
2022/4/1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

・ 「函館市立地適正化計画」を策定・公表しました 2018/4/1

・
函館市立地適正化計画（素案）に対するパブリックコメント（意見公募）手続の実施につい
て

2018/2/14

・ 旭川市立地適正化計画 2018/10/1

・ 旭川市立地適正化計画の事前周知について 2018/4/13

・ 意見提出手続（パブリックコメント）の実施状況 2018/2/5

・ 室蘭市立地適正化計画 2019/3/22

・
室蘭市立地適正化計画及び地域公共交通網形成計画（素案）に対するご意見を募集し
ます

2018/1/4

・ 釧路市立地適正化計画について 2019/3/28

・ 「釧路市立地適正化計画改訂素案」へのご意見を募集します 2018/12/17

・ 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

・ 美唄市立地適正化計画を策定しました 2019/3/29

・ 美唄市立地適正化計画（素案）についての意見募集結果 2019/3/7

・ 美唄市立地適正化計画に伴う届出について（事前周知） 2019/2/28

・ 美唄市立地適正化計画（素案）について 2019/1/15

・ 立地適正化計画 2019/8/1

・ 「士別市立地適正化計画（案）」に関するパブリックコメントの募集について 2019/1/18

・ 立地適正化計画 2019/4/1

・ 北広島市立地適正化計画の届出について（事前周知） 2019/3/4

・ 福島町立地適正化計画の公表 2019/3/18

・ 現在意見を募集している案件一覧（福島町立地適正化計画（案）） 2018/12/25

・ 七飯町立地適正化計画の公表 2021/3/31

・ 八雲町立地適正化計画の策定・公表 2019/4/1

・ 平成30年度町民意見公募手続（「八雲町立地適正化計画（素案）」パブリックコメント） 2018/12/25

・ 長万部町立地適正化計画の公表 2021/10/1

・ 古平町立地適正化計画 2019/1/21

・ 古平町立地適正化計画（案）に対する意見募集 2018/12/4

・ 鷹栖町立地適正化計画 2017/11/30

各都市における立地適正化計画作成の主な取組

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

北海道 札幌市 H28.8.1

古平町 H31.1.21

北海道 鷹栖町 H29.11.30

北海道 八雲町 H31.4.1

北海道 長万部町

北海道

北海道 室蘭市 H31.3.22

北海道 釧路市
H29.3.27
H31.3.28

北海道 函館市 H30.4.1

北海道 旭川市 H30.10.1

北海道 北広島市 H31.4.1

北海道 福島町 H31.3.18

R3.10.1

北海道 美唄市 H31.3.29

北海道 士別市 R1.8.1

北海道 七飯町 R3.3.31

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/rich/
http://www.city.sapporo.jp/keikaku/rich/rich_public_comment.html
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2018030200053/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2018013000021/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2018013000021/
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/735/747/749/d054660.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/735/747/749/d054660.html
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/1600/1602/p006116.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/rittekitop.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/2019pabukome.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org7310/2019pabukome.html
https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/t_keikaku/toshikeikaku/toshikeikaku/page00016.html
https://www.city.kushiro.lg.jp/shisei/kouhoukouchou/kouchou/pubukome/page1600013.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.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2019040100012/
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/jyumin/docs/2019011100010/
http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1560917942436/index.html
http://www.city.shibetsu.lg.jp/www/contents/1488843974661/index.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00130313.html
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00132024.html
http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/%e7%94%ba%e6%94%bf%e6%83%85%e5%a0%b1/jouhou/%e5%90%84%e8%a8%88%e7%94%bb%e7%ad%89%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8/
http://www.town.fukushima.hokkaido.jp/%e7%a6%8f%e5%b3%b6%e7%94%ba%e3%83%91%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b3%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e5%88%b6%e5%ba%a6/%e7%8f%be%e5%9c%a8%e6%84%8f%e8%a6%8b%e3%82%92%e5%8b%9f%e9%9b%86%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84
https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007866.html
https://www.town.yakumo.lg.jp/soshiki/kensetsu/ritteki.html
http://www.town.yakumo.lg.jp/modules/chosei/content0496.html
https://www.town.oshamambe.lg.jp/soshiki/4/3840.html
http://www.town.furubira.lg.jp/town/detail.php?id=98
http://www.town.furubira.lg.jp/construction/detail.php?id=183
http://www.town.takasu.hokkaido.jp/chousei/keikaku/ritti_tekiseika.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 東神楽町立地適正化計画 2018/4/6

・ 東神楽町立地適正化計画案に関するご意見を募集します 2018/1/22

・ 芽室町立地適正化計画 2019/3/29

・ 登別市立地適正化計画について 2022/3/31

・ 都市計画マスタープラン 2022/4/1

・ 立地適正化計画 2019/3/29

・ 立地適正化計画の届出制度 2019/3/29

・ 「（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

・ 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

・ 立地適正化計画の届出制度について 2018/3/31

・ 立地適正化計画【居住誘導区域（素案）】への意見募集 2017/12/21

・ 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

・ 黒石市立地適正化計画 2019/3/29

・ 黒石市立地適正化計画について（事前周知） 2019/3/12

・ 五所川原市立地適正化計画 2019/3/29

・ 五所川原市立地適正化計画（事前周知） 2019/3/12

・ 十和田市立地適正化計画の公表について 2018/3/30

・ 「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

・ 北上市立地適正化計画を策定しました 2018/3/30

・ 大崎市立地適正化計画について 2019/3/29

・ ［事前のお知らせ］居住誘導区域外における事前届出制度について 2019/2/25

・ 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

・ 秋田市立地適正化計画 2018/3/30

北海道 登別市 R4.3.31

北海道 新得町 R4.4.1

青森県 五所川原市 H31.3.29

青森県 十和田市 H30.3.30

青森県 黒石市 H31.3.29

岩手県 花巻市 H28.6.1

岩手県 北上市 H30.3.30

宮城県 大崎市
H29.3.31
H31.3.29

北海道 芽室町 H31.3.29

八戸市

北海道 東神楽町 H30.4.6

青森県 青森市
H30.3.30
H31.3.29

青森県 弘前市 H29.3.31

青森県
H29.3.31
H30.3.31

秋田県 秋田市 H30.3.30

青森県 むつ市 H29.2.20

https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/8619.html
https://www.town.higashikagura.lg.jp/docs/6999.html
http://www.memuro.net/toshi/ricchi_tekiseika.pdf
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2020091500027/
https://www.shintoku-town.jp/gyousei/koukai_kouhyou/sisetsu/toshikeikaku_plan/
https://www.city.aomori.aomori.jp/toshi-seisaku/shiseijouhou/matidukuri/toshikeikaku/rittitekiseika.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/toshi-seisaku/shiseijouhou/matidukuri/toshikeikaku/ritti-todokede.html
https://www.city.aomori.aomori.jp/toshi-seisaku/shiseijouhou/koutyou/iken-teian/iken-teian/bosyuuchuu/ritti-ikenbosyu.html
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/ricchitekiseikakeikaku.html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9,104629,73,html
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9,112829,73,html
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/9,104629,73,html
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Administrative_Info/Ad_Richi_Tekiseika_Keikaku.html
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Citizen_Info/Cit_Ricchi_tekiseika.html
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/machi/tekiseika.html
http://www.city.towada.lg.jp/docs/2018032200013/
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
http://www.city.kitakami.iwate.jp/docs/2017122600054/
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/15,14067,53,386,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.akita.lg.jp/shisei/machizukuri/1011485/1007503/1012100/index.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 横手市都市計画マスタープラン（立地適正化計画） 2019/3/29

・ 立地適正化計画の施行に伴う届け出制度が始まります（事前周知） 2019/2/28

・ 大館市都市再興基本計画を策定しました 2019/3/29

・ 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 2018/3/30

・ 立地適正化計画に係る新たな届け出制度が始まります 2018/3/27

・ 大仙市立地適正化計画の公表について 2018/3/26

・ 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

・ 長井市立地適正化計画の公表及び届出について 2019/3/29

・ 長井市立地適正化計画の事前周知について 2019/2/27

・ 中山町都市計画マスタープラン及び立地適正化計画について 2018/10/22

・ 「福島市立地適正化計画」 2019/3/29

・ 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の公表及び届出制度について 2019/3/31

・
郡山市立地適正化計画（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

2019/2/26

・ 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

・ 「第二次いわき市都市計画マスタープラン」及び「いわき市立地適正化計画」を公表しました 2019/10/8

・ 喜多方市防災指針にかかる立地適正化計画の改訂について 2021/9/30

・ 須賀川市立地適正化計画の策定について 2019/6/1

・ 喜多方市立地適正化計画の策定について 2019/4/1

・ 喜多方市立地適正化計画策定に係る届出制度開始の事前周知について 2019/3/11

・ 二本松市立地適正化計画の公表について 2019/3/27

・ 矢吹町立地適正化計画の公表について 2018/3/30

・ 矢吹町立地適正化計画策定に関するパブリックコメントを実施しております 2018/1/4

・ 立地適正化計画について 2019/3/29

・ 立地適正化計画について（都市機能誘導区域） 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

福島県 福島市
H29.3.25
H31.3.29

福島県

湯沢市 H30.3.30

秋田県 横手市 H31.3.29

郡山市
H29.3.31
H31.3.31

山形県 長井市 H31.3.29

山形県 中山町 H30.10.22

秋田県 大仙市 H30.3.26

山形県 鶴岡市 H29.4.1

秋田県 大館市 H31.3.29

秋田県

福島県 矢吹町 H30.3.30

茨城県 水戸市
H29.3.31
H31.3.29

福島県 喜多方市 H31.4.1

福島県 二本松市 H31.3.27

福島県 いわき市 R1.10.8

福島県 須賀川市
2019.6

2021.9.30

https://www.city.yokote.lg.jp/toshikei/page200260.html
https://www.city.yokote.lg.jp/toshikei/page000073.html
http://www.city.odate.akita.jp/dcity/tskseibi/75-8815.html
http://www.city-yuzawa.jp/toshimasu/2809.html
http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2018032300034/
http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2018032700018/
https://www.city.tsuruoka.lg.jp/seibi/tsuruokasitosisaikou.html
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/shisei/koutyou/publiccomment/saikoukihonkeikaku.html
http://www.city.nagai.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/2/2/6499.html
http://www.city.nagai.yamagata.jp/soshiki/kensetsu/2/2/6417.html
https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/8/toshimasu2018.html
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/toshikei-keikaku/toshikei-keikaku.html
https://www.city.koriyama.lg.jp/shiseijoho/toshiseibi/4/16294.html
https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/8/toshimasu2018.html
https://www.town.nakayama.yamagata.jp/soshiki/8/toshimasu2018.html
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/15,0,53,386,html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1523421860125/index.html
https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/toshikeikaku/machi/1002262/1002273.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/19111.html
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/kensetsu/18894.html
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/page/page004003.html
http://www.town.yabuki.fukushima.jp/page/page002578.html
https://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000288/000361/ritti/p015600.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 立地適正化計画 2020/4/1

