
（主な継続事業） 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度以降

・「祇園四条地区地区計画」策定(H24.8) ・「河原町商店街地区地区計画」策定
(H25.7)
・都市再生緊急整備地域の拡大（H25.7）

・「古門前通元町地区地区計画」策定
（H27.8）
・「下木屋町地区地区計画」策定（H27.12）
・都市再生緊急整備地域の区域拡大
(H27.7)
・用途地域等の地域地区の見直し（京都
駅周辺）(H27.12)

・用途地域等の地域地区の見直し（京都駅
西部エリア）(H28.12)
・「東九条西山王町地区地区計画」策定
(H28.11)

・用途地域等の地域地区の見直し（五条通
沿道（ＪＲ丹波口駅～西大路通），御池通（Ｊ
Ｒ二条駅～西大路通），葛野大路通（太子
道～天神川，三条通～四条通））(R1.12)

・京都市企業立地促進制度補助
対象事業の指定
・京都市ベンチャー企業等ステッ
プアップ事業補助金の交付
・新事業創出型事業施設活用推
進事業補助金の交付

・「西ノ京桑原町地区地区計画」策定
(H24.8)

・用途地域等の地域地区の見直し（十条
駅・上鳥羽口駅周辺周辺）(H27.12)

・用途地域等の地域地区の見直し（国道171
号～祥久橋～国道1号，らくなん進都，四条
通以南の工業地域等）(R1.12)

・「明倫学区地区地区計画」変更(H24.11) ・「姉小路界わい地区地区計画」策定
(H25.7)

・「既存住宅の省エネリフォーム助成制
度」創設(H26.4)
・「ごみ屋敷」の問題解決に向けた条例を
施行(H26.11)

・用途地域等の地域地区の見直し（太秦
天神川駅周辺，桂川駅・洛西口駅周辺，
竹田駅・くいな橋駅周辺）(H27.12)

・市営住宅の住戸を子育て世帯に向けに改
修(H28.12)

・「高野東開・西開地区地区計画」策定
(R1.12)

・歴史的風土保存区域，歴史的
風土特別保存地区の指定
・自然風景保全地区の指定

・「大原戸寺町地区地区計画」策定
(H25.12)

・北部山間地域の活動支援や移住促進に
取り組む「京都市北部山間かがやき隊員」
導入(H28.7)
・「京都市北部山間移住相談コーナー」開設
(H28.7)

・「田舎暮らし体験住宅」開設(H29.4)

・グローバルＭＩＣＥ戦略都市に選定
（H25.7）
・「太秦安井山ノ内地区地区計画」策定
(H25.7)
・「京都御苑東地区地区計画」策定
(H25.12)

・「太秦安井山ノ内地区地区計画」変更
(H27.12)
・平安神宮前の神宮通を歩行者専用空間
「岡崎プロムナード」として整備(H27.9)
・「京都市動物園」グランドオープン
(H27.11)
・「ロームシアター京都」開館(H28.1)

・「京都市宿泊施設拡充・誘致方針」の策定
(H28.10)
・「京都市立芸術大学移転整備基本計画」
策定(H29.3)

・「旅館・ホテル等拡充・誘致総合窓口」開設
(H29.4)
・「京都市上質宿泊施設誘致制度」運用開
始(H29.5)
・「崇仁新町（すうじんしんまち）」グランド
オープン(H30.1)

・「太秦安井山ノ内地区地区計画」変更
(H30.4)
・「瓜生山学園地区地区計画」変更(H30.8)
・「京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確
保するための措置に関する条例」等施行
(H30.6)

・「京都橘大学地区地区計画」策定(R1.8)
・「市民の安心・安全，地域文化の継承を重
要視しない宿泊施設はお断り」の宣言
(R1.11)
・「京都市京セラ美術館」リニューアルオー
プン(R2.5)
・宿泊施設立地に際する事前手続の充実に
係る新ルールの策定（地域調和）
・宿泊施設のバリアフリーの更なる充実に
係る基準の策定（質向上）

・大規模太陽光（メガソーラー）
発電所の稼働

・バス待ち環境向上の取組（広
告付き上屋の設置，バスロケー
ションシステムの設置等）
・地域や事業者，公共施設の協
力によるバス待ち環境の創出
（バスの駅設置事業）
・道路のバリアフリー化事業
・パークアンドライド事業の実施
・沿線環境の変化や御利用状況
を踏まえた路線・ダイヤの見直し

