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１０．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

[１] 都市機能の集積の促進の考え方  

 

(1) 将来都市構造 

 宮崎市都市計画マスタープランにおける将来都市構造の基本的な考え方は、「南九州の中核に

ふさわしい都市として、広域商業・業務機能や情報機能等の様々な機能を持つ中核拠点を中心に、

文化、学術、観光リゾート等の特化した機能を持つ拠点と自立的な生活・居住拠点、集落拠点が、

道路系交通網による都市軸によって連携する都市構造を目指す」としており、また、「この都市

拠点と都市軸による都市の骨格の形成を基本に、都市的土地利用と自然的土地利用を明確にした

都市構造とする」としている。 

 
 

 

 

 

※見直し前の都市計画マスタープランより 
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(2) 中核拠点の整備の方針 

 「中核拠点」は、商業・業務をはじめ

とする多様な都市機能が集積しており、

本市のメインストリートである「橘通り」

を中心とした中心市街地活性化区域は、

この「中核拠点」の中枢となっている。 

 「中核拠点」の整備の方針としては、「中

心市街地において、進行する空洞化に対

して既成市街地の再構築や、現在進んで

いる宮崎駅周辺の整備を推進するととも

に中心市街地活性化に取り組み、活力あ

る中心市街地として拠点性を高める。こ

のため、中心商業の活性化に加え都市機

能の高質化策として、高次商業・業務、

情報、交流等の様々な機能を備えた施設

の集積や都市空間の有効・高度利用、及

び良好な景観形成に努める。また、快適・

便利な都心の居住環境の形成や交通利便

性の向上を図り、都心部としての魅力を

高める」としている。 

 

 

(3) ゾーンによる空間構成及び土地利用と整備の方針 

 また、「中核拠点内」のゾーン構成は「高次商業・業務地」としており、その土地利用と整備

の方針としては、「南九州の中核都市として、活力があり、都市機能が充実した中心市街地形成

のため、商業・業務系市街地を中心にした複合的な土地利用を図る。基本的には、広域都市圏を

視野に入れた複合商業施設（芸術・文化・交流・福祉機能等を併設した商業店舗）やインテリジ

ェントオフィスビル・アミューズメント施設等の集積を促進するとともに、情報受発信機能等の

向上も図り、利便性及び快適性を増進させて、地域の魅力を高める」としている。 

(4) 都市計画マスタープランの見直しについて 

 現在、１市３町合併に伴う都市計画マスタープランの見直しに着手しており、「宮崎市におけ

るコンパクトなまちづくりのあり方」を重点検討項目の一つに掲げ、議論を行っているところで

あり、新市の都心部に都市機能をコンパクトに集約するまちづくりの方向性を明確にしたいと考

えている。 

 

 

※見直し前の都市計画マスタープランより 
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[２] 都市計画手法の活用  

(1) 準工業地域における大規模集客施設の立地規制について 

 本市には準工業地域が 17 地区に分散、配置されているが、中核拠点の役割をより明確化する

ため、準工業地域全てについて、特別用途地区の都市計画決定と併せて建築基準法に基づく条例

により、大規模集客施設の制限を行う方針である。 

 なお、現在、見直しを進めている都市計画マスタープランの中にその方針を明確に盛り込むこ

ととしており、学識経験者等で組織する「宮崎市都市計画マスタープラン策定検討委員会」にお

いて、その方針について既に説明を行ったところであり（H18.9.29）、また、「宮崎市都市計画審

議会」においても、都市計画マスタープラン見直しの経過報告の中で説明を行ったところである。

（H18.11.22） 

宮崎市都市計画マスタープラン策定検討委員会資料（一部抜粋・加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宮崎市では、宮崎広域都市計画区域内に１５地域、田野都市計画区域内に２地域の準工業地域

があり、これらの準工業地域に対して特別用途地区の指定を図る。 

２地域 
田 野 

都市計画区域 

１５地域 
宮 崎 広 域 

都市計画区域 

準工業地域 

の数 

都市計画 

区 域 名 

種類 大規模集客施設制限区域（約３３６ha） 

目的 
準工業地域における大規模集客施設の立地を制限し、都市機能の拡

散防止と集約的な市街地の形成を図る。 

制限する用途 
店舗、飲食店、劇場、映画館等の用途に供する床面積（劇場、映画

館等については客席部分）の合計が１万㎡を超える建物 

本市における特別用途地区の都市計画決定イメージ 
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※参考 

 