・ 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

・ 古河市立地適正化計画策定について 2019/7/1

・ 石岡市立地適正化計画を策定しました 2019/6/3

・ 龍ケ崎市立地適正化計画について 2019/5/7

・ 下妻市立地適正化計画の策定について 2018/12/5

・ 常総市立地適正化計画の策定について 2021/11/1

・ 常陸太田市立地適正化計画 2020/3/31

・ 立地適正化計画 2020/10/1

・ 取手市立地適正化計画を公表します 2020/4/1

・ つくば市立地適正化計画の公表 2019/1/4

・ 守谷市立地適正化計画　計画書 2020/3/31

・ 立地適正化計画 2021/1/14

・ 茨城県那珂市が立地適正化計画を公表しました 2022/3/1

・ 坂東市立地適正化計画の策定 2019/7/1

茨城県 笠間市 R2.10.1

茨城県 古河市 R1.7.1

茨城県 石岡市 R1.6.3

茨城県 日立市 R2.4.1

茨城県 土浦市 H29.3.31

茨城県 常陸大宮市 R3.1.4

茨城県 坂東市 R1.7.1

茨城県 龍ケ崎市 R1.5.7

茨城県 下妻市 H30.12.5

茨城県 つくば市 H31.1.4

茨城県 常総市 R3.11.1

茨城県 取手市 R2.4.1

茨城県 常陸太田市 R2.3.31

茨城県 守谷市 R2.3.31

茨城県 那珂市 R4.3.1

https://www.city.hitachi.lg.jp/shimin/014/010/p084093.html
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009763.html
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page009594.html
https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/lifetop/shiseimatidukuri/measures_plans/12/10800.html
http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page006111.html
https://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/jigyosha/toshiseibi/keikaku/shinseisho/ritteki-kouhyou.html
http://www.city.shimotsuma.lg.jp/page/page002297.html
http://www.city.joso.lg.jp/soshiki/toshi/toshikeikaku/tok03/gyomu/toshikeikaku/ricchi/main.html
http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/page/page006010.html
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page010657.html
https://www.city.toride.ibaraki.jp/toshikeikaku/shise/machizukuri/kakubusho/toshisebi/ritteki.html
http://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/oshirase/1006034.html
http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/project/toshikeikaku/tekiseika/keikaku.html
https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/page/dir006405.html
https://www.city.naka.lg.jp/page/page008194.html
http://www.city.bando.lg.jp/page/page005460.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ かすみがうら市立地適正化計画の公表について 2020/12/1

・ つくばみらい市立地適正化計画 2020/5/1

・ 小美玉市立地適正化計画を策定しました 2019/3/29

・ 大洗町立地適正化計画について 2020/5/29

・ 城里町立地適正化計画の策定について 2020/10/1

・ 茨城町立地適正化計画の公表ついて 2022/3/31

・ 鉾田市立地適正化計画を策定しました 2022/3/31

・ 立地適正化計画の改訂（防災指針） 2021/5/31

・ 立地適正化計画に係る支援制度 2019/3/29

・ 宇都宮市立地適正化計画 2019/3/29

・ 立地適正化計画に係る届出について 2019/3/29

・ ●「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

・ 立地適正化計画 2021/3/22

・ 小山市立地適正化計画 2020/1/6

・ 立地適正化計画 2020/4/1

・ 大田原市立地適正化計画 2020/4/1

・ 那須塩原市立地適正化計画について 2018/3/30

・ 那須塩原市立地適正化計画に基づく届出について 2018/3/30

・ 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 2019/3/29

・ 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

茨城県 大洗町 R2.5.29

茨城県 城里町 R2.10.1

茨城県 小美玉市

栃木県 鹿沼市 R3.3.22

茨城県 かすみがうら市 R2.12.1

茨城県 つくばみらい市 R2.5.1

栃木県 小山市 R2.1.6

H31.3.29

栃木県 真岡市

栃木県 宇都宮市
H29.3.31
H31.3.29
R3.5.31

R2.4.1

栃木県 大田原市 R2.4.1

栃木県 那須塩原市
H29.3.31
H30.3.30

栃木県 下野市
H29.3.31
H31.3.29

茨城県 茨城町 R4.3.31

茨城県 鉾田市 R4.3.31

https://www.town.shirosato.lg.jp/page/page004643.html
https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/viewer/info.html?id=7012
https://www.city.omitama.lg.jp/0102/info-0000005539-0.html
http://www.town.oarai.lg.jp/~machidukuri/machizukuri/info-3624-5_3.html
https://www.town.shirosato.lg.jp/page/page004643.html
https://www.town.ibaraki.lg.jp/gyousei/news/division4/toshikenseibi/002195.html
https://www.city.hokota.lg.jp/page/page004713.html
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/1014948/1009282.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/1014948/1014162/index.html
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machizukuri/1014948/1009282.html
https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0377/info-0000006674-0.html
https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/48/222139.html
https://www.city.moka.lg.jp/toppage/kurashi_tetsuduki/11/6/9923.html
https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2020022500034/
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/23/3625.html
https://www.city.nasushiobara.lg.jp/23/3626.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/0036/info-0000005533-3.html
http://www.city.shimotsuke.lg.jp/0065/info-0000004141-5.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 芳賀町立地適正化計画 2020/3/30

・ 前橋市立地適正化計画（居住誘導区域）の公表について 2019/3/29

・ 前橋市立地適正化計画（居住誘導区域）の事前周知について 2019/3/1

・
前橋市立地適正化計画（居住誘導区域）素案についてのパブリックコメント（意見募集）
の実施結果

2018/11/28

・ 立地適正化計画『都市機能誘導区域』の公表 2018/3/30

・ 前橋市立地適正化計画（都市機能誘導区域）に係る届出制度 2018/3/30

・ 【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

・ 高崎市立地適正化計画 2020/3/31

・ 【高崎市 立地適正化計画（素案）】に関するパブリックコメントの実施結果について 2020/1/30

・ 桐生市コンパクトシティ計画（立地適正化計画） 2019/8/1

・ 桐生市コンパクトシティ計画（立地適正化計画）（原案）意見提出手続 2018/11/12

・ 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

・ 伊勢崎市立地適正化計画(平成30年7月1日) 2018/7/1

・ 伊勢崎市立地適正化計画(案)《パブリックコメント手続》 2018/1/17

・ 太田市立地適正化計画の変更 2019/3/1

・ 意見公募を終了した案件(平成30年度) 2018/11/16

・ 意見公募手続きを実施します（太田市立地適正化計画素案） 2018/9/18

・ 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

・ 館林市立地適正化計画 2019/4/1

・ 【館林市立地適正化計画（素案）】に関するパブリックコメントの実施結果について 2019/1/23

・ 【館林市 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 2018/10/26

・ 「渋川市立地適正化計画策定方針」の決定 2017/7/1

・ 藤岡市立地適正化計画の公表について 2019/7/1

・ 「吉岡町立地適正化計画」の公表 2018/11/1

・ 【吉岡町 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 2018/7/13

・ 【吉岡町 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 2018/6/21

・ 明和町立地適正化計画について 2018/6/1

・ 明和町立地適正化計画（素案）に関する意見募集結果について 2018/3/19

・ 明和町立地適正化計画（素案）に関する意見募集について 2018/2/13

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

群馬県 館林市 H31.4.1

群馬県 渋川市 作成中

群馬県 藤岡市 R1.7.1

群馬県 前橋市
H30.3.30
H31.3.29

群馬県 高崎市 R2.3.31

群馬県 桐生市
H31.3.22
R1.8.1

群馬県 伊勢崎市 H30.7.1

群馬県 太田市

栃木県 芳賀町 R2.3.30

H29.3.20
H31.3.1

群馬県 吉岡町 H30.11.1

群馬県 明和町 H30.6.1

http://www.town.tochigi-haga.lg.jp/kurashi/sumai/toshikeikaku/rittitekiseika_keikaku.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/oshirase/19177.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/gyosei/1/5/4/4/17553.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/gyosei/1/5/4/4/17553.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/shigaichiseibi/gyomu/4/2007.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/toshikeikaku/3/7437.html
https://www.city.maebashi.gunma.jp/gyosei/1/5/4/2/15515.html
https://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2020031800071/
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2013121000918/
http://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/1011848.html
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tokeibu/toshi_keikaku/tosikeikaku/toshi/1704.html
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/tokeibu/toshi_keikaku/tosikeikaku/toshi/5619.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-001tosi-plan/2017-0306-1822-97.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-001kikaku-kikaku/2018-1019-1616-3.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0020-001kikaku-kikaku/2016-1219-1004-3.html
https://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100-001tosi-plan/2017-0306-1822-97.html
https://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.city.tatebayashi.gunma.jp/docs/2018073100013/
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/toshimasu.html
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/chousei/keikaku/toshi/ritteki.html
http://www.city.shibukawa.lg.jp/shisei/seisaku_keikaku/bunyabetukeikaku/p005036.html
https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_toshikei2/ritteki_kouhyou.html
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/chousei/keikaku/toshi/ritteki.html
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/sankaku/pub_comment/kekka.html
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/kurashi/sankaku/pub_comment/pc-36.html
http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/toshi/keikaku/ricchitekiseika.html
http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/toshi/keikaku/ricchitekiseika_ikenbosyuukekka.htm


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 邑楽町立地適正化計画 2018/5/1

・ 邑楽町立地適正化計画(事前周知) 2018/3/30

・ 川越市立地適正化計画 2018/12/25

・ (30-07)「川越市立地適正化計画」改定案に対する意見募集 2018/9/11

・ 川越市立地適正化計画（都市機能誘導区域） 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について 2018/3/31