・地下鉄京都駅構内の商業空間
「Kotochika京都」グランドオープン
（H25.3）

・市バスの均一運賃区間の拡大（嵯峨・
嵐山地域）(H26.3)
・35年ぶりの大幅な増車を含む「市バス運
転計画」を実施(H26.3)

・地下鉄烏丸線烏丸御池駅に可動式ホー
ム柵を設置(H26.12)
・「Kotochika山科」開業(H26.10)

・「Kotochika御池」拡充(H28.1)
・金曜限定で地下鉄の終電時間延長「コト
キン・ライナー」の実施(H27.10)
・地下鉄烏丸線四条及び京都駅に可動
式ホーム柵を設置(H27.10,12)
・市バスの均一運賃区間の拡大（岩倉・
修学院地域）(H28.3)

・「Kotochika京都」南エリア開業(H29.3)
・使いやすく，人にやさしい「京都駅八条口」
リニューアルオープン(H28.12)
・市バスの均一運賃区間の拡大（上賀茂，
西賀茂地域）(H29.3)

・「ゼスト御池」リニューアルオープン(H29.6)
・「自動運転の社会実装に向けた検討会議」
設立(H29.10)
・「Kotochika北大路」開業(H30.3)
・民間事業者と共汗（協働）で公共交通の利
用促進に取り組む「チーム『電車・バスに乗
るっ』」設立(H29.7)
・「『洛西口～桂　駅間プロジェクト』整備計
画（概要）」作成(H29.9)
・８年ぶりに地下鉄ダイヤ全面改正(H30.3)

・地下鉄のＩＣ定期券（通勤・継続）を発行で
きる自動券売機の全駅設置(H30.9)
・「京都市交通局市バス・地下鉄事業 経営
ビジョン」策定（H31.3）
・ＪＲ新駅「梅小路京都西駅（JR嵯峨野線）」
誕生（H31.3）

・市バスICフリー定期券（通勤・通学甲）で
JRバスとの共通乗車を開始（R2.4）
・北大路駅に可動式ホーム柵を設置(R4年
度中)
・烏丸線全駅（１１駅）に可動式ホーム柵を
設置(R9年度～R10年度)

・交通問題プロジェクトミーティン
グ（中京区）
・無電柱化事業
・道路の森づくり事業

・バリアフリー移動等円滑化基本構想の
策定（太秦地区，大宮地区）(H25.3)

・「交通安全基本条例」施行（H25.7）
・バリアフリー移動等円滑化基本構想の
策定（JR藤森地区，深草地区，西院地
区）(H26.3)

・バリアフリー移動等円滑化基本構想の
策定（阪急嵐山・松尾大社地区，上桂地
区，桃山地区）(H27.3)

・平安神宮前の神宮通を歩行者専用空間
「岡崎プロムナード」として整備(H27.9)
・四条通の歩道拡幅事業が完了(H27.10)

・バリアフリー移動等円滑化基本構想の策
定（西大路地区）(H29.3)

・バリアフリー移動等円滑化基本構想の策
定（東福寺地区（鳥羽街道エリア））(H31.3)

・自転車走行環境整備事業
・自転車駐輪環境整備事業
・放置自転車対策事業

・「京都・新自転車計画」策定(H27.3) ・「京都市自転車走行環境整備ガイドライ
ン」策定(H28.10)

・「京都市自転車安全教育プログラム」策定
(H30.3)

・自転車保険の加入義務化(H30.4)

・「京都市三山森林景観保全・再
生ガイドライン」に基づく森林整
備の推進
・風致地区の指定

・小倉山地区の市有地において市民団体
等との協働の森づくり活動及び森林再生
事業の実施（Ｈ25年度～）

・上賀茂本山の市有地において近隣住民と
森づくり活動の実施（Ｈ28年度～）

・大北山地区の市有地においてＮＰＯ法人
等と協働の森づくり活動を実施（Ｈ29年度
～）

・歴史的風土特別保存地区等の
指定
・伝統的建造物保存地区等の指
定
・無電柱化事業

・「京都市伝統的な木造建築物の保存及
び活用に関する条例」施行(H24.4)
・「平成の京町家」のモデル住宅展示場
「ＫＹＯＭＯ」開設(H24.11)
・「平成の京町家普及センター」開設
(H25.3)
・上七軒通の無電柱化事業が完了
(H25.3)