【平成18年9月29日 第2回宮崎市都市計画マスタープラン策定検討委員会議事録（抄）】 

現在、準工業地域につきましては宮崎広域都市計画区域では１５地区、それから田野都市計画区

域につきましては２地区ございます。合わせて１７の準工業地域が新市の中に点在しているとい

うことで、図面の中に１から１７まで番号が打ってございますが、こういった形で準工業地域が

ございます。これが現状でございます。こういったところを具体に準工業の取り扱いということ

で今後進めていきます。これは一つの例として示しておりますが、いわゆる特別用途地区という

ことで設定をする。特別用途と言いますと、今有ります用途にいわゆる制限をかける、強化する、

緩和するというお話でございますが、今回の場合につきましては制限を強化していって大規模集

客施設こういったものについて制限をしていこうということで、イメージ的には下に示してござ

いますように、大規模集客施設制限区域といったようなものを設定いたしまして、都市機能拡散

の防止、それから集約的な都市機能の形成といったものを図っていくということで、制限する用

途につきましては店舗を含めて１万㎡を超えるような建物については制限をしますということ

で、これはイメージの案として提示しております。今後、中心市街地活性化の見直しが進んで参

りますので、このマスタープランにおきましても見直しの最重要取組の一つでございますので、

これと合わせた準工業の取り扱いにつきまして、早急にご検討いただき方向性をご検討いただけ

ればと考えているところでございます。（特段の異論なし。） 
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(2) 準工業地域における特別用途地区の都市計画決定等について 

 具体の都市計画決定及び建築条例制定は、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の

一部を改正する法律」が全面施行される平成１９年１１月３０日までに完了する。 

 

(3) 都市計画区域外の土地利用規制誘導について 

 都市計画区域外の一部地域においては、道路整備の進捗を背景とした無秩序な開発が実際に進

行又は懸念される区域があり、都市計画マスタープランの見直しの中でも重点検討項目として将

来の規制強化の必要性を議論しているところである。今後、指定権者の県とも調整を図りながら、

準都市計画区域の指定を検討していきたいと考えている。都市計画区域外において許可が不要と

なっている1ha未満の開発行為については、準都市計画区域に準じた0.3ha以上を対象とする開

発指導要綱を制定し、平成１９年４月１日から施行しているところである。これにより、開発行

為の規制・誘導の面からは、準都市計画区域へのスムーズな移行が期待されるところである。 

準都市計画区域候補地 

 

 

 

準都市計画区域 

検討候補地 
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[３] 都市機能の適正立地、既存ストックの有効活用等  

(1) 中心市街地における大規模建築物等既存ストックの現況 

中心市街地における１０，０００㎡以上の大規模小売店舗の立地状況 

区分 店舗名等 店舗面積（㎡） 開店年 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地 

宮崎山形屋 16,493 S31 

立体都市計画制度を活用し

4,018㎡増床、H18.9にオー

プン 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリーノ宮崎 

（旧壽屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,899 

 

 

 

 

 

 

 

 

S48 

（旧壽屋） 

・H13.12に民事再生手続申

立てを行い H14.2 に一旦

閉店 

・H15.3 カリーノ宮崎とし

て再開。市はコミュニテ

ィースペース「ガガエイ

ト」の賃貸で支援 

・商業テナントの撤退が相

次ぐ一方で、パソコン販

売世界最大手 DELL の日

本法人のカスタマーセン

ターを誘致、商業と業務

の複合化が進んでいる。

 

 

 

 

 

 

ボンベルタ橘 19,861 S63 ㈱イオンの関連会社 

 

 

上記以外の

商業地 

イズミヤ 10,908 S47 近隣商業地域 

宮交シティー 

（ダイエー） 
33,119 S48 

商業地域 

(バスターミナル併設) 

・デオデオ宮崎 

・イエローハット

宮崎 

12,581 H11 近隣商業地域 

市街化 

調整区域 
イオン宮崎ＳＣ 60,000 H17 

 

 

 

    

 

 

H15.6：65店舗 

↓ 

H18.6：40店舗 

（新聞報道） 
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(2) 庁舎などの行政機関、病院・学校等の立地状況 

 

主な公共公益施設等 

区分 設置者 名称 施設規模 

（延べ床面積） 

備考 

 

 

中 

心 

市 

街 

地 

市 宮崎市役所 22,579.67㎡ 本庁舎S38年完成 

市 宮崎市民プラザ 12,129.79㎡ H12年完成 

(市民会館移転跡地)

