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□ 立地適正化計画の概要

□ 計画策定の効果・支援措置等



コンパクトシティに関する現状と課題（国の動向）
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・急速な人口減少と高齢化に直面し、地域産業の停滞もあり、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

→今後も都市を持続可能なものとしていくためには、都市の部分的な問題への対処療法では間

に合わず、都市全体の観点からの取り組みを強⼒に推進することが必要

◆地方都市の現状と課題



施策の方向性（コンパクトシティ＋ネットワーク）
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◆コンパクトシティ＋ネットワーク
・医療・福祉、商業などの⽣活サービス施設と住居等がまとまって⽴地

・⾼齢者をはじめとする住⺠が、公共交通を利⽤して⽣活サービス施設等にアクセスできる

・日常生活に必要な⽣活サービスや⾏政サービスが住まいなどの⾝近に存在



水戸市のコンパクトシティの方向性
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「多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市」を目指す

人口減少社会、超高齢社会の到来などに向け、中心市街地をはじめ

地域生活拠点や産業系拠点などの各拠点に都市機能を集積し、それ
を公共交通ネットワークで結ぶ

一極集中

全ての人口の集約

強制的な集約

コンパクトシティをめぐる誤解

多極型

全ての人口を集約するものではない

誘導による集約

中心市街地だけではなく、生活拠点なども含めた、コ

ンパクトシティ＋ネットワークのまちづくりを目指す

農業等の従事者が地域に居住することは当然（集約で

⼀定の⼈⼝密度（→⽣活サービス利⽤圏⼈⼝）を維持）

インセンティブ（支援）を講じながら、時間をかけな

がら居住の集約化を推進する

多極ネットワーク型コンパクトシティ



立地適正化計画とは
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「都市再生特別措置法」の一部改正（平成26年8⽉施⾏）により市町村が策定できることになった計画で、
⽔⼾市においても、効率的な都市基盤の強化と公共交通ネットワークの充実を図り、都市機能を集積する

とともに まちなか居住を誘導することで、持続可能な集約型都市としていくことを目的とし「⽴地適正
化計画」を作成します。

居住を誘導し、人口減少下においても

⼈⼝密度を維持するエリアを設定

商業・医療等の都市機能を誘導するエ

リアとエリア内に誘導する施設を設定

届出によるコントロールのほか、税

制優遇・⾦融⽀援、補助⾦、容積率

の緩和等による優遇措置や公的不動

産・低未利⽤地の有効活⽤により、

都市機能の⽴地を誘導

※「居住誘導区域外」では、⼀定規模以上の住宅開発について、市への届出が義務化

※「都市機能誘導区域に誘導する施設」を「都市機能誘導区域外」に⽴地する場合、

市への届出が義務化

誘導施設 【必須】

居住誘導区域 【必須】

都市機能誘導区域 【必須】

都市機能誘導区域にアクセスしやすく

する公共交通網を設定（地域公共交通

網形成計画への調和）

公共交通

都市機能の⽴地や居住の緩やかなコントロール

都市計画区域全体を区域とすることが

基本

立地適正化計画区域 【必須】

まちづくりの理念や目標、目指すべき

都市像を設定

基本的な方針 【必須】



立地適正化計画の区域等

立地適正化計画区域
＝都市計画区域

市街化区域

居住誘導区域

都市機能誘導区域

（居住調整地域）

（跡地等管理区域／協定）

6



都市機能誘導区域
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都市機能誘導区域 【必須事項】

都市機能誘導区域は、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

都市機能の充足による居住誘導区域への居住の誘導

人口密度の維持による都市機能の持続性の向上等

都市機能誘導区域の設定に当たって留意すべきこと

誘導施設 【必須事項】

誘導施設は、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。人口構成や施設の充足など、区域や都市全体
の状況を勘案し、必要な施設を定める。

病院、デイサービスセンター、地域包括支援センター等

幼稚園や保育所、小学校 等

誘導施設として定めることが想定される施設

図書館、博物館、スーパーマーケット 等

市役所⽀所等の⾏政施設

都市機能誘導区域外

で「誘導施設」を作

る場合、市への届出

を義務付け

届出・勧告



居住誘導区域

8

居住誘導区域 【必須事項】

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアで人口
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
続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域

将来の⼈⼝等の⾒通しを踏まえた適切な範囲に設定

居住誘導区域の設定にあたって留意すべきこと

市街化区域をそのまま居住誘導区域としない

国⽴社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を採用・参酌

医療、福祉、商業等の都市機能が維持されるよう、利⽤圏⼈⼝

を勘案

①居住誘導区域に含めないとされる区域

②原則として、居住誘導区域に含まないとされる区域

③災害リスク等を考慮して適切でない場合は、原則として居住誘導

区域に含めないとされる区域

④慎重に判断を⾏うことが望ましい区域

市街化調整区域、農⽤地区域、保安林ほか

土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域ほか

土砂災害警戒区域、浸水想定区域ほか

⼯業専⽤地域、特別⽤途地区（条例により住宅の建築が制限

されている区域）、地区計画（ 〃 ）ほか

居住誘導区域外で３⼾
以上の住宅の建築や

1,000㎡以上の住宅の
開発等を⾏う場合、市

への届出を義務付け

届出・勧告



立地適正化計画の意義と役割
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都市全体を見渡したマスタープラン