・「京都市歴史的建築物の保存及び活用
に関する条例」に条例改正し，対象を木
造以外の建築物にも拡大(H25.11)

・「保存活用計画作成支援事業」開始
(H26.7)
・京都市歴史的建築物保存活用アドバイ
ザー設置要綱施行(H26.9)

・建築基準法適用除外のための技術的基
準の制定(H29.1)

・京都を彩る建物や庭園修理事業補助金制
度創設(H30.7)
・世界遺産をはじめとする寺社等とその周
辺の歴史的景観を保全するために景観政
策を充実（H30.10）
・「今後の無電柱化の進め方」策定(H30.12)

・歴史的景観保全修景地区，界
わい景観整備地区の指定
・景観地区の指定
・眺望景観保全地域の指定
・景観重要建造物の指定
・歴史的風致形成建造物の指定

・屋上への看板設置などを禁止した屋外
広告物条例を完全施行(H26.9)

・「京都市京町家の保全及び継承に関する
条例」制定(H29.11)
・「京都で快適に暮らす住まいづくりのコツ」
発行，「京都らしい省エネ住宅の公表制度」
創設(H30.3)

・京町家条例に基づく「京町家の解体に係る
届出制度」「京町家の保全及び継承に係る
協議制度」施行（H30.5）
・「京町家マッチング制度」開始(H30.6)
・京町家条例に基づく地区指定及び個別指
定開始（H30.8）
・指定した京町家の改修等に対する新たな
助成制度創設(H30.10)

・新景観政策の更なる進化(R1.12)
・京都景観賞「京町家部門」新設・実施(R1
年度)
・京町家の知恵をいかした住宅を建てるた
めのガイドブック「新町家のすすめ」作成
(R2.3)
・先斗町屋外広告物等特別規制地区の指
定（R2.7）

・地域景観づくり協議会制度
・優良デザイン促進制度

・「祇園新橋景観づくり協議会」認定(H29.5)
・「新景観政策１０年　総括シンポジウム」開
催(H29.12)

・「嵐山まちづくり協議会」認定(H30.8)
・魅力ある夜間景づくりに向けた調査(H30
年度)

・「笹屋町一丁目景観まちづくり協議会」認
定(R2.2)
・魅力ある夜間景観づくりに向けた社会実
験（R1年度）

・「旧三井家下鴨別邸」一般公開開始
(H28.10)

・中川地域の歴史・生業・暮らし・建築等に
ついての現地調査の結果をまとめた『京都
中川の北山林業景観調査報告書』を刊行
(H31.3)

・市内全域を対象に実施した文化的景観の
悉皆的調査の成果をまとめた『京都の文化
的景観調査報告書』を刊行(R2.3)

都市マス策定後の主な取組（一覧）

３　“京都らしさ”をいかした個性ある
　　多様な空間から構成される景観形成

４　都市の活力を生み出す景観形成

５　重要文化的景観の保全

第３節　景観

１　“盆地景”を基本に自然と共生する
　　景観形成

２　伝統文化の継承と新たな創造との
　　調和を基調とする景観形成

１　既存の公共交通を再編強化し，
　　使いやすさを世界トップレベルにする

２　歩く魅力を最大限に味わえる
　　歩行者優先のまちづくり

３　歩行者と共存した自転車利用の促進

５　京都の魅力を高める土地利用

６　大規模な低未利用地における
　　土地利用

第２節　歩くまち

２　ものづくり産業等の集積地における
　　土地利用

３　良好な居住環境を誘導する
　　土地利用

４　緑豊かな地域における土地利用

第４章　都市計画の方針

第１節　土地利用

１　商業・業務の集積地等における
　　土地利用
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（主な継続事業） 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度以降

・木造住宅，京町家，分譲マンショ
ン及び特定建築物に対する耐震化
支援事業
・老朽化した水道管や下水道管の
更新及び耐震化
・無電柱化事業
・宅地耐震化推進事業

・「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リ
フォーム支援事業」創設(H24.4)
・分譲マンションに対する耐震改修計画作成
補助事業を創設(H24.4)
・重要路線沿道の特定既存耐震不適格建築
物に対する耐震改修計画作成及び耐震改修
補助事業を創設(H24.6)
・「京都市地域防災計画　原子力災害対策
編」策定(H25.3)

