
＜居住誘導区域外における他市町村の事例＞
＜都市概況＞ ＜居住誘導区域外に関する方針＞

現在人口

(千人)
市街化

区域

市街化

調整区域

市街化

区域内

調整区

域等

北海道 札幌市 1,951.3 25,017 31,778 ■持続可能な居住環境形成エリ

アにおける取り組み

○ ×

○良質な居住環境の維持・向上

・地域コミュニティ拠点形成

・移動利便性の維持

・地域における土地活用、建物建て方のルール作り

・空き家等の管理、活⽤

⻘森県 弘前市 159.3 2,830 15,067 ■地域特性を踏まえた居住区域

の考え方

■⽴地適正化計画と連動して⾏

う地域づくりの方向性

○ ○

○居住誘導区域外（市街化区域）に４つのエリアを設定

・住環境エリア

・歴史環境保全エリア

・生産環境共存エリア

・持続的な地域づくり検討エリア（一部調整区域を含む）

○４エリアの基本的な方向性

・地域特性に応じてコミュニティや生活環境の維持に取り組む

○「田園地域」（※調整区域の広範囲）における地域づくりの方向性

・都市機能誘導区域とのソフト面での連携

・集落を維持できる持続可能な地域運営の在り⽅の構築

・都市機能誘導区域と地域の拠点を結ぶ、持続可能な公共交通の再編

埼玉県 川越市 349.2 3,218 7,698 ■居住誘導の基本方針

× ○

○居住誘導の方策

・市街化調整区域内は、既存の集落を中⼼として、市⺠センター・公⺠館等の地域

コミュニティの場を考慮した居住の維持を図る

埼玉県 ⽑呂⼭町 35.1 363 3,040 ■誘導区域外への対応方針

× ○

（※基本的な方向性の記載）

・コミュニティバスの利便性維持

・各エリアの特性を活かしながら、周辺環境に調和したまちづくりの展開

千葉県 佐倉市 177.4 2,424 7,935 ■市街化調整区域における取組

の方向性

× ○

○地域拠点の設定

・和田地区

・弥富地区

○拠点における取り組みの方向性

・地域拠点にある公共施設等の維持・確保

・市内外との交流促進、地場産業の維持・育成、観光振興施設などの⽴地の可能

性検討

千葉県 流⼭市 173.6 2,151 1,376 ■居住誘導区域外への対応方

針
× ○

（※基本的な方向性の記載）

・調整区域でも公共交通などの利便性が低下しないよう努める

・自然の保全、農業の振興、農地の保全により「都心から一番近い森のまち」の形

成

神奈川県 藤沢市 420.6 4,709 2,248 ■防災対策先導区域（市独自

設定）

■都市機能調整区域（市独自

設定）
○ ○

○防災対策先導区域

・市街化区域のうち、津波浸水、洪水浸水、土砂災害等の想定区域に設定。

・防災対策を記載。

○都市機能調整区域

・調整区域に市⺠センター・公⺠館が⽴地する２地区において設定。

・地区拠点を形成する。

新潟県 新潟市 801.3 12,904 59,706 ■本計画で定める区域の基本的

な考え方

○ ○

（※区域の設定・用語の定義のみを記載）

・既存市街地（市街化区域内のうち居住誘導区域外）

→⼯業や流通など居住以外の⼟地利⽤を図る

・田園暮らし奨励エリア（調整区域）

→既存集落区域、モデル地区の指定等

岐阜県 岐阜市 414.4 8,027 12,262 ■居住区域の基本方針

○ ○

○居住区域を５区域に設定

＜居住誘導区域＞

・まちなか居住促進区域

・居住促進区域

＜その他の居住区域＞

・一般居住区域（市街化区域内）

・郊外居住区域（市街化区域内）

・集落区域（調整区域）

○居住誘導区域の外側の区域

・良好な住環境の維持・保全を図る

・地域交通等の居住に関するセーフティネットの維持・確保に努める

愛知県 東海市 112.7 2,969 1,374 ■居住誘導区域外への対応

■都市機能誘導区域外の都市

の骨格構造への対応
○ ○

（※基本的な方向性の記載）

・生活サービスの維持に努める

・調整区域のうち駅から約1km圏内は、⼟地利⽤、⼈⼝、交通等の動向を勘案の