・ 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

・ 東松山市立地適正化計画 2019/4/1

・ 春日部市立地適正化計画を策定しました 2018/4/1

・ 春日部市立地適正化計画について(事前周知) 2018/2/1

・ 「春日部市立地適正化計画(案)」の意見募集結果 2018/2/1

・ 深谷市立地適正化計画の策定について 2019/7/1

・ 戸田市立地適正化計画の内容 2019/4/1

・ 志木市立地適正化計画について 2018/3/31

・ 志木市立地適正化計画（素案）について意見公募の結果について 2018/3/12

・ 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

・ 坂戸市立地適正化計画 2018/10/1

・ 立地適正化計画の策定・公表及び届出制度について 2020/3/31

・ 立地適正化計画の公表 2020/3/31

・ 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

・ 越生町立地適正化計画の公表について 2018/3/30

・ 越生町立地適正化計画（素案）に対する意見募集の結果について 2018/3/5

・ 越生町立地適正化計画（素案）に対する意見募集 2018/2/1

・ 「小川町立地適正化計画」を策定しました 2020/4/1

群馬県 邑楽町 H30.5.1

埼玉県 川越市
H29.3.30
H30.12.25

埼玉県 本庄市 H30.3.31

埼玉県 東松山市
H31.2.1
H31.4.1

埼玉県 H30.4.1

埼玉県 深谷市 R1.7.1

埼玉県 志木市
H29.3.31
H30.3.31

春日部市

埼玉県 坂戸市 H30.10.1

埼玉県 鶴ヶ島市 R2.3.31

R2.4.1

埼玉県 日高市 R2.3.31

埼玉県 戸田市 H31.4.1

埼玉県 毛呂山町 H29.2.1

埼玉県 越生町 H30.3.30

埼玉県 小川町

http://www.town.ora.gunma.jp/chosei/machi/ritteki.html
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/toshi_machizukuri/machizukuri/toshikeikaku/masterplan/toshikeikaku20330.html
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/ikenkobo/ikenkobo_genzai/toshikeikaku120161.html
http://www.city.honjo.lg.jp/shisei/keikaku/toti/1478592642843.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.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/toshiseibibu/toshi/Plan/1548735144760.html
https://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/toshi/keikaku/ritteki.html
http://www.city.fukaya.saitama.jp/business/tochikenchikukaihatsu/1553855776509.html
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/271/tosikei-s-riltuteki-naiyou.html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,74448,208,690,html
http://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/51,54527,208,690,html
https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/36/495.html
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/sp/page/page003066.html
https://www.city.hidaka.lg.jp/information/79/97/9568.html
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1481162466159/index.html
http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1481165432811/index.html
http://www.town.ogose.saitama.jp/kamei/machi/toshi/gyomuannai/1521509468811.html
https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000003587.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
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

・ 寄居町立地適正化計画を策定しました 2018/3/30

・ 蓮田市立地適正化計画 2022/3/31

・ 立地適正化計画 2022/3/31

・ 杉戸町立地適正化計画を策定しました。 2022/4/1

・ 立地適正化計画公表 2018/6/1

・ 「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

・ 千葉市立地適正化計画 2019/3/29

・ 立地適正化計画（案）パブリックコメント手続を開始 2018/12/3

・ 立地適正化計画骨子（案）への意見募集 2018/5/30

・ 松戸市立地適正化計画について 2018/7/1

・ 「松戸市立地適正化計画」について(事前周知) 2018/4/1

・ 松戸市立地適正化計画(案)のパブリックコメント（意見募集）の結果を公表します 2018/4/1

・ 成田市立地適正化計画に係る届出について 2018/3/30

・ 立地適正化計画の策定 2018/3/30

・ 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に係る届出制度について 2018/1/11

・ 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

・ コンパクトなまちづくりの推進（立地適正化計画） 2018/3/30

・ 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

・ 酒々井町立地適正化計画 2018/4/27

・ 第4回　酒々井町立地適正化計画策定懇談会 2018/3/28

・ 酒々井町立地適正化計画の案に対する意見公募の実施結果について 2018/2/23

・ 酒々井町立地適正化計画（案）の意見募集について 2018/2/1

・ 第3回　酒々井町立地適正化計画策定懇談会 2018/1/25

・ 第2回　酒々井町立地適正化計画策定懇談会 2017/11/15

福生市 H30.6.1

千葉県 千葉市 H31.3.29

H29.3.1

千葉県 酒々井町 H30.4.27

埼玉県 鳩山町 H29.3.31

埼玉県 寄居町 H30.4.2

千葉県 佐倉市 H29.3.31

千葉県 柏市 H30.4.1

千葉県 市原市

東京都

埼玉県 杉戸町 R4.4.1

千葉県 松戸市 H30.7.1

千葉県 成田市
H29.3.30
H30.3.30

H30.3.30

千葉県 流山市

埼玉県 蓮田市 R4.3.31

埼玉県 熊谷市 R4.3.31

http://www.town.hatoyama.saitama.jp/jigyosha/toshikeikaku/toshikeikaku/1490933847636.html
http://www.town.hatoyama.saitama.jp/jigyosha/toshikeikaku/toshikeikaku/1490783441310.html
http://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/16/rittitekiseika-plan.html
https://www.city.hasuda.saitama.jp/toshike/machi/toshi/toshikekaku/todokede.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/toshi/toshikeikaku/kyokatodokede/ritteki.html
http://www.town.sugito.lg.jp/cms/page16070.html
http://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/cityplan/plan/1007482.html
http://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/management/publiccomment/1006170.html
https://www.city.chiba.jp/toshi/somu/compactcity.html
http://www.city.chiba.jp/toshi/somu/h30ikenbosyu.html
https://www.city.chiba.jp/toshi/somu/h30ikenbosyu.html
https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/tosi/ritteki.html
http://www.city.matsudo.chiba.jp/shiminnokoe/pabu_come/kekka-houkoku/h29/ritteki_PC.html
https://www.city.narita.chiba.jp/environment/page182700_00002.html
https://www.city.narita.chiba.jp/environment/page182700.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/p044583.html
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/140300/p042299.html
https://www.city.ichihara.chiba.jp/joho/0202matidukuri/toshikeikakunogainen/compactcity-ritteki.html
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1007116/1007365/1007366/1007367.html
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2018030100018/


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 立地適正化計画 2020/4/1

・ 横須賀市立地適正化計画の改訂 2021/10/1

・ 横須賀市立地適正化計画 2019/3/29

・ 藤沢市立地適正化計画の改訂について 2021/10/5

・ 「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（全体版） 2019/3/29

・ 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

・ 秦野市立地適正化計画 2020/4/1

・ 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

・ 都市再生特別措置法第81条第1項に基づく伊勢原市立地適正化計画を策定したので公表します 2020/3/31

・ 海老名市立地適正化計画の改訂について 2021/10/1

・ 海老名市立地適正化計画（届出制度） 2019/3/29

・ 松田町立地適正化計画を策定しました！ 2020/3/31

・ 甲府市 立地適正化計画 2020/4/1

・ 大月市立地適正化計画 2018/4/1

・ 大月市立地適正化計画素案について 2017/11/1

・ 立地適正化計画について 2020/4/1

・ 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

・ 松本市立地適正化計画 2019/3/31

・ 立地適正化計画（都市機能誘導区域） 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

神奈川県 相模原市 R2.4.1

H29.3.31
H31.3.31

松田町 R2.3.31

山梨県 甲府市 R2.4.1

長野県 長野市 H29.3.31

神奈川県

長野県 松本市

2017/3/31
2021/10/5

神奈川県 小田原市
H29.3.30
H31.3.29

神奈川県 秦野市 R2.4.1

2019/3/29
2021/10/1

山梨県 大月市 H30.4.1

山梨県 上野原市 R2.4.1

神奈川県 藤沢市

神奈川県 横須賀市
2019/3/29
2021/10/1

神奈川県 大和市 H29.3.31

神奈川県 伊勢原市 R2.3.31

神奈川県 海老名市

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/machitsukuri/1019719.html
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/tokei/rittitekiseikakeikaku/documents/rittitekiseikakeikaku.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/tosikei/rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/c-planning/compact_City/ritteki.html
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/report/compactcity_network.html
https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1573194258207/index.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
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2020031100010/
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/shisei/seisaku/machidukuri/1007994.html
http://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/10/tosikeikaku-ritteki-keikaku1.html
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/toshikekaku/rittitekiseika/keikakusakutei.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/gyoumu/20machidukuri/2017-0906-1108-19.html
http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/gyoumu/20machidukuri/ricchitekiseikakeikausoan.html
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/gyosei/docs/3328.html
http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/toshisei/149938.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/smph/shisei/matidukuri/tosikei/richi.html
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/matidukuri/tosikei/todokede.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 上田市立地適正化計画 2019/3/25

・ 岡谷市立地適正化計画について 2020/5/18

・ 飯田市の立地適正化計画について 2020/4/1

・ 諏訪市立地適正化計画と届出制度のお知らせ 2019/3/28

・ 小諸市立地適正化計画 2019/3/29

・ 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

・ 駒ヶ根市立地適正化計画 2019/3/31

・ 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

・ 飯山市立地適正化計画の公表について 2021/3/31

・ 茅野市立地適正化計画の公表と届出制度について 2019/3/29

・ 塩尻市立地適正化計画の公表について 2019/5/7

・ 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

・ 「安曇野市立地適正化計画」を策定しました 2018/2/20

・ 富士見町立地適正化計画の公表と届出制度について 2020/3/31

・ 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

H30.2.20

長野県 富士見町 R2.3.31

新潟県 新潟市

長野県

H29.3.30

飯山市 R3.3.31

塩尻市 R1.5.7

長野県 佐久市 H29.3.31

長野県 千曲市 H29.3.31

長野県 上田市 H31.3.25

H29.3.31
H31.3.29

長野県 駒ヶ根市
H29.3.24
H31.3.31

長野県

長野県 岡谷市 R2.5.18

長野県 飯田市 R2.4.1

長野県 諏訪市 H31.3.28

長野県 小諸市

長野県 安曇野市

茅野市 H31.3.29

長野県

https://www.city.ueda.nagano.jp/tosikei/rittitekiseikakeikaku.html
https://www.city.okaya.lg.jp/shiseijoho/machizukuri_keikaku_shisaku/toshikeikaku/13849.html
https://www.city.iida.lg.jp/site/tochi/ricchitekiseika-sakutei.html
http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=11043
https://www.city.komoro.lg.jp/official/shisei_machizukuri/keikaku_machizukuri/toshikeikaku/5873.html
http://www.city.komoro.lg.jp/news/2017032100101/
http://www.city.komoro.lg.jp/category/bunya/machidukuri/toshikeikaku/teitanso/
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10170&i=16916
http://www.city.komagane.nagano.jp/index.php?f=hp&ci=10170&i=16916
https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/machizukuri/keikaku/oshirase.htm/oshirase.htm
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/1484.html
https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/kensetsu/toshikeikaku/rittitekiseikakouhyo.html
http://www.city.saku.nagano.jp/machizukuri/toshi_machizukuri/machizukuri/ritteki.html
http://www.city.chikuma.lg.jp/docs/2015010800036/
http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/35/42521.html
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/ke02ritteki.html
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/toshikeikaku/masterplans/compactcity_network.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 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(更新) 2018/3/30