・耐震診断が義務付けられた不特定多数が
利用する大規模建築物に対する耐震診断補
助制度の創設(H25.11)

・耐震診断が義務付けられた不特定多数が
利用する大規模建築物に対する耐震改修計
画作成，耐震改修の補助制度の創設(H26.4)
・分譲マンションに対する耐震改修補助制度
について，ピロティ階等を先行で改修する段
階的改修補助制度を創設(H26.4)
・「京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計
画」の策定(H27.3)

・修学旅行生が利用するホテル，旅館の耐震
化支援制度の創設(H27.4)

・まちの損傷を通報できるアプリ「みっけ隊」本
格運用開始(H28.5)
・「都市型水害対策車」運用開始(H28.4)
・土砂災害特別警戒区域内建築物に対する安
全対策補助事業を創設(H28.6)
・「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム（第2
期）」策定(H29.2)
・府市協調により市内全ての土砂災害警戒区
域等の指定完了(H29.3)

・耐震診断が義務付けられた指定道路沿道建
築物に対する耐震診断補助制度を創設(H29.4)
・「我が家の防災行動シール」配布開始(H29.9)
・「直接埋設方式による無電柱化」実証実験（東
一条通）開始(H29.11)
・「土砂災害ハザードマップ」発行(H30.1)

・耐震診断が義務付けられた指定道路沿道建
築物に対して，耐震改修計画，耐震改修及び建
替え又は全部の除却に係る補助事業を創設
(H30.4)
・「京都市水害ハザードマップ」発行(H30.5)
・民泊などに対する新たな防災対策を開始
(H30.6)
・ブロック塀等の安全対策に係る支援制度及び
支援窓口の創設(H30.7)

・「まちの匠の知恵を活かした京都型耐震リ
フォーム支援事業」について，密集市街地を中
心とした市が定める区域内に存する木造住宅を
対象として，防火改修の助成メニューを新設し，
耐震助成事業（本格改修）を当事業に統合する
とともに，名称を「まちの匠の知恵を活かした京
都型耐震・防火リフォーム支援事業」に変更
（H31.4）
・京都市危機管理センターを開設し，災害時オ
ペレーションシステムを導入するなど，災害対
策本部機能を強化（R1.12）
・避難情報の伝達や庁内での情報共有を迅速
確実なものにするため，京都市危機管理セン
ターの各種システムの新設，更新等を実施
(R2.3)

・京都駅周辺地域都市再生安全確保計画の
作成(H25.12)

・「新消防指令センター」，「高度救急救護車」
本格運用開始(H27.6)

・「中京消防署京都市立病院消防出張所」運用
開始(H28.10)

・大原地域に，初めてとなるコンテナを用いた災
害用備蓄倉庫を設置(H29.11)
・「北消防出張所紫明消防出張所」運用開始
(H29.9)

・「山科消防署西勧修寺消防出張所」運用開始
(H31.1)

・「北消防署」運用開始(R3.4予定)

・幹線道路の整備
・無電柱化事業
・道路のバリアフリー化事業

・国道９号線千代原口交差点地下トンネル開
通(H25.2)
・向日町上鳥羽線開通(H25.3)

・第二外環状線（通称「にそと」）の沓掛イン
ターチェンジ～大山崎ジャンクション間と大山
崎大枝線第一工区開通（H25.4）
・「京北トンネル」開通（H25.12）

・二ノ瀬バイパス（京都広河原美山線）開通
(H27.3)

・「京都縦貫自動車道」全線開通(H27.7)
・平安神宮前の神宮通を歩行者専用空間「岡
崎プロムナード」として整備(H27.9)
・四条通の歩道拡幅事業が完了(H27.10)
・「阪急京都線（洛西口駅付近）連続立体交
差化事業」高架化完成(H28.3)

・「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム（第
２期）」策定(H29.2)
・「今後の道路整備事業の進め方」策定(H29.3)

・「直接埋設方式による無電柱化」実証実験（東
一条通）開始(H29.11)

・「今後の無電柱化の進め方」策定(H30.12) ・京都市高速道路　新十条通の京都市への移
管・無料化(H31.4)

