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１．趣旨 

 

○新潟都市計画区域（新潟市・聖籠町の全域、新発田市の一部）の区域区分の全体見直しについて

は、前回見直しから概ね 10 年が経過するほか、新潟県の都市計画区域マスタープラン、本市の

都市計画基本方針の改定時期を迎えることから、新潟県が主体となり、関係する行政機関と協議

を重ねてきました。 
 

○本市では、人口減少下においても、本市の特徴である広大で美しい田園と市街地が共生する多核

連携型都市として、持続的に発展するまちづくりを進めていくことが重要であると考えており、

農村集落の維持・活性化はもとより、本市に住み続けていただく、選んでいただける住環境の提

供を進めていく必要があります。 
 

○そのため、この度の区域区分の全体見直しに際し、都市の魅力創出、雇用の確保、公共交通の利

便性向上、防災力の向上、環境への配慮など、時代の要請や様々な市民ニーズを満たす土地利用

の具体的な活用提案（以下「活用提案」という。）をお受けします。また、都市的土地利用が見

込まれない土地の市街化調整区域への変更提案（以下「逆線提案」という。）についても、お受

けします。 
 

○特に活用提案におきましては、本市の特徴を活かしつつ、激甚・頻発化する災害対策や脱炭素、

自家用車に過度に頼らず住み続けたいまちとして人を惹きつける、「環境に優しく安心安全に暮

らせるまち」の実現に向けた意欲ある活用提案をご検討ください。 

 

２．基本的な流れ 

(1)スケジュール（予定） 

・活用提案は、③事前エントリー書、④提案書の提出の順で、逆線提案は③事前エントリー書のみ

の提出で進めさせていただきます。 

・必要に応じ、提案者へのヒアリングを行ったのち、本市での郊外土地利用の調整制度に基づいた

評価を経て、⑤開発候補地区と見直し箇所を決定します。その後、⑥関係機関との箇所別協議で

詳細事項を協議した上で、⑦区域区分の変更（都市計画の手続き）を行わせていただきます。 

【概ねのスケジュール（予定）】 

 内 容 日程（予定） 

① 受付要領公表 令和４年 ７月 ３日 

② 事業者向け説明会 令和４年 ７月１５日 

③ 事前エントリー書 提出期限 令和４年 ９月３０日まで 

④ 提案書 提出期限 令和４年１２月２１日まで 

⑤ 開発候補地区などの選定通知 令和５年春頃 

⑥ 関係機関との箇所別協議完了 ～ 

⑦ 区域区分の変更（都市計画の手続き） 令和６年度中を目指しています 

 

３
か
月 

 

６
か
月 
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(2)評価について 

・活用提案は、本市の郊外土地利用の調整制度に基づき、公正かつ適正に評価させていただきます。 

 

【参考】郊外土地利用の調整制度（新潟市都市計画基本方針改定案） 

 

 

 

 

 

○本市はこれまで、市街地規模を維持することを基本とし、市街地の拡大を伴う新たな開発については、事業実

施の確実性があり、市全体・各区の持続的な発展につながる質の高い開発に限定するよう努めてきました。 

○今後の都市づくりは、これまでに築いてきた広大で美しい田園環境と都市基盤を土台に、持続的に発展するコ

ンパクト・プラス・ネットワークの実現に取り組む必要があります。 

○そのため、これまで以上に市街地拡大を抑制することを基本としつつ、市街地の拡大を伴う新たな開発につい

ては、雇用の創出や交流人口の拡大、地域の拠点施設の機能強化、持続可能な公共交通ネットワークの形成、

防災・防犯力の向上、環境に配慮した取り組みなど、市全体や各区が抱える課題解決または機能向上につなが

る真に必要かつ質の高い開発を適切に判断した上で実施します。 

 

◆郊外土地利用の調整制度の進め方 

 

 

 

 

 

 

  

【基本的な考え方】 
市街地拡大は抑制することを基本としつつ、 

これまで以上に真に必要かつ質の高い開発のみに限定します 

・開発用途ごとに本市のまちづくりへの整合性など、基本となる考え方を踏まえた詳細な評価基準を設

定します。 

・開かれた手続きにより、個々の開発計画について詳細な基準に基づき評価し、開発計画の適否を判断

します。 

・真に必要かつ質の高い開発のみ都市計画の手続きを進めます。 

郊外土地利用の調整制度 

開発計画の作成 

（事業者） 

適否判断 

（市） 

 