・ 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 2021/4/16

・ 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 2019/3.28

・ 見附市立地適正化計画の変更に伴う届出制度の事前周知について 2019/3/6

・ パブリック・コメント（見附市立地適正化計画（変更案）） 2018/12/27

・ 見附市立地適正化計画の公表について（都市機能誘導区域） 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

・ 「燕市立地適正化計画」の公表について 2018/3/20

・ 立地適正化計画を策定しました 2020/2/3

・ 糸魚川市立地適正化計画に基づく届出制度の事前周知 2019/3/12

・ 糸魚川市立地適正化計画に係るパブリックコメント開始 2019/1/11

・ 妙高市立地適正化計画が策定されました 2020/3/1

・ 「妙高市立地適正化計画（案）」についてご意見を 2019/10/15

・ 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

・ 田上町立地適正化計画 2019/6/1

・ 町民説明会を開催します（立地適正化計画） 2019/2/22

・ 湯沢町立地適正化計画 2020/3/31

新潟県 魚沼市 H29.4.1

新潟県 胎内市 H29.6.1

新潟県 田上町 R1.6.1

新潟県 湯沢町 R2.3.31

新潟県 燕市 H30.3.20

新潟県 糸魚川市
H30.3.20
H31.3.29
R2.2.3

新潟県

新潟県 妙高市 R2.3.1

H29.3.31
H30.3.30

新潟県 長岡市 H29.7.1

新潟県 三条市

見附市
H29.3.31
H31.3.28

新潟県 新発田市 H29.3.31

新潟県 小千谷市 R3.4.16

新潟県 五泉市 H29.3.24

新潟県 上越市 H29.3.31

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate07/ricchi-tekisei.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/page00095.html
http://www.city.sanjo.niigata.jp/kensetu/page00089.html
http://www.city.shibata.lg.jp/machidukuri/machidukuri/toshi/1002246.html
http://www.city.shibata.lg.jp/machidukuri/machidukuri/toshi/1002247.html
https://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kensetsu/rittisakutei.html
http://www.city.gifu.lg.jp/28935.htm
http://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/koho/pub.html
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/15848.htm
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/17866.htm
http://www.city.mitsuke.niigata.jp/15848.htm
http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/019001055.html
http://www.city.itoigawa.lg.jp/7204.htm
http://www.city.itoigawa.lg.jp/dd.aspx?menuid=7191
http://www.city.itoigawa.lg.jp/item/22564.htm
https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/1389.html
http://www.city.myoko.niigata.jp/publiccomment/4470.html
https://www.city.gosen.lg.jp/municipal_administration/3/5/1/3192.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.town.tagami.niigata.jp/living/kr/2019-0207-1137-48.html
https://www.town.yuzawa.lg.jp/kurashinojoho/machinitsuiteshiritai/7/3381.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 富山市立地適正化計画 2017/3/31

・ 富山市立地適正化計画の策定・公表について(事前周知) 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

・ 立地適正化計画 2019/3/31

・ 高岡市立地適正化計画の事前公表 2018/12/25

・ 高岡市都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の素案に対する意見を募集します 2018/8/1

・
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

・ 氷見市立地適正化計画 2019/3/31

・ 氷見市立地適正化計画の事前公表及び届出の周知 2019/1/23

・
氷見市都市計画マスタープラン及び氷見市立地適正化計画の案にかかるパブリック・コ
メント（意見公募）の実施について

2018/10/9

・ 黒部市立地適正化計画（平成30年３月30日公表） 2018/3/30

・ 「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（改訂版） 2019/3/29

・ 小松市立地適正化計画に関するパブリックコメントの実施 2019/1/31

・ 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

・ 加賀市立地適正化計画を策定しました 2019/4/1

・ 「加賀市立地適正化計画」（案）に対する意見公募について 2019/2/1

・ 野々市市立地適正化計画 2019/3/29

・ 野々市市立地適正化計画に関するパブリックコメントの実施 2019/1/25

・ 野々市市立地適正化計画（都市機能誘導区域） 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に基づく届出について 2018/1/15

・ 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

・ 大垣市立地適正化計画 2017/6/16

石川県 金沢市 H29.3.31

大垣市 H30.4.1

富山県 氷見市 H31.3.31

富山県 黒部市 H30.3.30

富山県 小矢部市 H29.3.31

富山県 入善町 H29.4.1

富山県 富山市

石川県 小松市
H29.3.31
H31.3.29

石川県 輪島市 H29.3.31

石川県 加賀市 H31.4.1

石川県 野々市市
H29.3.31
H31.3.29

岐阜県 岐阜市 H29.3.31

岐阜県

H29.3.31

富山県 高岡市 H31.3.31

http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibibu/toshiseisakika/toshikeikaku/rittitekiseikakeikaku.html
https://www.city.takaoka.toyama.jp/toshi/sangyo/toshi/guideline/ricchitekiseika.html
https://www.city.takaoka.toyama.jp/toshi/sangyo/toshi/kukaku/h30toshimptouikenbosyuu.html
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
https://www.city.himi.toyama.jp/departmentTop/kensetsu/toshikeikaku/toshiseisaku/node_49823
https://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/kensetsu/toshikeikaku/toshiseisaku/node_49823
http://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/kensetsu/toshikeikaku/toshiseisaku/node_37064/node_48178
http://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/kensetsu/toshikeikaku/toshiseisaku/node_37064/node_48178
http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=9732
http://www.city.kurobe.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=9134
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/sangyokensetsuka/toshikeikakuka/shisaku/1490665507871.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
https://www.city.komatsu.lg.jp/soshiki/machidezain/toshi_chikukeikaku/8862.html
http://www.city.komatsu.lg.jp/14967.htm
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2017032900015/
http://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2013040200024/
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/kensetu/toshiseisaku/rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.kaga.ishikawa.jp/data/open/cnt/3/1669/1/koubokekka.pdf
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/31/13587.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/0000038701.html
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000033437.html
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000028634.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 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

・ 中津川市立地適正化計画 2021/3/15

・ 美濃加茂市立地適正化計画について 2020/3/31

・ 美濃加茂市立地適正化計画（案） に関するパブリックコメント（意見募集）の実施について 2019/12/6

・ 各務原市立地適正化計画を策定しました 2022/4/1

・ 静岡市立地適正化計画（平成31年3月29日改定版） 2019/3/29

・
「静岡市立地適正化計画改定案」へのご意見を募集します！　～みんなで考えよう！し
ずおかのコンパクトなまちづくり～：静岡市

2018/7/13

・
「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

・ 浜松市立地適正化計画について 2019/4/1

・ 浜松市立地適正化計画について（事前周知） 2019/1/31

・ 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

・ 沼津市立地適正化計画 2019/4/1

・
沼津市立地適正化計画・まちづくり戦略会議「沼津市立地適正化計画～都市機能誘導
区域編～を策定します」(事前周知)

2018/3/27

・ 沼津市立地適正化計画～都市機能誘導区域編～（案） 2017/12/12

・ 立地適正化計画を策定しました 2019/8/1

・ 立地適正化計画 2019/4/1

・ 富士市集約・連携型都市づくり推進戦略の事前周知 2019/3/1

・ 立地適正化計画について 2018/3/30

・ 静岡県掛川市 立地適正化計画 2018/8/1

・ 藤枝市立地適正化計画 2018/3/20

・ 袋井市立地適正化計画を策定しました 2019/1/10

・ 「裾野市立地適正化計画」の策定・公表 2019/4/1

・ 「湖西市立地適正化計画」の策定・公表 2021/4/1

岐阜県 関市 H29.3.31

岐阜県 中津川市 R3.3.15

岐阜県 美濃加茂市 R2.3.31

R1.8.1

静岡県 富士市 H31.4.1

静岡県 浜松市 H31.4.1

静岡県 沼津市 H31.4.1

静岡県 三島市

静岡県 静岡市
H29.3.31
H31.3.29

岐阜県 各務原市 R4.4.1

H30.7.1

静岡県 藤枝市 H30.3.20

静岡県 袋井市 H31.1.10

静岡県 裾野市 H31.4.1

静岡県 湖西市 R3.4.1

静岡県 掛川市 H30.8.1

静岡県 磐田市

http://www.city.seki.lg.jp/0000009183.html
http://www.city.seki.lg.jp/0000010707.html
http://www.city.seki.lg.jp/0000010445.html
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/shisei/urbandev/4/5494.html
http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=10231&mi_id=0&g1_id=16&g2_id=78#guide
http://www.city.minokamo.gifu.jp/pubcom/pub_detail.cfm?id=256
https://www.city.kakamigahara.lg.jp/shisei/shisaku/1008207/1012446/1014456/index.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/299_000040.html
http://www.city.shizuoka.jp/299_000069.html
http://www.city.shizuoka.jp/299_000069.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/toshikei/rittitekiseika/keikakutop.html
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/various/ricchitekiseika/index.htm
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/various/ricchitekiseika/index.htm
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/various/ricchitekiseika/index.htm
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn041693.html
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/machi/c1201/rn2ola000001u7ud.html
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/sp/machi/c1201/rn2ola000001u7ud.html
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/keikaku/richitekiseika.php
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/city/keikaku/ricchitekiseikakeikaku.html
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/oshirase/1519609019371.html
http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/event/1536134158091.html
http://www.city.susono.shizuoka.jp/machizukuri/1/9859.html
https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kurashi_tetsuzuki/toshikeikaku_machizukuri/toshikeikaku/9396.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 「菊川市立地適正化計画」の策定・公表 2021/4/1