○一部の機能や一部のエリアだけではなく、都市
全体の機能とエリアを⾒渡して検討

→多様な関係者の参画が必要
○市都市計画マスタープランの具体化版

○都市の生活を支える機能や居住の誘導による
コンパクトなまちづくり

○地域公共交通の再編
→『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』

都市計画と公共交通の一体化



立地適正化計画の意義と役割
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都市計画と民間施設誘導の融合

○従来の都市計画制度＋
○誘導施設の設定、区域外における届出義務化な

どによる⺠間施設の⽴地の誘導
○⺠間施設への支援（税制上・財政上）

○計画の達成状況の評価、都市計画や居住誘導区
域の不断の⾒直し

→時間軸をもったアクションプランとして運用
することで、効果的なまちづくりが可能に

時間軸を持ったアクションプラン

まちづくりへの公的不動産の活用

○コンパクトシティと公的不動産の⾒直しの連携

・まちのあり⽅を⾒すえた公共施設の再配置
・公的不動産を活⽤した⺠間機能の誘導
（公共施設等総合管理計画等との連携）



立地適正化計画の意義と役割
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市街地空洞化防止のための選択肢

○居住や⺠間施設の⽴地を緩やかにコントロール

→ 一定のエリアで⼈⼝密度を維持する役割
（空地・空き家対策）

○県の広域調整
県が、
・広域都市計画区域内の市町村間の調整
・異なる都市計画区域間の調整 を実施

市町村の主体性と県の広域調整

立地適正化計画
市町村がまちづくりの担い手と

して作成

都市計画区域マスタープラン
都道府県が広域的観点から

作成



先進自治体の事例（熊本市）
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①中心市街地

②地域拠点（鉄軌道駅やバス停から概ね800m圏）

※工業専用地域及び災害リスクが高い地域を除く

都市機能誘導区域の区域設定
①都市機能誘導区域

②公共交通軸沿線

・全ての鉄軌道・・・半径500m圏

・運⾏本数75本以上のバス路線・・・半径300m圏

居住誘導区域の区域設定

熊本市では、市⺠全体の暮らしやすさを維持するとともに、市全体の交流促進により都市そのものの魅⼒向上
を図り、都市活⼒を維持するなど、人口減少・超高齢社会に適応可能な都市づくりを進めるため、都市全体の観
点から、⽴地適正化計画を策定。



先進自治体の事例（箕面市）
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駅とバスターミナルの乗降客数から圏域を設定

都市機能誘導区域の区域設定
市街化区域のうち、以下を除くエリア
居住誘導区域の区域設定

→それぞれの状況に応じて区域を設定
①災害ハザードエリア、 ②市として守るべき緑

③住宅の建築規制のあるエリア

④⼈⼝密度と地域特性から含めないとしたエリア

箕面市は、現時点では人口増加局面にあるが、人口が減少する地区や高齢化が進む地区への対応が必要なこと
から生活サービス機能を計画的に誘導。また、北⼤阪急⾏線の延伸の実現により間もなく“完成形”となろうとし
ている箕面市にとって、⽴地適正化計画が“完成”の“その先”を⾒通す設計図となることを目指す。



関係施策の連携によるコンパクトシティの推進

公共施設再編
地域公共交通

住宅

防災

広域連携

都市農業

学校・教育

医療・福祉・子育て

都市再生
中心市街地活性化

○まちづくりと公共施設再編の連携

○公共施設再編における官民連携

○空き家の活用・除却

○中古住宅・リフォーム市場活性化

○サービス付き高齢者向け住宅の
適切な立地の促進

○きめ細かな災害リスクの検討
（居住誘導区域）

○鉄道沿線まちづくりの推進

○定住自立圏構想の推進

○都市の農地の保全・活用

○学校や市民センターを拠点と
したまちづくりの推進

○地域医療・地域包括ケアシステ
ム・子育て支援との連携

○コンパクトシティとの取組と整合
する介護施設等の整備の推進

○日常生活に必要な都市機能の
誘導の促進

○公的不動産の活用、リノベー
ションの推進

○中心市街地の商業の活性化

○持続可能な地域公共交通ネットワー
クの形成

住民の生活利便性向上

公共施設の維持管理費の合理化

行政サービスの効率化

エネルギーの効率的利用
CO2削減

農地・緑地の保全・活用

健康増進による
社会保障費の削減

生活サービスの維持

地域経済の活性化

高齢者の生きがい・社会進出

コンパクトシティの形成
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立地適正化計画の作成に取り組む都市
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２７６市町村が立地適正化計画の作成について具体的な取り組みを行っている
（平成28年３月末時点）

