
立地適正化計画の策定と策定に係る
検討部会の設置について 

平成30年6月5日 都市計画審議会資料 
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審議事項資料１ 



１．立地適正化計画とは 

【概要】 

 立地適正化計画とは 

 市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や 
 福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の 
 充実等に関する包括的なマスタープラン 

 おおむね20年後のまちの姿を展望 

 

【趣旨】 

 居住機能や都市機能の誘導を図り、コンパクトシティ形成 
 を推進することが目的 
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【根拠法令】 

 都市再生特別措置法第八十一条第一項 

（平成26年8月1日改正） 

「市町村は、都市計画法第四条第二項に規定する都市

計画区域内の区域について、都市再生基本方針に基づ

き、住宅及び都市機能増進施設※の立地の適正化を図る

ための計画を作成することができる」 

※都市機能増進施設 

 医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同 
 の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進 
 に著しく寄与するものをいう。 
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１．立地適正化計画とは 



２．なぜコンパクトシティなのか 

【背景】 
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地方都市では 

 急速な人口減少と高齢化に直面し、地域の産業の停滞もあり活
力が低下 

 住宅や店舗等の郊外立地が進み、市街地が拡散し、低密度な市
街地を形成 

 厳しい財政状況下で、拡散した居住者の生活を支えるサービス
の提供が将来困難になりかねない状況 

大都市では 

 郊外部を中心に高齢者が急速に増加する予測 

 高齢者数の急増に伴い医療・介護の需要が急増し、 
医療・福祉サービスの提供や地域の活力維持が満足にできなく
なる懸念 

⇒ このままでは、都市経営が成り立たなくなる 
5 

２．なぜコンパクトシティなのか 
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市街地の拡散・人口減少は公共交通にも影響 

２．なぜコンパクトシティなのか 

公共交通事業者の撤退 

 ⇒ 公共交通体系の維持が困難に 

図：国土交通省作成資料より 



医療・福祉・商業施設や

住居がまとまって立地し 

あるいは公共交通により

アクセスできるようにす

ることで 

日常生活に必要なサービ

スや行政サービスが住ま

いなどの身近に存在する 
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２．なぜコンパクトシティなのか 

「多極ネットワーク型コンパクトシティ」 を目指す 

持続可能な都市経営を進めていくため 

図：国土交通省作成資料より 
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２．なぜコンパクトシティなのか 

図：国土交通省作成資料より 



那珂川町は人口が増加している若いまちであるの
に、立地適正化計画を策定する必要があるのか。 

 

 

 

① 将来的な人口減少・少子高齢社会への対応 

② まちづくりをより積極的に推進するため 
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３．本町にとっての立地適正化計画の必要性 
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①将来的な人口減少・少子高齢社会への対応のため 
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３．本町にとっての立地適正化計画の必要性 
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３．本町にとっての立地適正化計画の必要性  ①将来的な人口減少・少子高齢社会への対応のため 

【公共交通の充実】 

• 生活サービス施設等を有する
拠点を設定 

• 拠点をつなぐ公共交通ネット
ワークの充実 

⇒高齢者を含む多くの人の拠点 
 へのアクセスを可能に 

立地適正化計画の策定と並行 
して公共交通の見直しを実施 



②まちづくりをより積極的に推進するため 

• 立地適正化計画を策定した市町村においては、届出・
勧告制度や国の各種支援措置を使用することが可能に
なり、居住機能や都市機能をより積極的に誘導するこ
とができるようになる 

• 立地適正化計画には、市町村都市計画マスタープラン
で示す将来像を実現化するツールとしての役割がある 

 

【都市計画マスタープランとの関係】 

• 立地適正化計画は、市町村の総合計画、都道府県の都市計画区域マスタープランに
即すると共に、市町村の都市計画マスタープランと調和が保たれたものでなければ
ならない。（都市再生特別措置法第81条第9項） 

• 立地適正化計画はマスタープランとしての性格を持つものであり、立地適正化計画
の一部（立地の適正化に関する基本的な方針）については、市町村都市計画マス
タープランとしてみなされる。（都市再生特別措置法第82条） 
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３．本町にとっての立地適正化計画の必要性 



立地適正化計画の作成にあたっては、多様な分野の関連
計画と連携を図る 
 

【関連計画】 

 

 

 

 

 

 

 

                                    など 
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３．本町にとっての立地適正化計画の必要性  ②まちづくりをより積極的に推進するため 