・公園の整備 ・都市計画の見直し（公園）（H26.2） ・「市街地緑化の在り方」策定(H29.8)
・「京の公園魅力向上指針～公園施設の長寿
命化の下に～」策定(H30.3)
・本市初の雨庭を四条堀川に整備（H30.3）（※
雨庭：雨水をゆっくり地中に浸透させる植栽空
間）

・雨庭整備事業の本格的な開始(H31.4)

・梅小路公園に「すざくゆめ広場」と「市電ひろ
ば」開園(H26.3)

・ハンナリーズアリーナ（京都市体育館）リ
ニューアルオープン(H26.4)

・西京極陸上競技場兼球技場の大型映像装
置を一新(H28.2)
・「名勝円山公園保存管理計画」策定(H28.3)

・梅小路公園内に「京都鉄道博物館」開業
(H28.4)

・「東山自然緑地再整備計画」策定（H29.9） ・「大和パーキング京都市宝ヶ池フットサルコー
ト」始動(H30.10)
・JR梅小路京都西駅の設置に伴う梅小路公園
の再整備完了（H31.3）
・広沢池公園保存計画の策定（H31.3）

・広沢池公園開園(H31.4)
・「京都市宝が池公園運動施設体育館」開館
(R1.9)
・梅小路公園内に「ビバスクエア京都」全面開業
(R2.7)
　※R1.12に屋外型スポーツ体験広場を先行開
業
・東山自然緑地再整備完了（R3.3 予定）
・大宮交通公園（Park－PFI事業）再整備完了
　（R3.3 予定）
・円山公園再整備完了（R3中 予定）

・道路の森づくり事業
・花の道づくり事業

・「あなたもまちの樹ペアレント制度」創設
(H29.9)

・狭あい道路整備事業
・細街路対策事業
・防災まちづくり推進事業
・防災みちづくり事業
・防災まちづくり活動支援

・「歴史都市京都における密集市街地対策等
の取組方針」の策定（H24.7）
・「京都市細街路対策指針」の策定(H24.7)
・袋路の避難安全性向上に対する助成事業
（細街路対策事業）を創設(H24.7)

・防災まちづくり推進事業の創設(H26.6) ・防災みちづくりモデル事業の創設(H27.4) ・「歴史都市京都における密集市街地対策等の
取組方針」，「京都市細街路対策指針」の見直し
（R2年度）

・「総合的な空き家対策の取組方針」策定
(H25.7)

・「空き家の活用，適正管理等に関する条例」
施行(H26.4)

・「京都市空き家等対策計画」策定(H29.3)

・土地区画整理事業 ・都市計画の見直し（土地区画整理事業）
（H26.2）

・雨水貯留施設，雨水浸透ます設
置助成金制度
・貯留幹線の整備
・都市基盤河川の整備

・「京都市「雨に強いまちづくり」推進行動計
画」の策定(H27.3)

・雨水幹線「塩小路幹線」（京都駅周辺）供用開
始(H28.7)
・雨水幹線「山科三条雨水幹線」（山科駅周辺）
供用開始(H29.3)

・雨水幹線「新川6号幹線」「花見小路幹線」供
用開始（H31.3）
・旧安祥寺川改修事業完了（H31.3）

・雨水幹線「山科川13-1号雨水幹線」，「伏見第
3導水きょ」供用開始（R2.3）

・高瀬川周辺一帯の魅力ある水辺
づくり
・京のまちなか緑化助成

・琵琶湖疏水通船の本格運航開始（67年ぶりと
なる疏水舟運の復活）(H30.3)

・琵琶湖疏水の関連施設「旧御所水道ポンプ
室」が国の登録有形文化財に登録(R2.4)
・琵琶湖疏水が日本遺産に認定(R2.6)

・「市営住宅ストック総合活用計画」
策定（H23.2）
・「京都市橋りょう長寿命化修繕計
画」策定(H23.12）

・「凌風小中学校」開校(H24.4) ・「京都市公共施設マネジメント基本方針」策
定(H26.3)

・「東山泉小中学校」開校(H26.4)
・「上京区総合庁舎」開庁(H27.1)
・「京都市公共施設マネジメント基本計画」策
定(H27.3)
・「トンネル長寿命化修繕計画」策定（H27.3）
・「新・京都市ごみ半減プラン-京都市循環型
社会推進基本計画（2015-2020）-」策定
（H27.3）