都市計画の手続へ 

（市＋関係機関） 

※真に必要かつ質の高い開発 

【適否判断の考え方】 

・主に以下の事項について「評価基準」を定め、適否の判断を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※評価基準については、社会経済情勢の変化などにより必要に応

じて見直します。 

意見照会 

（都市計画審議会） 

① 開発の必要性 

上位計画などとの整合性や市全体・各区の課題解決・機能向

上につながるかを確認 

② 周辺土地利用を踏まえた位置・規模などの妥当性 

都市と農業環境への影響、防災対策を確認 

③ 権利者の同意状況などの事業の確実性 

関係機関との事前相談の状況、事業実施の方法や体制を確認 
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(3)開発候補地区などの選定について 

・活用提案については、新潟市都市計画審議会の意見も聞きながら、真に必要かつ質の高い開発で

あるかを評価し、本市として区域区分を見直し、開発を行っていただく開発候補地区を選定いた

します。 

・開発候補地区および逆線提案の箇所については、令和５年春頃を目途に文書にて通知させていた

だく予定です。 

 

(4)開発候補地区決定後の手続きについて 

 ①関係機関との箇所別協議 

 ・開発候補地区として選定された地区は、本市において区域区分の見直しなどに向け関係機関と

具体的な箇所別協議に入ります。 

 ・土地利用計画や周辺地域への影響などに関するさらに詳細な資料を作成いただく場合がありま

すので、ご協力をお願いいたします。 

 ・関係機関との協議が調わない地区については、本市の判断により、スケジュールの変更や候補

地区から外れる場合があります。 

 

 ②都市計画の手続き 

 ・関係機関との箇所別協議が完了した開発候補地区は、区域区分の変更、用途地域の変更、地区  

計画の決定など必要な都市計画の手続きに移ります。 

 ・都市計画決定に係る法定の手続きは、概ね７ヶ月から１年程度の期間を予定しています。 

 ・上記手続きにおいて支障が生じた場合は、本市の判断により開発候補地区から外れる場合があ

ります。 
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３．基本的事項 

 

(1)提案者の要件（開発計画に係る関係者は以下全てに該当する者とさせていただきます） 

 

・本要領及び日本国の法令を遵守できること。 

・新潟市暴力団排除条例(平成 24 年 10 月 2 日新潟市条例第 61 号)第 2 条に規定する暴力団、暴力

団員ではないほか、暴力団、またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)、もしくは

暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過していない者の統制の下にある者ではないこと。  

・無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 8 条第 2 項第

1 号の処分を受けている団体若しくはその代表者、主宰者その他の構成員又は当該構成員を含む

団体ではないこと。 

 

(2)提案の対象となる要件 

 ・今回の区域区分の見直しでは、以下の提案をお受けいたします。 

【A：活用提案】市街化区域への編入を希望する地区 

市街化調整区域で具体的な開発計画があり、土地区画整理事業または開発行為で開発を

希望する地区 

【B：逆線提案】市街化調整区域への編入を希望する地区 

市街化区域であるが、都市的土地利用が見込まれず、市街化調整区域への編入を希望す

る地区 

【提案対象のイメージ】 
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 (3)活用提案の要件 

①活用提案の対象となる開発用途 

・開発用途は、住居系を中心とします。 
・店舗などを配置する場合は、計画地周辺の立地状況を踏まえたものとします。 
・医療、福祉、教育、事業所など上記によらないものは個別に調整しますので、本書 6 ページ

(6)その他をご確認ください。 

 

②活用提案の要件 

  ・活用提案は、「区域区分に関する都市計画の見直しを行うに当たっての基本方針（令和２年 
７月新潟県）」に準じて行いますので、併せてご確認いただくようお願いします。 