市 宮崎市教育情報研修センター 4,029.61㎡ H14年完成 

県 宮崎県庁 52,355.53㎡ 本館S7年完成 

県 宮崎県警察本部 20,351.66㎡ H11年完成 

 

国 

宮崎簡易裁判所 

宮崎家庭裁判所 

宮崎地方裁判所 

福岡高等裁判所宮崎支部 

6,565㎡

3,272㎡

 

H2年完成 

S37完成 

国 宮崎中央郵便局 17,558.50㎡ S62完成 

 

 

中 

心 

市 

街 

地 

外 

市 宮崎市立図書館 6,106.03㎡ H6年完成 

市 宮崎市総合福祉保健センター 6,149.05㎡ H6年完成 

市 宮崎市民文化ホール 13,846.41㎡ H8年完成 

市 宮崎市保健所 

中央保健センター 

8,841.25㎡ H11年完成 

県 宮崎県立図書館 9,729㎡ S63年完成 

(宮崎大学移転跡地)

県 宮崎県立芸術劇場 21,990㎡ H5年完成 

（同上） 

県 宮崎県立美術館 10,333㎡ H7年完成 

（同上） 

 

ベッド数１００床以上の病院 

 中心市街地 中心市街地外 

施設数 ２ １５（内中心市街地隣接１） 

 

教育施設（合併旧３町除く） 

施設区分 中心市街地 中心市街地外 

幼稚園 １（私） ３５（国１、市１、私３３） 

小学校 １（市） ３５（国１、市３４） 

中学校 ０ ２４（国１、市１８、私５） 

高等学校 ０ １５（県９、私６） 

各種学校 ０（私） ６（私） 

専修学校 ５（私） １１（私） 

大学・短大 ０ ７（国１、県１、公１、私３、他１） 

※現段階においては、上記公共公益施設等で移転計画があるものは無い。 
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(3) 宮崎市及び周辺の大規模集客施設の立地状況 

 

県内の大規模集客施設（店舗面積１０，０００㎡以上） 

市町村名 施設名 店舗面積 

宮崎市 前掲 前掲 

都城市 イオン都城ショッピングセンター 28,834㎡

〃 都城大丸 14,615㎡

〃 都城ショッパーズプラザ（ダイエー都城） 11,921㎡

〃 
都城ショッピングセンター 

（ホームワイドプラス都城店） 

11,345㎡

延岡市 
延岡ニューシティー 

（ジャスコ延岡ニューシティー） 

25,611㎡

〃 
南延岡ショッピングセンター 

(ＨＩヒロセスーパーコンボ南延岡店) 

10,787㎡

日南市 プラッセだいわ日南店 11,147㎡

日向市 ロックタウン日向 19,991㎡

〃 ハイパーモールメルクス日向 10,431㎡

※現在、上記以外に新たな大規模集客施設の立地計画は把握していない。 

※店舗面積：大規模小売店舗立地法に基づく届出面積。 
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[４] 都市機能の集積のための事業等  

   

 都市機能の集積のための主要な事業としては、新たな集客のための拠点整備事業、交通結節点

の機能強化や移動円滑化によって活性化を支える交通環境整備事業及び住環境をはじめ商業・業

務等の受け皿となる、市街地再開発事業や空き店舗対策事業等を位置付けている。 

 

 

（1）主要な市街地整備改善事業 

 新たな集客を促進する拠点の創出、交通結節点機能やアクセス性の向上により交通利便性を向

上させ、都市機能の集積を促進させる。 

●橘通西三丁目地区第一種市街地再開発事業（仮称・アートセンター整備事業）／参照P53 

 →文化・芸術によるコミュニティの再生拠点づくり 

●橘通東三丁目地区第一種市街地再開発事業（立体駐車場整備事業）／参照P54 

 →橘通３丁目周辺の駐車場不足を解消し来街者のアクセス性を向上させる 

●安全かつバリアフリーな歩行者ネットワークの整備推進（歩道等の段差・勾配の解消、視覚障害者誘

導ブロックの設置等）／参照P55,59,60,62 

 →超高齢社会への対応、ユニバーサルな都市空間の形成 

●鉄道・バスの乗り換え、利便性の向上（宮崎駅西口拠点整備事業）／参照P57,58,64 

 →鉄道、バス交通のシームレス化を図る複合交通センターの整備 

●利便性の高い駐輪場の整備／参照P57 

 →自転車利用の促進と放置自転車の解消 

 

 