・「排水機場長寿命化修繕計画」策定(H27.4）
・京都動物愛護センター開設(H27.5)
・「上下水道局北部営業所」及び「南部営業
所」の開設(H27.5)
・「京都市河川維持保全基本計画」策定
（H28.3）

・「上下水道局東部営業所」開校(H28.4)
・「道路付属施設長寿命化修繕計画」策定
(H28.12）
・「道路のり面維持保全計画」策定（H29.2）
・「京都市庁舎施設マネジメント計画」策定
（H29.3）
・「京都市学校施設マネジメント基本計画」策定
（H29.3）
・「水道及び下水道施設等マネジメント基本計
画」策定（Ｈ29.3）

・「上下水道局太秦庁舎」開庁(H29.7)
・「舗装長寿命化修繕計画」策定（H30.3）
・「京の公園魅力向上指針」策定（H30.3）

・「京都市中央食肉市場新施設」本格稼働
(H30.4)
・「交通事業施設マネジメント計画」（H31.3）

・「向島秀蓮小中学校」開校(H31.4)
・「京都京北小中学校」開校（R2.4）
・「京都市南部クリーンセンター第二工場」稼働
開始(R1.10)

(関連する計画等)
・「京都ビジョン2040」発表(H25.5)
・「京都市生物多様性プラン」策定(H26.3)
・「大学のまち京都・学生のまち京都推進計
画2014-2018」策定(H26.3)
・「京都市地球温暖化対策計画<2011-
2020>」改定(H26.3)

・「京都市グリーン産業振興ビジョン」の策定
(H26.5)
・「京都観光振興計画2020」，「京都市ＭＩＣＥ
戦略2020」策定(H26.10)
・「京都駅西部エリア活性化将来構想」策定
(H27.3)

・「京都 京北未来かがやきビジョン」策定
(H27.8)
・「まち・ひと・しごと・こころ京都創生総合戦
略」策定(H27.9)
・「はばたけ未来へ！京プラン」の新たな実施
計画策定(H28.3)
・「共汗で進める　新たな区政創生」策定
(H28.3)
・「京都市産業戦略ビジョン」策定(H28.3)

・「西京区・洛西地域の新たな活性化ビジョン」
策定(H28.12)
・「京都駅東南部エリア活性化方針」策定
(H29.3)
・「洛西ニュータウンアクションプログラム」策定
(H29.3)
・「向島ニュータウンまちづくりビジョン」策定
(H29.3)
・「第２期京都文化芸術都市創生計画」策定
(H29.3)
・「歩くまち・京都」総合交通戦略【追記・修正版】
(H29.3)
・「京都市地球温暖化対策計画<2011-2020>」
改定(H29.3)

・「京（みやこ）の水ビジョン－あすをつくる－
（2018-2027）」，「中期経営プラン（2018-2022）」
策定(H30.3)
・「京都市国土強靭化地域計画」策定(H30.3)

・「西陣を中心とした地域活性化ビジョン～温故
創新・西陣～」策定(H31.1)
・「京都市京町家保全・継承推進計画」策定
(H31.2)
・「京都駅東部エリア活性化将来構想」策定
(H31.3)
・「京都刑務所敷地の活用を核とする未来の山
科のまちづくり戦略」策定(H31.2)
・「京都市レジリエンス戦略」策定(H31.3)
・「京都市持続可能な都市構築プラン」策定
(H31.3)
・「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画
2019-2023」策定(H31.3)

・「ものづくり都市・京都の発展に繋がる京都刑
務所及び京都運輸支局の敷地活用案」策定
（R2.3）

２　交流を生み出す拠点等の充実

３　街路樹・河川など連続性のある
　　緑の充実

第７節　市街地整備

第５節　道路

第６節　公園・緑地

１　身近な公園・緑地の充実

２　被災後を想定した対策

第４章　都市計画の方針

第４節　防災

１　都市全体を見据えた治水対策

２　豊かな水環境・水文化の創出

第９節　その他市民の暮らしを支える施設

１　密集市街地等に関する対策の推進

・空き家対策の推進

２　修復型まちづくりの検討と計画的な
　　市街地の形成

第８節　水・河川

１　様々な災害に対する対策
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