・ 伊豆の国市立地適正化計画について 2018/6/1

・ 函南町立地適正化計画を策定しました 2019/7/1

・ 清水町立地適正化計画の公表 2021/5/6

・ 長泉町都市計画マスタープランの改定及び長泉町立地適正化計画の策定 2018/7/1

・ 森町立地適正化計画について 2020/6/11

・ 島田市立地適正化計画の公表 2022/4/1

・ 熱海市立地適正化計画 2022/3/31

・ なごや集約連携型まちづくりプラン(立地適正化計画)について 2018/3/30

・ 都市機能誘導区域外・居住誘導区域外の届出制度について 2018/3/30

・ 「なごや集約連携型まちづくりプラン（案）」に関するパブリックコメント等について 2018/2/14

・
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

・ 豊橋市立地適正化計画 2018/9/1

・ 豊橋市立地適正化計画(案）に関する意見募集 （居住誘導区域） 2018/2/28

・ 立地適正化計画 （都市機能誘導区域） 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

・ 立地適正化計画を改定しました 2019/3/31

・ 立地適正化計画（改訂素案）パブリックコメント募集 2018/1/6

・ 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

・ 一宮市立地適正化計画 2020/8/1

・ 一宮市立地適正化計画 2019/5/1

・ 一宮市立地適正化計画【都市機能誘導区域編】（素案）へのパブリックコメント募集開始 2018/12/17

・ 半田市立地適正化計画 2021/4/1

・ 春日井市立地適正化計画 2021/3/31

・ 春日井市立地適正化計画 2018/3/30

・
春日井市立地適正化計画（中間案）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

2018/1/17

・ 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

静岡県 熱海市 R4.3.31

菊川市 R3.4.1

静岡県 伊豆の国市

愛知県 一宮市
R1.5.1
R2.8.1

愛知県 半田市

静岡県 森町 R2.6.11

愛知県 名古屋市 H30.6.1

愛知県 豊橋市
H29.3.31
H30.9.1

愛知県 岡崎市
H29.3.31
H31.3.31

H30.6.1

静岡県 函南町 R1.7.1

静岡県 清水町 R3.5.6

静岡県 長泉町 H30.7.1

静岡県

静岡県 島田市 R4.4.1

H29.3.31
H30.3.30

愛知県 春日井市

R3.4.1

http://www.city.kikugawa.shizuoka.jp/toshikeikaku/ritteki/rittitekiseikakeikaku.html
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/tosikei/richi/richi.html
https://www.town.kannami.shizuoka.jp/gyosei/machizukuri-toshi/machidukuri/ritteki.html
http://www.town.shimizu.shizuoka.jp/toshi/toshi00134.html
http://www.town.nagaizumi.lg.jp/soshiki/kensetsu/toshikeikaku/tosimasuritti.html
https://www.town.morimachi.shizuoka.jp/gyosei/machinososhiki/kensetsuka/toshikeikakukakari/2/3345.html
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/rittitekiseika_sagyou.html
https://www.city.atami.lg.jp/shisei/machidukuri/1012234/1012236.html
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000103894.html
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/page/0000103898.html
http://www.city.toyohashi.lg.jp/31847.htm
http://www.city.toyohashi.lg.jp/33543.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://webhp.city.okazaki.lg.jp/appli/08/wp08_top_menu.asp
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/seisaku/1010029/1028777.html
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/seisaku/1010029/1028777.html
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/kocho/1000074/1025367/1026874.html
https://www.city.handa.lg.jp/toshike/machi/toshi/shisaku/toshikekaku/ritteki.html
https://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/toshikeikaku/1008601.html
http://www.city.kasugai.lg.jp/shisei/machi/toshikeikaku/1008601.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 立地適正化計画について 2021/3/31

・ 立地適正化計画について 2020/6/23

・ 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（居住誘導区域） 2018/6/1

・ 刈谷市立地適正化計画（都市機能誘導区域） 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 2016/12/15

・ 豊田市立地適正化計画を策定しました 2019/4/1

・ 豊田市立地適正化計画（案）を公表します（事前周知） 2019/1/15

・ 「豊田市立地適正化計画（案）」について　意見募集結果の公表 2019/1/15

・ 第三次安城市都市計画マスタープラン 2019/2/1

・ 第三次安城市都市計画マスタープラン原案に対する意見募集 2018/6/29

・ 蒲郡市立地適正化計画の策定について 2019/7/1

・ 蒲郡市立地適正化計画の策定について（事前周知） 2019/4/1

・ 蒲郡市立地適正化計画（案）のパブリックコメントを募集します。 2018/12/3

・ 江南市立地適正化計画 2020/3/31

・ 「江南市立地適正化計画（案）」に関する意見募集 2019/10/7

・ 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 2020/3/31

・ 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（居住誘導区域） 2018/3/1

・ 「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（都市機能誘導区域） 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

・ 豊明市立地適正化計画 2020/3/31

・ 豊明市パブリック・コメント「豊明市立地適正化計画（案）」に対する意見を募集します 2019/12/6

・ 立地適正化計画について 2020/3/31

・ 弥富市立地適正化計画 2020/5/1

・ 「弥富市立地適正化計画（案）」のパブリックコメント募集 2020/1/6

・ 東郷町の立地適正化計画の策定状況 2019/3/31

・ 東郷町立地適正化計画（案）の意見募集 2018/12/3

・ 東郷町立地適正化計画で定める誘導区域、誘導施設及び誘導施策（案）の意見募集 2018/9/1

・ 津島市立地適正化計画について 2022/3/31

H29.3.31
R2.3.31

豊明市 R2.3.31

愛知県 田原市 R2.3.31

愛知県 弥富市 R2.5.1

愛知県 東海市

愛知県 知立市
H29.3.30
H30.3.1

愛知県

愛知県

愛知県 豊田市 H31.4.1

愛知県 安城市 作成中

愛知県 蒲郡市 R1.7.1

愛知県 江南市 R2.3.31

愛知県 小牧市 H29.3.31

愛知県 豊川市 H29.3.23

愛知県 刈谷市
H29.3.31
H30.6.1

東郷町 H31.3.31

愛知県 津島市 R4.3.31

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/rititekiseikamain.html
https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/shisei/toshikaihatsu/toshikeikaku/rititekiseikamain.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.kariya.lg.jp/shisei/machizukuri/rittitekiseika.html
http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/toshiseibi/1028565.html
http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/machizukuri/toshi/1028565.html
http://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/toshimasu.html
https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/machidukuri/toshikeikaku/toshimasu.html
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/ritteki-sakutei.html
https://www.city.iyo.lg.jp/toshijyutaku/rittitekiseikakeikakunosakutei.html
http://www.city.gamagori.lg.jp/unit/keikaku/ritteki-sakutei.html
https://www.city.konan.lg.jp/soshiki/toshiseibi/1002020/1006330.html
http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/toshikensetsu/toshiseisaku/1/2_1/toshikeikaku/5939.html
http://www.city.tokai.aichi.jp/17305.htm
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/machi/7/1481087054855.html
http://www.city.chiryu.aichi.jp/shisei/machi/7/1481087054855.html
https://www.city.toyoake.lg.jp/13870.htm
http://www.city.tahara.aichi.jp/seisaku/kakushukeikaku/1002990/1005943.html
https://www.city.yatomi.lg.jp/shisei/1000749/1000763/1003638.html
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/tokei/rittitekiseika.html
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/tokei/tokei/rittitekiseika_keikakuan_ikenbosyu.html
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/tokei/tokei/rittitekiseika_kuikitou_ikenbosyu.html
https://www.city.tsushima.lg.jp/kurashi/sumaikenchiku/20211111151126573.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 尾張旭市立地適正化計画 2022/3/31

・ 津市立地適正化計画について 2018/3/31

・ 「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

・ 四日市市立地適正化計画について 2020/3/31

・ 伊勢市立地適正化計画を策定しました 2018/3/30

・ 伊勢市立地適正化計画（素案）への意見を募集しています 2018/2/5

・ 都市計画マスタープラン・立地適正化計画（素案）へのご意見をお聞かせください 2018/11/26

・ 立地適正化計画 2019/2/27

・ 立地適正化計画（都市機能誘導区域） 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

・ 伊賀市立地適正化計画の公表について 2018/3/30

・
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

・ 立地適正化計画届出 2018/3/1

・ 「朝日町立地適正化計画（素案）」のパブリックコメントの実施について 2018/1/30

・ 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

・ 敦賀市立地適正化計画の策定について 2019/3/31

・ 小浜市立地適正化計画を策定しました 2018/9/14

・ ご意見を募集します【小浜市立地適正化計画（案）】 2018/2/26

・ 大野市立地適正化計画の公表について 2018/3/19

・ 大野市立地適正化計画の運用に伴う届出制度について（事前周知） 2018/1/9

・ 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

・ 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

H30.3.19

三重県 四日市市 R2.3.31

三重県 伊勢市 H30.3.30

三重県 松阪市

三重県 津市 H30.3.31

作成中

三重県 桑名市
H29.3.31
H31.3.1

三重県 亀山市 H29.10.1

三重県

福井県 鯖江市 H29.3.28

福井県 あわら市 H29.3.27

福井県 福井市 H29.3.31

福井県

伊賀市 H30.3.30

三重県 朝日町 H30.4.1

敦賀市 H31.3.31

福井県 小浜市 H30.9.14

福井県 大野市

愛知県 尾張旭市 R4.3.31

https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/machidukuri/toshikeikaku/ritteki/keikaku.html
http://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1515546811806/index.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
https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1583816670284/index.html
http://www.city.ise.mie.jp/item/45331.htm
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/toshikeikaku/ikenbosyu.html
http://www.city.kuwana.lg.jp/index.cfm/28,0,220,802,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/0000005420.html
http://www2.town.asahi.mie.jp/www/contents/1519350454550/index.html
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tkeikaku/tkeikaku/rittekikouhyou.html
http://www.city.tsuruga.lg.jp/about_city/plan/toshi_keikaku/ritti_plan/ritteki.html
http://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=4019
http://www1.city.obama.fukui.jp/category/page.asp?Page=3910
http://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyo-sumai/toshikeikaku/ricchitekisei-kohyo.html
https://www.city.sabae.fukui.jp/kurashi_tetsuduki/tochi/toshikeikaku/tochitekiseika_soan.html
http://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/life/life137/p008260.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 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

・ 彦根市立地適正化計画を策定しました 2018/3/30

・ 立地適正化計画に基づく届出について 2018/3/28

・ 彦根市立地適正化計画（素案）策定に係る意見公募の実施について 2018/1/22

・ 彦根市立地適正化計画（素案）に係る市民説明会の開催について 2018/1/19

・ 彦根市立地適正化計画【現況～基本的な方針】（素案）についての意見公募手続結果 2017/11/14

・ 「草津市立地適正化計画」を策定しました 2018/10/1

・ 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

・ 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(事前周知) 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