・活用提案の提出にあたり、開発区域を所管する区の建設課と事前相談のうえ、以下のチェッ
クリストの必須要件 1 から 4 を満たしてください。 

 
【A：活用提案 チェックリスト】 

◆必須要件（要件 1 から 4 を全て満たしてください） 

□ 要件 1 既存の市街化区域と連続して接し、飛び地の市街化区域とならないこと。 

□ 要件 2 市街化区域に穴抜き（市街化調整区域）を発生させないこと。 

□ 要件 3 
市街化区域への編入を希望する地区内に河川区域や自然公園区域、災害レッドゾーン（土

砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域）を含ま

ないこと。 

□ 要件 4 

市街化区域への編入を希望する地区内の権利者全員からの同意を概ね得られていること。 

また、開発行為を施行する場合、開発事業者が開発計画地の土地の権利を有している、ま

たは土地の権利者全員からの同意を得られていること。 

土地区画整理事業を施行する場合、権利者全員からの同意を概ね得られていること。施行

地積の合計についても、概ね同意を得られていること。 

 

 

(4)逆線提案の要件 

①逆線提案の要件 

・逆線提案の提出にあたり、市街化調整区域への編入を希望する地区を所管する区の建設課と

事前相談のうえ、以下のチェックリストの全ての要件を満たしていただく必要がありますの

でご留意願います。 

【B：逆線提案 チェックリスト】 

◆必須要件（要件 1 から要件 5 を全て満たしてください） 

□ 要件１ 現在の土地利用が田・畑・山林・その他自然地であること。 

□ 要件 2 都市的土地利用が見込まれず、概ね区域面積は 0.5ha 以上であること。 

□ 要件 3 市街化区域が穴抜けにならないこと。 

□ 要件 4 住居などの建築物が立地していないこと。 

□ 要件 5 提案区域内の権利者の同意が得られていること。 
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(5)開発候補地区の選定 

・活用提案の提案書により、本書 2 ページの適否判断の考え方（開発の必要性、周辺土地利用を踏

まえた位置・規模などの妥当性、権利者の同意状況などの事業の確実性など）を踏まえ、区域区

分を見直し、開発を行っていただく開発候補地区を選定します。 

・特に本市が期待している主な項目 1 から 8 については、市全体や各区が抱える課題解決または機

能向上につながる真に必要かつ質の高い開発として、本市が開発計画に期待している項目であり、

選定の際に考慮します。 

 

◆本市が期待している主な項目 

項目 1 開発区域面積は、0.3ha 以上 20ha 程度であるもの。 

項目 2 具体的な土地利用計画があり、事業実施の確実性が見込まれるもの。 

項目 3 
店舗などの生活利便施設を立地する場合、一敷地における店舗などの用途に供する部分の

床面積の合計は 3,000 ㎡以下を目安とし、計画地周辺の立地状況を踏まえたもの。 

項目 4 
鉄道駅から半径 1km 圏域、またはバス停から半径 500m 圏域に位置しているもの。（圏域外

の場合、開発計画により公共交通の確保が可能であるもの。） 

項目 5 

日常生活に必要な既存のサービス機能（スーパー・コンビニ、診療所、通所介護・福祉施

設、児童福祉施設・保育施設・学校、区役所・出張所など）が効率的に利用できる開発区

域であるもの。 

項目 6 
「新潟市総合計画素案」、「第２期新潟市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「新潟市都市

計画基本方針改定案」、「新潟市立地適正化計画」などと整合が図られているもの。 

項目 7 
交通・環境・下水道・産業・福祉・農業・防災など、本市の分野別行政計画と整合が図ら

れ、本市の負担による新たなインフラ整備などの公共投資を発生させないもの。 

項目 8 
開発計画地周辺が抱えている課題の解決、魅力・活力の向上、土地利用の活性化に繋がる

もの。 

 

(6)その他 

・医療、福祉、教育、事業所などを中心とした開発計画については、個別に調整いたします。周辺

の土地利用状況を踏まえた計画の必要性を整理し、必ず開発区域を所管する区の建設課と事前相

談を行っていただくようお願いします。 

・道路築造、河川改修、土地の造成工事などにより、区域区分のための土地の境界とされている地

形若しくは地物の位置の変更があり、土地利用に支障が生じている箇所についても、別途ご相談

ください。 
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(7)提案手続の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記以外のご相談は個別に対応しますので、別途ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前エントリー 提出書類 

ア.(様式 1)事前エントリー書 

イ.(様式 2)開発計画の概要【事前エントリー書】

ウ.その他（任意様式） 

  ・位置図 ・計画区域図 

事前エントリー 提出書類 

ア.(様式 8)事前エントリー書 

イ.(様式 9)権利者の同意書 

ウ.その他（任意様式） 

  ・位置図 ・計画区域図 

提案書 提出書類 

ア.(様式 3)提案書       

イ.(様式 4)開発計画の概要 

ウ.(様式 5)関係機関の相談状況  

エ.(様式 6)評価シート 

オ.(様式 7)地区計画素案     

カ.その他 P10 参照 

A：活用提案 B：逆線提案 

 

