/31

・ 都城市立地適正化計画に関する届出について 2017/3/31

大分県 大分市 作成中

宮崎県 都城市
H29/3/31

公表

熊本県 菊池市
H29/3/31

公表

鹿児島県 鹿児島市
H29/3/31

公表

http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/119/12749.html
http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/119/12571.html
http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/136/12343.html
http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/136/12345.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/toshikeikaku/toshikeikaku/machizukuri/toshikekaku/rittitekiseika/rittitekiseikakeikaku_genan.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/toshikeikaku/toshikeikaku/machizukuri/toshikekaku/chiku/rittitekiseikatodokede.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/toshikeikaku/toshikeikaku/machizukuri/toshikekaku/rittitekiseika/pabukomesetumeikai.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/toshikeikaku/toshikeikaku/machizukuri/toshikekaku/rittitekiseika/pabukomesetumeikai.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/toshikeikaku/toshikeikaku/machizukuri/toshikekaku/rittitekiseika/pabukomesetumeikai.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kensetu/toshikeikaku/toshikeikaku/machizukuri/toshikekaku/rittitekiseika/pabukomesetumeikai.html
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1511831794864/index.html
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=170308112257
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=170308162036