・ 「栗東市立地適正化計画（素案）」に関するパブリックコメントの実施結果 2018/2/7

・ パブリックコメント実施のお知らせ（栗東市立地適正化計画（素案）について） 2017/12/25

・ 甲賀市立地適正化計画 2019/4/1

・ 野洲市立地適正化計画について（居住誘導区域の設定他、内容変更のため改訂） 2018/6/1

・ 野洲市立地適正化計画（改訂案）に対する意見募集（パブリックコメント）について 2018/2/21

・ 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

・ 都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」制度の運用開始について 2019/10/1

・ 舞鶴市立地適正化計画を策定しました 2017/12/15

・ 立地適正化計画について（事前周知） 2019/1/11

・
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

滋賀県 草津市 H30.10.1

R1.10.1

京都府 舞鶴市 H30.4.1

京都府 亀岡市 作成中

滋賀県 甲賀市 H31.4.1

滋賀県 湖南市 H29.3.31

滋賀県 東近江市 H29.3.30

京都府 京都市

滋賀県 守山市 H29.3.31

滋賀県 栗東市 作成中

滋賀県 野洲市
H29.3.31
H30.6.1

H29.3.31

福井県 越前町 H29.5.1

滋賀県 彦根市 H30.4.1

福井県 越前市

京都府 長岡京市 H29.7.1

http://www.city.echizen.lg.jp/office/070/020/toshikeikaku/master_plan/mp_kaitei.html
http://www.town.echizen.fukui.jp/chousei/11/06/p005094.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000011461.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000011397.html
http://www.city.hikone.shiga.jp/0000010885.html
http://www.city.kusatsu.shiga.jp/shisei/seisaku/shikeikaku/sangyotoshisuido/tokeiritti.html
http://www.city.moriyama.lg.jp/toshikeikaku/290313.html
http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/tokei/pabukome/6532.html
http://www.city.koka.lg.jp/12687.htm
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/tosi/yasusirittitekiseikakeikaku/1524640905526.html
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/public_comment/1517298240976.html
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/toshikeikaku/tosi/1481525063502.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
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000256567.html
https://www.city.maizuru.kyoto.jp/0000003687.html
http://www.city.kameoka.kyoto.jp/toshikeikaku/sangyo/toshi/kekaku/location-optimization.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006707.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000006707.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 京田辺市立地適正化計画を作成しました 2019/4/1

・ 京田辺市立地適正化計画の作成に係る事前周知について 2019/3/15

・ 南丹市立地適正化計画の公表及び開発行為等の事前届出制度の開始について 2019/7/1

・ 立地適正化計画について 2019/1/1

・ 立地適正化計画に係る届出制度について 2019/1/1

・ 【事前周知】立地適正化計画について 2018/10/1

・ 【運用前】立地適正化計画に係る届出制度について 2018/10/1

・ 豊中市立地適正化計画（原案）への意見募集について（意見募集開始） 2018/5/23

・ 豊中市立地適正化計画（原案）への意見募集について（事前周知） 2018/5/11

・ 豊中市立地適正化計画（素案）への意見募集について 2018/2/5

・ 池田市立地適正化計画の策定について 2019/3/22

・ 池田市立地適正化計画の策定について（事前周知） 2019/2/25

・ 池田市立地適正化計画（案）に対するパブリックコメントの実施結果 2019/2/25

・ 池田市立地適正化計画説明会の開催について 2018/11/12

・ 吹田市立地適正化計画（平成31年3月改定・公表） 2019/3/29

・ 吹田市立地適正化計画（平成30年3月改定・公表） 2018/3/30

・ 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

・ 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

・ 立地適正化計画の改定について 2018/3/30

・ 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

・ 「茨木市立地適正化計画」の策定について 2019/3/31

・ 【事前周知】「茨木市立地適正化計画」の策定について 2019/3/6

・ 八尾市立地適正化計画 2018/4/3

・ 八尾市立地適正化計画(都市機能誘導区域) 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

・ 立地適正化計画策定に伴う届出制度 2018/4/1

・ 立地適正化計画 2018/4/1

・ 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

・ 河内長野市立地適正化計画の公表について 2019/3/29

・ 河内長野市立地適正化計画策定について（事前周知） 2019/2/28

・ 【公表】大東市立地適正化計画に伴う届出について 2018/1/31

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

・ (仮称)和泉市立地適正化計画の策定に係る都市計画公聴会の開催について 2019/1/16

・ (仮称)和泉市立地適正化計画(素案)パブリックコメント募集 2019/1/16

大阪府 茨木市 H31.3.31

大阪府 八尾市
H29.3.31
H30.3.30

河内長野市 H31.3.29

大阪府 大東市 H30.1.31

大阪府 和泉市 作成中

大阪府

大阪府 池田市 H31.3.22

大阪府 高槻市 H29.3.31

大阪府 守口市
H29.3.31
H30.3.30

大阪府 枚方市 H29.3.31

京都府 京田辺市 H31.4.1

京都府 南丹市 R1.7.1

大阪府 豊中市 H31.1.1

大阪府 吹田市
H29.3.31
H30.3.30
H31.3.29

寝屋川市 H30.4.1

大阪府

https://www.kyotanabe.jp/0000013234.html
http://www.kyotanabe.jp/0000013234.html
http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/kurashi/101/009/005/index_49096.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/toshikeikaku/rittitekiseikaplan/ritti_keikaku.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/toshikeikaku/rittitekiseikaplan/ritti_todokede.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/toshikeikaku/tokei_topics/ritti_genan_iken.html
https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/toshikeikaku/tokei_topics/ritteki_soan_iken.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/toshikensetsu/machidukuri/gyomu/toshikeikaku/rittitekiseikakeikaku/1552549008290.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/shisei/public_comment/pab30/1548824461168.html
http://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/toshikensetsu/machidukuri/gyomu/toshikeikaku/rittitekiseikakeikaku/1541375696942.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshikeikaku/keikakutyosei/_84562.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/ricchitekiseikakeikaku.html
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kakukanoannai/toshiseibibu/toshikeikakuka/ricchitekiseikakeikaku/ritteki_pabukome_kekka.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/tokei/rittekikeikaku.html
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/shisei/pubcome/h28/jissikekka/1487825144917.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.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/toshiseisaku/menu/ritti/43566.html
http://www.city.yao.osaka.jp/0000037534.html
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/machi_seisaku/tosikeikaku/riltuti/1521425398391.html
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/machi_seisaku/tosikeikaku/riltuti/index.html
https://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/20/23761.html
http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/tihousousei/tihousousei/ricchitekiseika/1511248169927.html
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/dezainbu/tosiseisaku/gyoumu/toshikeikaku/tokei_seido/rittekikoutyoukai.html
http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/matidukuri/pabukome/1547597271613.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 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

・ 東大阪市立地適正化計画について 2019/3/25

・ (事前周知)届出が必要となります(東大阪市立地適正化計画) 2019/3/19

・ (事前周知)立地適正化計画について 2019/2/28

・ 「東大阪市立地適正化計画(素案)」についての公聴会を開催します 2018/8/6

・ 「東大阪市立地適正化計画(素案)」に関するパブリックコメント(第2回)を実施します 2018/7/2

・ 「東大阪市立地適正化計画(素案)」についての説明会を開催します 2018/5/2

・ 「立地適正化計画の素案」に関するパブリックコメント実施結果について 2018/1/19

・ 「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

・ 阪南市立地適正化計画の策定及び届出制度について 2018/8/31

・ 立地適正化計画策定に伴う届出制度(事前周知) 2018/8/1

・ 「阪南市立地適正化計画（案）」に対する皆さんのご意見を募集します。 2018/5/14

・ 姫路市立地適正化計画に関する届出について 2018/3/30

・ 姫路市立地適正化計画の公表について 2018/3/30

・
「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

・ 西宮市立地適正化計画について 2019/7/1

・ 西宮市立地適正化計画について（事前周知） 2019/4/1

・ 西宮市立地適正化計画に係る届出制度について（事前周知） 2019/4/1

・
「西宮市立地適正化計画素案」の閲覧・意見募集の実施及び説明会、個別相談会の開
催について

2018/12/10

・ 「立地適正化計画の基本的な方針」の公表について 2017/12/11

・ 西脇市立地適正化計画 2018/12/28

・ 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

・ 朝来市 立地適正化計画 および 届出制度について(事前周知) 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

・ 太子町立地適正化計画 2018/5/1

兵庫県 福崎町 H29.3.31

兵庫県 太子町 H30.7.2

大阪府 門真市 H29.3.27

大阪府 高石市 H29.3.21

大阪府 東大阪市

大阪府 箕面市 H28.2.15

兵庫県 たつの市 H29.3.31

兵庫県 朝来市 H29.7.1

兵庫県 西宮市 R1.7.1

H31.3.25

大阪府 阪南市 H30.8.31

兵庫県 姫路市 H30.3.30

兵庫県 尼崎市 H29.3.31

兵庫県 西脇市 H30.12.28

http://www.city.minoh.lg.jp/machi/toshikeikaku/ricchitekiseika.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
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000024138.html
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000023901.html
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000023183.html
http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/jigyo/toshi/toshikeikaku_kankei/1532909612199.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212533/_39742/_43585.html
http://www.city.himeji.lg.jp/s70/2212533/_39742.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/shisei/si_kangae/si_keikaku/1008118.html
https://www.nishi.or.jp/kotsu/toshikeikaku/oshirase/ritteki1.html
https://www.nishi.or.jp/kotsu/toshikeikaku/oshirase/ritteki1.html
http://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/kensetsusuidoubu/toshikeikakuka/urban_design/nishiwaki_ritteki/nishiwaki_ritteki.html
http://www.city.asago.hyogo.jp/0000006856.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.town.hyogo-taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/machizukuri/sesakukeikaku/1522801582860.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 桜井市立地適正化計画 2018/3/30

・ 桜井市立地適正化計画（改訂素案）についての意見募集 2018/1/4

・ 桜井市立地適正化計画について(都市機能誘導区域) 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

・ 五條市立地適正化計画 2018/12/1

・ 葛城市立地適正化計画 2017/11/1

・ 宇陀市立地適正化計画 2019/7/1

・ 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

・ 田原本町都市計画マスタープラン・立地適正化計画の策定について 2019/6/7

・ 田原本町立地適正化計画 事前周知 2019/3/29

・ 王寺町立地適正化計画について 2018/3/8

・ 王寺町立地適正化計画作成に伴う届出制度について 2018/3/8

・ 「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」の案の縦覧について 2018/1/22

・ 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

・ 大和高田市立地適正化計画 2019/6/3

・ 「大和高田市立地適正化計画（案）」の周知について 2019/3/29

・ 大和郡山市立地適正化計画 2018/5/1

・ 大和郡山市立地適正化計画(事前周知) 2018/4/18

・ 天理市立地適正化計画 2018/7/1

・ 和歌山市立地適正化計画 2018/10/1

・ 和歌山市立地適正化計画（居住誘導区域）(事前周知) 2018/3/27

・ 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（都市機能誘導区域） 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