県内では ⽔⼾市、⼟浦市、古河市、下妻市、⾼萩市、

牛久市、つくば市

大阪府箕面市

岩手県花巻市

熊本県熊本市

の７市

○先進自治体の取組状況

⽴地適正化計画公表（H28.2.15）

⽴地適正化計画公表（H28.4.1）

⽴地適正化計画公表（H28.6.1）

北海道札幌市 ⽴地適正化計画公表（H28.8.1）



水戸市立地適正化計画の策定スケジュール
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基本方針

検討

計画素案の検討

（都市機能誘導区域）

計画素案の検討

（居住誘導区域）

平成28年度 平成29〜30年度

策定・公表

全体の流れ

策定・公表



計画策定の体制等
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１．市民参加 ２．庁内組織

３．水戸市都市計画審議会

ア）⽔⼾市都市再⽣協議会
学識経験者、市⺠、交通事業者、関係⾏政機関

等で構成する⽔⼾市都市再⽣協議会を開催し、

様々な⽴場の委員との連携により、計画の策定必

要な協議を⾏います。

イ）意⾒公募⼿続き（パブリックコメント）
計画に広く市⺠の意⾒を反映させる機会を設け

るため実施します。

ア）庁議

計画案の重要事項について審議し、計画を決定
します。

イ）政策会議

意⾒公募⼿続にかける計画（素案）を決定しま

す。

ウ）関係課⻑会議

計画（素案）及び計画（案）について関係課と
の調整を⾏います。

関係機関、関係団体、学識経験者などで構成す

る⽔⼾市都市計画審議会を開催し、計画内容等に

係る意⾒を反映します。



本年度のスケジュール
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会議等 時期（予定） 検討議題等（予定）

都市再生協議会（第１回） ９月 上旬

・⽴地適正化計画の概要

・⽔⼾市の現況把握・分析、課題の整理

・「都市づくりの基本方針」の検討

都市再生協議会（第２回） 10月 下旬

・「都市機能誘導区域」の検討

・「誘導施設」の検討

・「居住誘導区域」の概略検討

都市再生協議会（第３回） 12月 中旬

・「都市機能誘導区域」（素案）の設定

・「誘導施設」（素案）の設定

・「居住誘導区域」の概略設定

・「都市機能誘導区域における誘導施策」の検討
・「その他の区域」の検討

政策会議 12月 中旬 ・計画（素案）の決定

意⾒公募⼿続 １月 （パブリックコメント）

都市再生協議会（第４回） ２月 中旬 ・⽴地適正化計画（案）について

都市計画審議会 ２月 下旬 ・意⾒聴取

庁議 ２月 下旬 ・計画の決定
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□ 立地適正化計画の概要

□ 計画策定の効果・支援措置等



計画策定の効果・支援措置等
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○都市再生整備計画（まちづくり交付金）の対象区域

平成30年度まで 平成31年度以降

⽴地適正化計画を作成

している市町村
→居住誘導区域

⽴地適正化計画を作成

していない市町村
→駅から半径１km

バス停から半径500m

市街化区域



計画策定の効果・支援措置等
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○都市機能誘導区域内

都市機能⽴地⽀援事業

http://www.mlit.go.jp/common/001106695.pdf

※立地適正化計画に関する予算・金融支援措置の一覧

⇒

都市機能を整備する⺠間事業者に対して直接⽀援
・対象施設：医療施設、社会福祉施設、教育文

化施設、商業施設

⺠間事業者負担1/3
（最大1/5に軽減）

都市再生整備計画事業
（旧まちづくり交付⾦）

都市機能誘導区域内の事業が一定の要件を満たす
場合、国費率を嵩上げ

補助率

4/10 → 4.5/10

都市再構築戦略
事業

地域に必要な都市機能等の整備について支援
・対象施設：医療施設、社会福祉施設、教育⽂

化施設、商業施設

補助率1/2

集約都市形成支援事業 都市のコアとなる施設の集約地域への移転に際し
た旧建物の除却・緑地等整備を支援

補助率1/2

○立地適正化計画区域内

都市・地域交通戦略推進

事業
⽴地適正化計画に位置づけられた公共交通等の整

備について重点的に支援
・対象施設：歩⾏者通路、広場、⼈⼝地盤、歩

⾏空間、⾃転⾞駐⾞場など

補助率1/2

都市機能誘導区域内＋
まち交区域内

都市機能誘導区域内＋
まち交区域内

都市機能誘導区域内＋
まち交区域内

都市機能誘導区域内への
移転

⽴地適正化計画区域内
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ご清聴ありがとうございました