（2）主要な都市福利施設整備事業 

 新たな都市機能集積のための事業。 

●仮称・アートセンターの整備（橘通西三丁目地区第一種市街地再開発事業） ※再掲／参照P67 

 →文化・芸術によるコミュニティの再生拠点づくり 

●橘通東２丁目地区市街地再開発事業／参照P68 

 →居住・商業・公益施設による複合施設の整備 

 

 

（3）主要なまちなか居住の事業 

 新たな都市機能集積のための事業。 

●橘通東２丁目地区市街地再開発事業 ※再掲／参照P71 

 →居住・商業・公益施設による複合施設の整備 

 

 

 

 

 
 

 



１２７ 

 

（4）主要な商業の活性化事業 

 新たな商業機能を集積させるための事業。 

●宮崎駅前商店街整備事業（電線類地中化、カラー舗装、オーニング設置事業等）／参照P74～78、P87 

 →平成 18 年度に実施した老朽化したアーケードの撤去に併せ、電線類地中化やカラー舗装等を施し

てコミュニティ道路化を図り、併せて各店舗協調によるファサード整備。 

●民間駐車場整備事業（カリーノ立体駐車場整備）／参照P78 

 →複合的な機能を有する利便性の高い立体駐車場の整備。 

●駐車場共同利用システム支援事業／参照P79 

 →商店街のどこにとめても同じ駐車サービスを受けられるシステムを構築・稼動させる。 

●空店舗対策事業（空店舗対策事業・空店舗支援事業、ランドオーナー研修事業、橘通りよってンプラ

ザ運営事業、レンタサイクル事業、まちんなかプレイパーク事業、ガガエイト運営事業等）／参照P80

～83 

 →市民の交流拠点の創出・運営支援、空き店舗対策としての事業研究費補助、地権者を巻き込んだ活

性化研究会・懇談会の開催。 

●中心市街地にぎわい事業（中心市街地イベント事業、先進的商店街等活性化事業、みやざき夏の夜祭、宮

崎たまゆら温泉かぐらまつり、光のファンタジー事業、市街地活性化モデル事業）／参照P80,84,85,88 

 →商店街の枠を越え市民団体やＮＰＯが協力して参加できるイベントの開催支援、先進的なモデル事

業を実施する商業団体への支援、宮崎の地域性をいかした祭りなどによる活性化等。 

（5）4から７までに掲げる事業と一体的に推進する事業 

 都市機能の集積を支える交通環境の整備事業。 

●鉄道・バスの乗り換え、利便性の向上（宮崎駅西口拠点整備事業）※再掲／参照P93,94,101 

 →鉄道、バス交通のシームレス化を図る複合交通センターの整備。 

●橘通り公園化の社会実験（基礎調査、既存ストックの有効活用社会実験）／参照P95 

 →道路空間という社会資本ストックの活用及び交通への影響等についての検証。 

●駐車場と目的地間の移動円滑化対策の推進／参照P102 

 →既存駐車場の有効活用を図る横断歩道等の設置の可能性調査。 

●循環バスの社会実験／参照P94 

 →中心市街地の回遊性を向上させる循環バス導入に向けた検討、社会実験の実施。 

●交通需要マネジメント施策の推進／参照P102 

 →公共交通機関の活性化対策として、車から公共交通機関への利用の転換をＰＲ。 

（6）その他、一体的に推進する事業 

●景観モデル地区デザインづくり事業／参照P97 ●中心市街地緑化事業／参照P96  

●市民によるまちなか緑化の推進／参照P103 ●ごみのぽい捨て・路上喫煙対策事業／参照P110 

 →橘通りを中心とした公園化を促進する良好な景観づくりのルール化、緑化支援、公共マナーの向上 

●中心市街地にぎわい事業（みやざき国際ストリート音楽祭開催事業、まつりえれこっちゃみやざき、 

フェニックスリーグ開幕祭、ジャイアンツプラザ運営等）／参照P96～99,104～106 

 →宮崎の地域性をいかしたイベント等の実施支援等。 

●まちづくり専門家派遣事業／参照P110 ●まちなか起業家養成塾／参照P108 

●協働まちづくり活動支援／参照P107 ●協働コーディネーターの育成／参照P107 

●市民文化創造人材育成事業／参照P108 ●市民活動拠点支援事業／参照P100  

 →市民参加・市民協働に関する人材育成、活動支援等。 

●パブリックアート設置事業／参照P109 ●まちかどギャラリー開催事業／参照P109 

 →市街地の公共空間やショーウインドウを利用したアートの展示。 

 
 



１２８ 

■都市機能集積状況 

 