奈良県 桜井市
H29.3.24
H30.3.30

奈良県 五條市 H30.12.1

R1.6.7

奈良県 王寺町 H30.3.8

和歌山県 和歌山市
H29.3.1
H30.10.1

奈良県 葛城市 H29.11.1

海南市 H29.3.29

和歌山県 有田市 H29.3.29

和歌山県 新宮市 H29.3.31

奈良県 大和高田市 R1.6.3

奈良県 大和郡山市 H30.5.1

奈良県 宇陀市 R1.7.1

奈良県 川西町 H29.3.31

奈良県 田原本町

奈良県 天理市 H30.7.1

和歌山県

http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/toshikeikakuka/toshikeikakumasutapuran/1520583934005.html
http://www.city.sakurai.lg.jp/sosiki/toshikensetsubu/toshikeikakuka/toshikeikakumasutapuran/ritteki.html
http://www.city.gojo.lg.jp/shisei_soshiki/seisaku_keikaku/12/6087.html
http://www.city.katsuragi.nara.jp/index.cfm/21,28631,55,html
http://www.city.uda.nara.jp/toshikeikaku/udashirittitekiseikakeikaku.html
http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/contents_detail.php?frmId=4417
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/soshki/sangyo/kanko/gyosei/keikaku_sesaku/keikaku/510.html
http://www.town.tawaramoto.nara.jp/gyosei/keikaku_sesaku/keikaku/9291.html
http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/chiikiseibi/toshikeikaku/gyomuannai/masupuraritteki/2393.html
http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/chiikiseibi/toshikeikaku/gyomuannai/masupuraritteki/2394.html
http://www.city.yamatotakada.nara.jp/info/shisaku-keikaku/ricchitekisei.html
http://www.city.yamatotakada.nara.jp/life/toshiseibi/keikaku/post.html
https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/govt/machi/plan/005009.html
http://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kensetsubu/machidukurikeikakuka/ricchi/index.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/douro_kouen_machi/1009501/1014259.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


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 湯浅町立地適正化計画を作成しました 2018/3/30

・ 都市計画マスタープラン（案）及び立地適正化計画（案）に関する住民意見募集 2018/1/9

・ 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

・ 松江市立地適正化計画 2019/3/29

・ 松江市立地適正化計画（案）意見募集 2019/2/1

・ 大田市立地適正化計画 2019/4/1

・ 「大田市立地適正化計画（案）」に対するパブリックコメント（意見募集）の実施について 2019/2/8

・ 江津市立地適正化計画の公表および届出制度のお知らせ 2019/6/3

・ 江津市立地適正化計画（素案）に対するパブリックコメント（意見提出手続き）を募集します 2019/1/15

・ 岡山市立地適正化計画（令和３年３月１５日公表） 2021/3/15

・ 岡山市立地適正化計画基本方針（案）に対するパブリックコメント（ご意見募集）の結果について

・ 立地適正化計画基本方針案に対するパブリックコメントを実施 2019/10/15

・ 「津山市立地適正化計画」の公表及び運用開始について 2019/8/1

・ 笠岡市立地適正化計画に係る届出制度について 2020/7/1

・ 総社市立地適正化計画の公表及び計画公表に伴う届出制度の開始について 2020/4/1

・ 総社市立地適正化計画（素案）パブリックコメント募集 2019/10/1

・ 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

・ 高梁市立地適正化計画 2022/3/31

・ 新見市立地適正化計画（令和４年３月31日公表） 2022/3/31

・ 地域の活力を生む産業を振興させるまち（産業経済・都市計画） 2022/4/1

・ 「広島市立地適正化計画」の作成について 2019/3/29

・ 「広島市立地適正化計画」の作成について（事前周知） 2019/1/31

・ みなさまのご意見を募集します　～広島市立地適正化計画（素案）～ 2018/9/14

・ 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

・ 呉市立地適正化計画を策定しました 2020/9/30

・ 竹原市立地適正化計画を策定しました 2018/3/29

・ 竹原市立地適正化計画（素案）への意見を募集します 2018/2/5

笠岡市 R2.7.1

岡山県 総社市 R2.4.1

岡山県 新見市 R4.3.31

岡山県 備前市 R4.4.1

和歌山県 湯浅町 H30.3.30

H31.4.1

岡山県 高梁市
H29.3.31
R4.3.31

鳥取県 鳥取市 作成中

島根県 松江市 H31.3.29

島根県 大田市

R1.8.1

島根県 江津市 R1.6.3

岡山県

岡山県 岡山市 R3.3.15

岡山県 津山市

広島県 呉市 R2.9.30

広島県 竹原市 H30.4.1

広島県 広島市 H31.3.29

http://www.town.yuasa.wakayama.jp/publics/index/112/&anchor_link=page112_1184
http://www1.city.matsue.shimane.jp/machidukuri/toshikeikaku/riltutekikouhyou.html
http://www1.city.matsue.shimane.jp/machidukuri/toshikeikaku/ritteki_keikaku_kentouiinkai/riltuteki-ikenbosyuu.html
https://www.city.ohda.lg.jp/ohda_city/city_organization/22/49/1753
https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/18/10888.html
https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/18/10854.html
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000022637.html
http://www.city.okayama.jp/toshi/tokei/tokei_00377.html
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=7244
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/28/29659.html
http://www.city.soja.okayama.jp/toshikeikaku/sangyou_machi/sojyasirittitekiseikakeikaku/rittitekiseikakeikakunokouhyouoyobitodokedeseido.html
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
https://www.city.takahashi.lg.jp/soshiki/11/todokede.html
https://www.city.niimi.okayama.jp/gyosei/gyosei_detail/index/8736.html
https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/2/6206.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1548977799675/index.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1528870008041/index.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1494332036350/index.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/ritteki.html
http://www.city.takehara.lg.jp/tosi/rittiktekiseikakeikaku/rittitekiseikakeikaku.html
http://www.city.takehara.lg.jp/tosi/rittiktekiseikakeikaku/takeharacity-rittitekiseika-publiccomments.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 三原市立地適正化計画 2017/12/25

・ 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の公表について 2020/3/31

・ 福山市立地適正化計画策定に係る地域別カルテ 2018/6/1

・ 福山市立地適正化計画基本方針【概要版】について 2018/2/1

・ 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

・ 東広島市立地適正化計画の一部改定（案）に係るパブリックコメント（意見公募）の結果について2020/5/13

・ 東広島市立地適正化計画の策定 2018/3/29

・
東広島市立地適正化計画（案）に係るパブリックコメント（意見公募）と説明会の開催のご
案内

2018/1/29

・ 拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（立地適正化計画）を策定しました 2019/3/27

・ 拠点の形成による持続可能なまちづくり計画の意見募集 2019/1/18

・ 拠点の形成による持続可能なまちづくり計画（立地適正化計画）を策定しました 2018/3/30

・ 立地適正化計画の素案に関する意見募集 2018/2/1

・
立地適正化計画（広島圏都市計画区域における都市機能誘導区域）の説明会の開催案
内

2017/12/28

・ 下関市におけるコンパクトなまちづくり（立地適正化計画） 2020/3/2

・ 「下関市立地適正化計画（案）」に対する皆さまのご意見を募集します 2019/10/1

・ 下関市におけるコンパクトなまちづくり 2018/8/1

・ 宇部市立地適正化計画 2019/7/1

・ 宇部市立地適正化計画に係る届け出制度の事前周知について 2019/3/28

・ 宇部市立地適正化計画（素案）のパブリックコメントと市民説明会を実施します 2018/10/9

・ 山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画を策定しました。 2019/4/1

・ 山口市コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり計画（案）への意見を募集します 2018/11/20

・ 萩市立地適正化計画の策定と事前周知について 2019/12/27

・ 萩市立地適正化計画（素案）に関する意見募集と説明会を開催します 2019/10/11

・ 岩国市立地適正化計画を策定し、公表しました 2020/3/31

・ 岩国市立地適正化計画（素案）に対するパブリックコメントを募集します 2019/12/10

・ 光市立地適正化計画について 2019/3/31

・ 光市立地適正化計画（案）に対するパブリックコメント 2018/12/10

・ 周南市立地適正化計画の改訂 2019/2/1

・ 周南市立地適正化計画の公表 2017/3/30

・ 周南市立地適正化計画に係る届出 2017/2/28

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

・ 立地適正化計画 2019/6/1

・ 阿南市立地適正化計画 2019/4/1

H29.3.30

広島県 東広島市 H30.3.30

広島県 廿日市市
H30.3.30
H31.3.27

山口県 下関市 R2.3.2

広島県 三原市 H29.12.25

広島県 福山市 R2.3.31

広島県 府中市

山口県 宇部市 R1.7.1

山口県 山口市 H31.4.1

山口県 萩市 R1.12.27

山口県 岩国市 R2.3.31

山口県 光市 H31.3.31

山口県 周南市 H29.3.30

徳島県 徳島市 R.6.1

徳島県 阿南市 H31.4.1

http://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/31/tekiseika-plan.html
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/toshikeikaku/174947.html
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/toshikeikaku/119646.html
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/toshikeikaku/111169.html
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/toshikeikaku/90070.html
http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/shisei/shisaku/toshidourokouen/2251.html
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/toshi/5/ricchitekiseikakeikaku/24330.html
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/toshi/5/ricchitekiseikakeikaku/16799.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/34902.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/41745.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/51/34902.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1579666935440/index.html
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=7244
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1567563397532/index.html
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/toshikeikaku/machizukuri/compact_city/index.html
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/toshikeikaku/machizukuri/compact_city/index.html
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/shiseijoho/54461.html
http://www.city.yamaguchi.lg.jp/site/publiccomment/49837.html
http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/56/h30187.html
http://www.city.iwakuni.lg.jp/soshiki/46/43331.html
http://www.city.hikari.lg.jp/toshi/ricchitekiseika/ricchitekiseikakeikaku.html
http://www.city.hikari.lg.jp/toshi/ricchitekiseika/publiccomment.html
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/40/30321.html
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/40/3791.html
http://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/40/6457.html
http://www.city.shunan.lg.jp/site/pc/3780.html
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/loa_rat_plan/index.html
http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2019032800029/