 

事
前
エ
ン
ト
リ
ー 

提

案

書 

R4.12.21 まで 

R4.9.30 まで 

事前相談 

事前相談 



8                                                 

 

４．提案書類の作成について  

 

(1)事前エントリー書の作成について（様式１、２ または 様式８、９） 

・A：活用提案（様式１、２）、B：逆線提案（様式８、９）は、事前エントリー書の提出が必須と

なります。 

・以下の事項を必ずご確認の上、提出書類を作成し、提案地区を所管する区の建設課と事前相談の

うえ、提出してください。 

 

 

①提出書類 

  ・別紙（記入例）などを参考としながら、以下の書類の作成をお願いいたします。 

A：活用提案の場合 

ア.（様式 1）事前エントリー書（A：活用提案） 

イ.（様式 2）開発計画の概要【事前エントリー書】 

ウ.その他（任意様式） 

  ・位置図（新潟市都市計画図（縮尺 1/25,000）に区域の位置を明示したもの）※1 

  ・計画区域図（開発計画地が A3 用紙 1 枚に収まる縮尺）※1 

   ※1 位置図、計画区域図は、shp ファイル（ver（10.3.1））で作成してください。 

・活用提案で住居が中心の場合は、要件 1 から 4 を満たしたうえで、開発区域を所管す

る区の建設課と事前相談を行い、必要な書類を作成してください。 

・活用提案で住居以外が中心となる場合は、開発区域を所管する区の建設課と事前相談

を行い、提案する地域に住居以外の開発が必要となる理由書を作成し、様式 2 に添付

してください。 

B：逆線提案の場合 

ア.（様式 8）事前エントリー書（B：逆線提案） 

イ.（様式 9）権利者の同意書 

ウ.その他（任意様式） 

  ・位置図（新潟市都市計画図（縮尺 1/25,000）に区域の位置を明示したもの） 

  ・計画区域図（提案区域が A3 用紙 1 枚に収まる縮尺） 

   ・逆線提案の場合は、要件 1 から 5 を満たしたうえで、市街化調整区域への編入を希望す

る地区を所管する区の建設課と事前相談を行い、必要な書類を作成してください。 
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②提出方法 

  【提出締切】 

・令和４年９月３０日（金）午後５時まで（必着） 

【提出先】 

・提案地区を所管する区の建設課へ持参、郵送のいずれかで提出してください。 

（注意事項）情報漏洩を防止するため、電子メールでの提出はご遠慮ください。 

郵送の場合はお手数をおかけしますが、発送後に提案地区を所管する区の建

設課までご連絡をお願いいたします。 

      持参の場合は平日の午前８時３０分から午後５時までにお持ちください。 

【提出部数】 

 ・紙媒体：２部 

    ・電子データ：２部（提出書類一式をＰＤＦ形式、shp ファイルデータをＣＤ・ＤＶＤなど 

の媒体に記録したもの） 

 

③留意事項 

A：活用提案の場合 

・事前エントリー書の提出後、開発計画の熟度を高めた上で、「(2)提案書の作成につい

て」をご確認のうえ、提案書を作成・提出してください。 

 
B：逆線提案の場合 

・事前エントリー書の提出後、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出をお願いする

場合があります。 

・なお、結果につきましては、令和５年春頃を目途に申請者に文書にて通知させていた

だく予定です。 
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(2)提案書の作成について（様式３、４、５、６、７、その他） 
・以下の事項を必ずご確認の上、作成をお願いいたします。 

 