もと、適宜、⼟地利⽤の転換と集約型のまちづくりを推進

・公共交通機能の維持・充実

滋賀県 湖南市 54.8 1,425 5,615 ■居住誘導区域以外の居住の

考え方
× ○

（※基本的な方向性の記載）

・調整区域では、豊かな自然環境や文化資源、農業環境の保全を前提としつつ、

34条11号、12号等の制度を活⽤しながら、コミュニティ、⽣活環境の維持・活性化

を図る

京都府 ⻑岡京市 80.3 958 959 ■居住誘導区域外における対応

方針 ○ ○

（※基本的な方向性の記載）

・みどり豊かで農業に親しめる場、既存施設の維持、地区計画などの活用による環

境整備の推進

記載項目

対象範囲

記載内容の概要都道府県 市町村

面積(ha)

資料２ 参考資料①
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大阪府 高槻市 355.2 3,329 7,202 ■誘導施策「その他」でを記載

× ○

○その他の方策

・市街化調整区域の既存集落地では、農林業施策等と連携し、定住環境の維

持・向上を図る

大阪府 枚方市 406.2 4,182 2,326 ■居住環境保全区域の設定

（※市独自）

○ △

○対象区域

・市街化区域のうち、住工協調区域（工業、準工のうち住工が混載しているエリ

ア）、条例で開発⾏為が緩和される区域、災害のおそれが有る区域

・調整区域のうち、34条11号の指定区域で既に形成されている住宅地の居住環

境を保全していくべきエリア

○居住環境保全区域の考え方

（※基本的な方向性の記載）

・公共交通が利便性低下しないよう努める

・災害発⽣懸念エリアではその対策・防除、など居住環境の保全を図る

大阪府 箕面市 135.1 1,985 2,799 ■居住誘導区域に含まないエリア

への対応方針
× ○

（※基本的な方向性の記載）

・調整区域などにおいても、公共交通の利便性が低下しないよう努める、農業振興

と農地保全を図る、緑豊かな農住ゾーンとして守り育てる

広島県 府中市 33.5 1,169 2,392 ■誘導区域外について

○ ○

○目標

・地域の核の維持と拠点と繋がるネットワークの確保

○拠点やネットワークの形成イメージ

・市北部における⽣活の拠点の維持

→⼩さな拠点づくり事業等を活⽤した⽣活利便施設の維持

　⽩壁の街並みを活かした観光・交流の強化

・農林業などの活性化の推進

→様々な形態の農業経営支援、新たな営農担い手の育成

　遊休農地の活用

・各地域の核となる場の維持

→地域活の場である集会所・公⺠館機能の維持

・拠点とつながるネットワークの維持

→拠点と集落をつなぐ道路、公共交通の維持、

　医療・買物等の出張サービスの充実

愛媛県 伊予市 27.6 381 2,660 ■都市計画区域外のエリアの考

え方

× ○

（※基本的な方向性の記載）

○都市計画区域外の旧２町

・豊かな自然と調和した生活環境の維持

・公共交通ネットワークの⻑期にわたる存続

・地域拠点（鉄道駅）として必要な機能の担保

・⼩さな拠点（各集落）での基本的な⽣活ニーズの提供

福岡県 北九州市 971.8 20,435 28,430 ■居住誘導区域外の対応（計

画遂⾏に向けた取り組み）

○ ○

○方向性１：誘導区域外における交通手段の確保

・施策１：おでかけ交通事業への支援強化(5事業)

・施策２：おでかけ交通事業と他交通機関との結節機能向上(1事業)

○⽅向性２：地域活⼒の維持・向上

・施策１：地域活性化のためのまちづくり活動や地域課題解決の支援(6事業)

・都市概況の情報は、平成27年都市計画現況調査の値を引⽤。

・平成29年7⽉6⽇時点で策定された⽴地適正化計画のうち、区域区分のある⾃治体かつ、居住誘導区域を設定している計画を対象に整理

（※都市機能誘導区域のみ設定している計画を除く）
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