分野 計画名称 

公共交通 那珂川町地域公共交通網形成計画 

公共施設   〃  公共施設等総合管理計画 

福祉   〃  地域福祉計画・地域福祉活動計画 

子育て   〃  次世代育成支援地域行動計画 

防災   〃  地域防災計画 

環境   〃  環境基本計画 



① まちづくりの方針（ターゲット） 

② 目指すべき都市の骨格構造 

③ 課題解決のための施策・誘導方針 

（ストーリー） 

④ 誘導区域・誘導施設、誘導施策等 

⑤ 定量的な目標値等 

⑥ 施策の達成状況に関する評価方法 

⑦ 届出制度             など 
14 

４．立地適正化計画に定める内容 



①まちづくりの方針（ターゲット） 

都市が抱える課題の現状及び将来見通しの分析を踏ま

え、まちづくりの方針（ターゲット）を示す 

誰を対象に 

  例）高齢者、子育て世代 

何を実現するか、変えるか 

  例）健康な高齢者を増やす、子育て世代の生活利便 

    性を向上させる 

というレベルまで、対象と目的を明確化 
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４．立地適正化計画に定める内容 



４．立地適正化計画に定める内容 
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②目指すべき都市の骨格構造 

• 公共交通が集積し、主要な公共交通路線の結節点等として公
共交通のアクセス性が高く、人口や都市機能施設が集積して
いる『中心拠点、地域/生活拠点』 

• 沿線に相当の人口集積があり、将来も一定の運行水準を維持
すると見込まれる公共交通路線であって、各拠点地区を結ん
でいる『基幹的な公共交通軸』 

  

 

図：国土交通省作成資料より 



③課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー） 

ターゲットを明確にした上で、その実現に取り組むた
め、課題解決のための施策・誘導方針を具体的に構築 

４．立地適正化計画に定める内容 
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図：国土交通省作成資料より 
（例） 



④誘導区域・誘導施設、誘導施策等 
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４．立地適正化計画に定める内容 

図：国土交通省作成資料より 



【居住誘導区域】 

一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、
生活サービスやコミュニティが持続的に維持されるよ
う、居住を誘導すべき区域 
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４．立地適正化計画に定める内容 

図：国土交通省作成資料より 



【都市機能誘導区域】 

医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生
活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種
サービスの効率的な提供を図る区域 
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４．立地適正化計画に定める内容 

図：国土交通省作成資料より 



【誘導施設】 
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４．立地適正化計画に定める内容 

都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能 
増進施設 

誘導施設として定めることが想定される施設 

• 病院・診療所、老人デイサービスセンター、 
 地域包括支援センター等の医療・福祉施設 

• 幼稚園や保育所、小学校等の教育・子育て施設 

• 図書館、博物館等の文化施設 

• スーパーマーケット等の商業施設 

• 市役所支所等の行政施設          など 

 



【誘導施策】 

４．立地適正化計画に定める内容 

22 

国土交通省作成資料より 



⑤定量的な目標値等 

４．立地適正化計画に定める内容 
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課題解決のための施策・誘導方針（ストーリー）により
目指す目標及び目標達成により期待される効果を定量化
して定める。 

目標値の例 

国土交通省作成資料より 



⑥施策の達成状況に関する評価方法 
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４．立地適正化計画に定める内容 

概ね５年毎に、施策の実施の状況についての調査、分析
及び評価を行うよう努める。 

国土交通省作成資料より 



⑦届出制度 
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４．立地適正化計画に定める内容 

居住誘導区域外において次の行為を行う場合、開発行為等に着手する30日前
までに市町村長に届け出ることが義務付けられる 

⇒市町村が住宅開発等の動きを把握するため 

市町村長は、開発規模の縮小や区域内への立地など、必要に応じて勧告が可能 

図：国土交通省作成資料より 
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４．立地適正化計画に定める内容  ⑤届出制度 

都市機能誘導区域外において次の行為を行う場合、開発行為等に着手する30
日前までに市町村長に届け出ることが義務付けられる 

⇒市町村が誘導施設の建設の動きを把握するため 

① 誘導施設を有する建築物の建
築目的の開発行為を行おうと
する場合 

② 誘導施設を有する建築物を新
築しようとする場合 

③ 建築物を改築し誘導施設を有
する建築物とする場合 

④ 建築物の用途を変更し誘導施
設を有する建築物とする場合 

市町村長は、開発規模の縮小や区域内への立地など、必要に応じて勧告が可能 

図：国土交通省作成資料より 



５．立地適正化計画の事例 

福岡県内で計画を作成・公表した自治体⇒５都市 (平成30年5月1日時点) 