 ①提出書類 

  ・別紙（記入例）などを参考としながら、以下の書類の作成をお願いいたします。 

ア.（様式３）提案書 

   イ.（様式４）開発計画の概要 

   ウ.（様式５）関係機関との相談状況 

   エ.（様式６）評価シート 

    オ.（様式７）地区計画素案 

   カ.その他（任意様式） 

・位置図（新潟市都市計画図（縮尺 1/25,000）に区域の位置を明示したもの）※1 

・計画区域図（開発計画地が A3 用紙 1 枚に収まる縮尺）※1 

・土地利用計画図（具体的な土地利用計画を確認できる資料など）※1 

・農業振興地域整備計画の附図（農用地区域を確認できる資料） 

・事業計画書（資金計画やスケジュールを確認できる資料など） 

・権利者の同意状況を確認できる書類 

・浸水想定区域を含む場合、開発区域を明示したハザードマップの写しと 

想定浸水深を記入した現況断面図および造成後の計画断面図 

   ※1 位置図、計画区域図、土地利用計画図は shp ファイルで作成してください。 

 ②提出方法 

  【提出締切】 

・令和４年１２月２１日（水）午後５時まで（必着） 

【提出先】 

・提案地区を所管する区の建設課へ持参、郵送のいずれかで提出してください。 

（注意事項）情報漏洩を防止するため、電子メールでの提出はご遠慮ください。 

郵送の場合はお手数をおかけしますが、発送後に提案地区を所管する区の建

設課までご連絡をお願いいたします。 

      持参の場合は平日の午前８時３０分から午後５時までにお持ちください。 

【提出部数】 

 ・紙媒体：２部 

 ・電子データ：２部（提出書類一式のＰＤＦ形式、shp ファイルデータをＣＤ・ＤＶＤなど

の媒体に記録したもの） 

 ③留意事項 

・関係機関との事前協議や権利者の同意取得など開発計画の熟度を高めた上で、提案書類を

作成してださい。 

・道路、公園、下水道など公共事業の整備計画と整合を図りながら、本市負担による新たな 

インフラ整備などの新たな公共投資を発生させない事業計画を作成してください。 

    ・提出書類の内容を正確に把握するため、必要に応じ、ヒアリングを行わせていただきます

ので、ご協力をお願いいたします。 
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(3)事前エントリー書・提案書作成の留意事項 

 ①書類の作成にあたっての留意事項  

 ・様式 1 から 9 は、全て文書での表現を原則とします。 

 ・提案内容は分かりやすい表現、かつ簡潔に説明してください。 

 ・用語は統一してください。 

 ・専門用語を使用する場合は、提案書の欄外や別途用語集などを作成し、分かりやすく説明して

ください。 

 ・提出された書類に虚偽の記載があった場合は評価の対象外とさせていただきます。 

 ・関連法令、条例などを順守しつつ、実現可能な活用提案をお願いいたします。 

 ②提案書などの取扱い 

 ・提案書の提出締切後は、記載された内容の変更は一切認めません。  

 ・提出物は返却いたしません。なお、提出物は本市の文書規程などに基づき責任を持って管理、

破棄いたします。 

 ・提案書の所有権と本市が示した資料の著作権は本市に帰属し、提案書にかかる著作権、商標権、

意匠権、その他の知的財産権は、提案者(第三者に権利が帰属する場合は、当該第三者)に帰属

します。 

 ・提出物については、本市が関係者への説明や協議などで必要とする場合、無償で使用できるも

のとします。 

 ・提出物の権利が第三者に帰属する場合については、権利者の承諾を得るなど、知的財産権など

に係る紛争が生じないようにお願いします。 

 ・提案書は、市民の皆さまへのホームページなどによる広報、周知、市議会への報告、新潟市都

市計画審議会への説明資料などに活用させていただきます。なお、不特定多数の人に向け公表

する場合においては、提案者の皆さまにあらかじめ掲載する内容の照会を行います。 

 ・提出物は「新潟市情報公開条例」に基づき、公開請求により公開する場合がありますので、企

業秘密などを公開することが提案者に不利益を与える恐れのある情報は含まないようご留意

願います。  

 ③提案に要する費用、本市の免責事項 

 ・提案者は、自己の費用と責任において提案を行ってください。 

 ・提案に関連して自己又は第三者が被る損失、損害については、本市はいかなる責任も負いませ

んのでご了承願います。 

 ④使用する言語・表示単位  

 ・提出資料において使用する言語は日本語とします。 

 ・表示単位は、次のとおりとします。  

 面積:ヘクタール(ha)、平方メートル(m²) 

 長さ:キロメートル（km）、メートル(m)、ミリメートル(mm)  

 通貨:日本円(\)  
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５．問い合わせ先 

 

【本要領に関すること】 

 〒951-8554 新潟市中央区古町通７番町 1010 番地（古町ルフル５Ｆ） 

  新潟市 都市政策部 都市計画課 計画担当 

 ホームページ 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/kuikikubun_minaoshi.html） 