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 高松市立地適正化計画 2020/7/27

・ 高松市立地適正化計画 2019/3/29

・ 改訂版丸亀市都市計画マスタープラン（丸亀市立地適正化計画） 2018/7/2

・ 改訂版丸亀市都市計画マスタープラン（丸亀市立地適正化計画）(事前周知) 2018/3/29

・
改訂版丸亀市都市計画マスタープラン（丸亀市立地適正化計画）（素案）に関するパブ
リックコメント

2018/2/10

・ 坂出市立地適正化計画について 2019/3/29

・ 善通寺市立地適正化計画の公表について 2020/3/31

・ さぬき市立地適正化計画の策定 2021/4/1

・ 三豊市立地適正化計画の策定の公表 2021/8/2

・ 多度津町立地適正化計画について 2019/3/29

・ 松山市立地適正化計画の改訂について 2021/9/24

・ 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改訂について 2021/9/24

・ 宇和島市立地適正化計画の変更について 2020/3/17

・ 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

・ 立地適正化計画の策定について 2019/4/1

・ 『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

・ 大洲市立地適正化計画の公表について 2020/10/1

・ 「立地適正化計画」について 2019/1/1

・ 「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の改訂について 2021/4/30

・ 四国中央市立地適正化計画について 2017/12/1

・ 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 2017/3/31

・ 四国中央市立地適正化計画について

・ 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

香川県 三豊市 R3.8.2

H29.3.31
H31.3.29
R2.3.17
R3.9.24

愛媛県 八幡浜市 H29.3.31

愛媛県 伊予市
H29.3.31
H31.1.1

香川県 多度津町 H31.3.29

愛媛県 松山市
2017/3/31
2021.9.24

愛媛県 宇和島市

香川県 丸亀市 H30.7.2

香川県 高松市
H30.4.1
H31.3.29

香川県 坂出市 H31.3.29

香川県 善通寺市 R2.3.31

香川県 さぬき市 R3.4.1

愛媛県 新居浜市 H31.4.1

愛媛県 西条市 H29.4.14

愛媛県 大洲市 R2.10.1

愛媛県 四国中央市
H29.3.31
H30.3.30
R3.4.30

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/machidukuri/toshi/tekiseika/index.html
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i32396/
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i32145/
https://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i32145/
https://www.city.sakaide.lg.jp/soshiki/tosiseibi/masterplan-tekiseika-keikaku.html
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/25/ritteki.html
https://www.city.sanuki.kagawa.jp/executive/plan/location_normalization_plan
https://www.city.mitoyo.lg.jp/kakuka/kensetsu/toshi/5/8670.html
https://www.town.tadotsu.kagawa.jp/itwinfo/i3897/
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/compact_network/rittekikouhyou.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/tekiseika.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/tekiseika.html
https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/28/tekiseika201903.html
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2017022100012/
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2016082600012/
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/tokei/rittitekiseikakeikaku3104.html
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/toshi/ritteki.html
https://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/toshiseibi/39590.html
https://www.city.iyo.lg.jp/toshijyutaku/rittitekiseikakeikakunosakutei.html
https://www.city.iyo.lg.jp/toshijyutaku/rittitekiseikakeikakunosakutei.html
https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/30/17934.html
http://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshikikara/kensetsubu/tsk/towncomment.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 西予市の立地適正化計画（改訂版）の公表について 2020/9/4

・ 西予市立地適正化計画（都市機能誘導区域・居住誘導区域版）の公表について 2019/3/29

・ 西予市立地適正化計画（都市機能誘導区域版）の公表について 2018/3/31

・ 西予市立地適正化計画(都市機能誘導区域版)案に関する市民意見の募集結果について 2017/12/11

・ 都市計画マスタープランおよび立地適正化計画について 2022/4/1

・ 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改定しました 2019/3/29

・ 南国市立地適正化計画に基づく届出制度について 2019/3/29

・ 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（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 2019/3/29

・ 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

・ 須崎市立地適正化計画 2020/1/1

・ 四万十市立地適正化計画と届出制度について 2020/6/1

・ 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

・ 大牟田市立地適正化計画について 2018/6/1

・ 大牟田市立適正化計画（案）のパブリックコメント（市民意見募集）を実施します 2018/1/19

・ 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

・ 直方市立地適正化計画について 2019/4/1

・ 直方市立地適正化計画について（事前周知） 2019/3/1

・ 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 2019/3/31

・ 行橋市立地適正化計画の公表日についてお知らせします。 2019/3/1

・ 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 2019/1/18

・ 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

・
コンパクトで暮らしやすいまちづくりを目指して「立地適正化計画に基づく建築等の届出
制度」

2018/2/28

・ 宗像市立地適正化計画（案） 2017/9/22

愛媛県 久万高原町 R4.4.1

高知県 土佐市

高知県 須崎市 R2.1.1

高知県 四万十市 R2.6.1

福岡県 北九州市 H29.4.1

福岡県 大牟田市 H30.6.1

福岡県 久留米市 H29.3.31

福岡県 行橋市
H29.3.31
H31.3.31

愛媛県 西予市
H30.3.31
H31.3.29
R2.9.4

H29.7.1

高知県 南国市
H29.3.31
H31.3.29

高知県 高知市

福岡県 直方市 H31.4.1

福岡県 飯塚市 H29.4.1

福岡県 宗像市 H30.4.1

H29.4.1
H31.3.29

https://www.city.seiyo.ehime.jp/shisei/machidukuri/machidezainn/toshikeikaku/3695.html
https://www.city.seiyo.ehime.jp/kakuka/kensetsu/kensetsu/machidukuri/machi_design/3653.html
http://www.city.munakata.lg.jp/w015/060/020/53/20170921102430.html
https://www.kumakogen.jp/soshiki/8/13149.html
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/52/2017ricchitekiseika.html
https://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=4423
https://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=4395
http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=4423
http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3698
https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=3816
http://www.city.shimanto.lg.jp/life/road/regulations/env-reg2.html
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07900216.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
http://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=10914&class_set_id=1&class_id=81
http://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=10914&class_set_id=1&class_id=81
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.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1623/_6487.html
https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kurashi/_1623/_6487.html
https://www.city.iizuka.lg.jp/toshikeshido/rittitekisei.html
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2019032900026/
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2019022800039/
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2017013100038/
http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2017032700028/
http://www.city.munakata.lg.jp/w028/040/040/060/540/20180222120520.html
http://www.city.munakata.lg.jp/w028/040/040/060/540/20180222120520.html
http://www.city.munakata.lg.jp/w015/060/020/53/20170921102430.html


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 遠賀町立地適正化計画 2018/6/5

・ 遠賀町立地適正化計画(パブリックコメントの結果) 2018/4/12

・ 小城市立地適正化計画 2018/3/30

・ 小城市立地適正化計画に係る届出制度について 2018/3/30

・ 小城市立地適正化計画（都市機能誘導区域） 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

・ 嬉野市立地適正化計画の公表について 2018/3/30

・ 「長崎市立地適正化計画」を公表しました。 2018/8/1

・ 「長崎市立地適正化計画」を策定しました。(事前周知) 2018/4/12

・ 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

・ 立地適正化計画の公表 2021/11/1

・ 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

・ 立適計画策定に係るパブリックコメントについて 2021/12/13

・ 立地適正化計画の公表 2022/3/31

・ 大分市立地適正化計画について 2019/3/29

・ 大分市立地適正化計画の素案縦覧および公聴会の開催について 2018/7/20

・ 「大分市立地適正化計画」基本方針(案)について意見の募集は終了しました 2018/2/1

・ 「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 2019/1/31

・ 都城市立地適正化計画について(都市機能誘導区域) 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

・ 「都市計画マスタープラン（案）」、及び「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

2022/3/3

・ 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

H29.3.30

熊本県 熊本市 H28.4.1

熊本県 荒尾市 H29.3.31

熊本県 菊池市 H29.3.31

大分県 大分市 H31.3.29

宮崎県 都城市
H29.3.31
H31.1.31

鹿児島県 鹿児島市 H29.3.31

熊本県 玉名市 R.3.11.1

福岡県 遠賀町 H30.6.1

熊本県 益城町 R3.12.13

佐賀県 嬉野市 H30.3.30

長崎県 長崎市 H30.8.1

長崎県 大村市

佐賀県 小城市
H29.3.31
H30.3.30

宮崎県 高千穂町 作成中

http://www.town.onga.lg.jp/machi_navi/sogokeikaku/ricchitekiseika/index.html
http://www.town.onga.lg.jp/machi_navi/sogokeikaku/public_comment/ricchitekiseika_kekka.html
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.ureshino.lg.jp/shimin/_19974/_23781.html
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/650000/659001/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
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
https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/133/20311.html
http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/129/12749.html
http://www.city.kikuchi.lg.jp/q/aview/119/12571.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001430843.pdfURL:https:/www.town.mashiki.lg.jp/kiji0034839/index.html
https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001430843.pdfhttps:/www.city.tamana.lg.jp/q/aview/140/21471.html
https://www.city.oita.oita.jp/o169/rittitekiseikakeikaku.html
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=170308112257
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=170308162036
https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kensetsu/4/2/2790.htmlhttps:/www.town-takachiho.jp/top/sangyo/doro/2765.html
https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kensetsu/4/2/2790.htmlhttps:/www.town-takachiho.jp/top/sangyo/doro/2765.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


2022/4/1現在

都道府県 市区町村 HP公表日

都市名 公表日または
作成状況

取組状況

取組内容

・ 姶良市立地適正化計画（素案）に対する意見募集 2019/1/7

・ 第1回姶良市立地適正化計画策定協議会について 2017/12/13

・ 徳之島町立地適正化計画（素案）のパブリックコメントの募集について 2022/3/11

・ 「西之表市立地適正化計画（案）」に対する意見募集 2022/2/25

鹿児島県 徳之島町 作成中

鹿児島県 西之表市 作成中

鹿児島県 姶良市 作成中

https://www.city.aira.lg.jp/toshi/rittitekiseika/pubkome.html
https://www.city.aira.lg.jp/toshi/ritti.html
https://www.tokunoshima-town.org/kensetsuka/rittitekiseika.html
https://www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/kikaku/kikakutyousei/public_commet/jissikekka/6101.htmlhttps:/www.city.nishinoomote.lg.jp/admin/soshiki/kikaku/kikakutyousei/public_commet/ieknbosyuu/6057.html