北九州市、久留米市、飯塚市、行橋市、宗像市 
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図：国土交通省作成資料より 



５．立地適正化計画の事例 

①飯塚市立地適正化計画 
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【目標】 

拠点連携型の都市づくり 

①将来の暮らしを支える生活環境 

②飯塚市の魅力を高める都市環境 

【居住誘導区域】 

現行の用途地域の51％に居住誘導
区域を限定し、人口減少傾向の
中、人口密度を確保 

【都市機能誘導区域】 

都市機能誘導区域を複数設定し、 
５種類で分類 

地域の実態に合わせて誘導施設を
設定し、必要な生活サービス施設
等を確保 

 



５．立地適正化計画の事例  ①飯塚市立地適正化計画 
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誘導施設 

都市機能誘導区域 

中心 
拠点型 

地域 
拠点型 

コミュニ
ティ拠点型 

暮らし 
維持型 

学園 
都市型 

スーパーマーケット ○ ○ ○ ○ ○ 

一般病院、診療所 ○ ○ ○ ○ ○ 

保育所、幼稚園 ○ ○ ○ ○ ○ 

子育て支援センター ○ ○ ― ― ― 

病後児保育施設 ○ ― ― ― ― 

地区公民館 ○ ○ ○ ― ― 

健康増進拠点施設 ○ ― ― ― ― 

商店街 ○ ― ― ― ― 

大学、短期大学 ○ ― ― ― ○ 

拠点性を有する医療施設 ○ ○ ― ― ― 

その他拠点性を有する施設 ○ ○ ― ― ― 

都市機能誘導区域に誘導する施設 



②宗像市立地適正化計画 
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５．立地適正化計画の事例 

【目標】 

コンパクトで魅力的な地域が 
ネットワークする生活交流都市 

【都市機能誘導区域】 

以下の視点により設定 

ア 各都市機能の徒歩圏域 
イ 公共交通によるアクセス性 
ウ 一定の人口密度 
エ 用途地域の整合性 

【居住誘導区域】 

以下の視点により設定 

ア 都市機能誘導区域の周辺 
イ 公共交通によるアクセス性 
ウ 良好な住環境 
エ 一定の人口密度 
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５．立地適正化計画の事例  ②宗像市立地適正化計画 

【誘導施策】 

・三世代同居・近居住宅支援補助制度 

 離れて暮らす子育て世帯と親世帯との近居または同居により、 
 親世帯が社会的に孤立することを防止し、安全で快適な居住環 
 境の創出を目指す 

・子育て世帯及び新婚世帯家賃補助制度の活用 

 子育て世帯、新婚世帯を呼び込むため、市外からの転入を行う 
 子育て世帯、新婚世帯に対して、家賃の補助を実施 

・空き家等の利活用に関する啓発・相談事業 

 空き家等の売却や賃貸物件化を躊躇する方を主な対象として、 
 住宅関連のセミナー事業等による啓発事業を開催。また空き家 
 所有者のニーズに応え、空き家活用等の個別相談会を実施 
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６．立地適正化計画の検討体制 

立地適正化計画検討体制（案） 



立地適正化計画検討部会委員構成（案） 

33 

６．立地適正化計画の検討体制 



庁内関係部署 
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６．立地適正化計画の検討体制 



７．スケジュール概要 
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時 期 内 容 

【平成３０年度】 

平成３０年７月 
～ 

平成３１年３月 

・現状及び将来見通し分析、都市構造上の課題分析 

・住民意識調査 

・まちづくりの方針(ターゲット)検討 

・目指すべき都市の骨格構造の検討 

【平成３１年度】 

平成３１年４月 
～ 

平成３２年３月 

・住民説明会(中間報告) 

・課題解決のための施策・誘導方針(ストーリー)検討 

・誘導区域・誘導施設、誘導施策等の設定 

・目標値の設定 

・施策の達成状況に関する評価方法の検討 

・住民意向の把握 

・立地適正化計画策定完了 

【平成３２年度】 

平成３２年４月 
・立地適正化計画公表 

 

立地適正化計画検討部会 

⇒平成30年度3回、平成31年度3回の計6回開催を想定 