  

・本要領に関する質問は、別紙「土地利用の活用提案等の受付要領にかかる質問書」により、電

子メールまたはＦＡＸで都市政策部都市計画課までご提出ください。 

   電子メール tokei@city.niigata.lg.jp 

   ＦＡＸ   025-229-5150 

 

 

６．提案書類の提出先 

 

北区役所   建設課 まちづくり班 

〒950-3393 新潟市北区東栄町 1-1-14 

電話番号 025-387-1435 

 

東区役所   建設課 まちづくりグループ 

〒950-8709 新潟市東区下木戸 1-4-1 

電話番号 025-250-2630 

 

中央区役所 建設課 まちづくり係 

〒951-8553 新潟市中央区西堀通 6 番町 866 

電話番号 025-223-7410 

 

江南区役所 建設課 まちづくり整備グループ 

〒950-0195 新潟市江南区泉町 3-4-5 

電話番号 025-382-4738 

秋葉区役所 建設課 まちづくりグループ 

〒956-8601 新潟市秋葉区程島 2009 

電話番号 0250-25-5691 

 

南区役所   建設課 まちづくりグループ 

〒950-1292 新潟市南区白根 1235 

電話番号 025-372-6490 

 

西区役所   建設課 まちづくり係 

〒950-2097 新潟市西区寺尾東 3-14-41 

電話番号 025-264-7670 

 

西蒲区役所 建設課 管理まちづくりグループ 

〒953-8666 新潟市西蒲区巻甲 2690-1 

電話番号 0256-72-8570 

 

 

 

 

 

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/kuikikubun_minaoshi.html
mailto:tokei@city.niigata.lg.jp
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７．参考資料 

◆新潟市の行政計画など 

○新潟市総合計画素案（パブリックコメント案） 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/kocho/public/bosyuseisaku.html） 

○第 2 期新潟市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/tihou/sosei2020/sogosenryaku2nd.html） 

○新潟市都市計画基本方針改定案 

（ https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/sonota/fuzokukikankonwakai/konwakai/sonota/toshi

seisaku/tokei/tokei2020071419382.html） 

○新潟市立地適正化計画 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/masterplans/compactcity_network.html） 

○その他の行政計画 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/index.html） 

○主な整備計画 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/shakaishihon_seibi/shakaishihon-seibi.html） 

○新潟市総合ハザードマップ 

（https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/hinanjo/kouzui_hinanchizu/sougou_map/index.html） 

○新潟市交通マップ 

（https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/kotsu/navigation/kotsu-info/bus.html） 

 

◆新潟県の都市計画に関する考え方など 

○新潟県都市計画基本方針 

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/toshiseisaku/1193328935131.html） 

○新潟都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン） 

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/toshiseisaku/1356863527571.html） 

○区域区分に関する都市計画の見直しを行うに当たっての基本方針 

（https://www.pref.niigata.lg.jp/site/toshiseisaku/0302686.html） 

 

◆重要事項説明における関係法令に関する情報一覧など 
※関係法令の問い合わせ先を確認する際に活用ください。 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/application/juuyoujikou2021.html） 

 

◆新潟市都市計画図・地形図 
※提出書類への活用は複製・使用の申請不要です。 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/sistem/index.html） 

 

◆新潟市情報公開条例 

（https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/gyoseitetsuduki/jyouhousitu_top/jyouhou_top.html） 

 

◆その他 

○市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン 

（https://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/content/001480837.pdf） 

○新潟県盛土等の規制に関する条例 

（https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/yochi/moridojourei.html） 

https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/kocho/public/bosyuseisaku.html
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/jigyoproject/tihou/sosei2020/sogosenryaku2nd.html
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/sonota/fuzokukikankonwakai/konwakai/sonota/toshi
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/masterplans/compactcity_network.html
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/index.html
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/shakaishihon_seibi/shakaishihon-seibi.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/bosai/hinanjo/kouzui_hinanchizu/sougou_map/index.html
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/kotsu/navigation/kotsu-info/bus.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/toshiseisaku/1193328935131.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/toshiseisaku/1356863527571.html
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https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/application/juuyoujikou2021.html
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https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/gyoseiunei/gyoseitetsuduki/jyouhousitu_top/jyouhou_top.html
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