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滋賀県における都市計画を取り巻く課題 1

○人口の減少と高齢化を背景として、国においてはコンパクトなまちづくりを推進している
中、県内の多くの市町で都市のスポンジ化と、新たな開発による市街地拡大が進行して
いる状況。

○高齢化が進む中、過度に自家用車に依存しないまちづくりが求められるが、人口減少
や市街地の拡散も相まって、公共交通サービス水準の低下等の課題が顕在化。

○郊外部での大規模集客施設の立地による、広域にわたる生活環境への悪影響（交通
渋滞、中心市街地の空洞化等）の懸念。

○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。

■現況・課題

○持続可能なまちづくりを進めるために、県と市町が同じビジョンを持って、都市全体の構
造を見直し、多極分散型の都市づくりを一体となって進めていくことが必要。
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都市計画を取り巻く課題 2

○我が国の多くの地方都市では、
・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。

○こうした状況下で、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
問題への対症療法では間に合わず、都市全体の観点からの取り組みを推進することが
必要。

：1965年
人口集中地区

人口集中地区の区域図（1965年、2015年）

約6倍

市街地は６倍 人口密度は３割減

県内の市街地は拡散し、人口は低密度に

出典：国勢調査

：2015年
人口集中地区



都市計画を取り巻く課題 3

○スポンジ化は、第一義的には人口密度の低下をもたらす。

○人口密度の低下は、都市のコンパクト化の効果を減殺し、サービス業の生産性を低下させ、そ
の縮小・撤退を促す。薄く広がった市街地を持つ我が国の地方都市において、今後、さらなる人
口密度の低下が進むと、医療、福祉、商業等のほか、公共交通等の生活サービスを維持・確保
することが困難となる。特に、マイカーを運転できない高齢者等にとっては、生活に著しい影響
が生じ、介護難民、買い物難民などの社会問題を助長することにもつながる。

○また、第３次産業は地方圏における雇用の重要な受け皿となっているため、地域の雇用機会の
減少をもたらし、このような観点から地域経済の停滞と人口の転出を促す恐れも懸念される。

2010年 2040年人口密度40人/ha以上の地区
⇒生活サービス施設が多く立地
。

人口密度40人/ha
以上の地区が消失

施設の立地を支える商圏人口等が大きく減少し

全市的に生活サービス施設の存続が困難に

■生活サービスの縮小・撤退

＜地方都市における人口密度低下のイメージ＞

現在のトレンド
のまま人口密度
が低下すると…

出典：国土交通省（H29.8_都市計画基本問題小委員会資料）



都市計画を取り巻く課題 4

○過去に災害に見舞われた地区や各種ハザード区域への市街地拡大が進行。

○各種の防災対策に加え、居住誘導等による安全な市街地形成の視点が重要。

■災害ハザードエリアへの市街地の拡大

出典：国土交通省（H30.4_立地適正化計画作成の手引き）

各種ハザード区域とDIDの広がり（１９６０→２０１０）

浸水想定区域

0～0.5ｍ未満

0.5～1.0ｍ未満

1.0～2.0ｍ未満

2.0～5.0ｍ未満

5.0ｍ以上

土砂災害危険区域

土石流危険渓流

土石流危険区域

急傾斜地崩壊危険個所

地すべり危険箇所

      

H22人口メッシュ

人口密度最大時の人口集中地区

人口集中地区（2010年）

都市計画区域

○ １９６０年のＤＩＤ（青い線）には、ハザード
区域はほとんど含まれていなかったが、２０１
０年のＤＩＤ（赤い線）を見ると、ハザード区
域にも拡大している。

土石流危険区域

土石流危険渓流

急傾斜地崩壊危険箇所

人口集中地区（1960年）

※DID：Densely Inhabited Districtの略。人口集中地区のこと
を指す。日本の国勢調査において設定される統計上の地区。市
区町村の区域内で人口密度が4,000人/km2以上の基本単位区
が互いに隣接し、あわせて人口が5,000人以上となる地区のこ
とをいう。



都市計画を取り巻く課題

人口密度と
1人当たり財政支出（普通会計歳出額）との関係

◎市街地が集約化するほど、公共施設やインフラの維持
・管理業務やゴミ収集等の行政サービスが効率化。

⇒集約化により、行政サービスの効率化が図られ、市
民一人あたりの行政経費が縮減。

５

■市街地拡散に伴う行政コストの増加

○青森市は、昭和55年から平成12年までに約
13,000人が既成市街地から郊外部に転出する
など、市街地の拡散や中心市街地の空洞化と
それに伴う施設整備コストの増大という課題
が顕在化。

○市街地拡散に伴う道路や上下水道の施設整備
コストは、約350億円にも達すると試算。

青森県青森市 【参考】行政コストの削減効果（国土交通省）

出典：「国土交通白書」平成26年

青森市の市街地の広がり（昭和55年と平成12年の比較）

人口は横ばい（昭和55年→平成12年）

出典：青森市HP



都市計画を取り巻く課題
■郊外型大規模商業施設の撤退

○開業当時、佐賀県・長崎県・福岡県筑後エリ
アで最大級の商業施設を誇っていた「イオン
上峰町」は、競合する郊外型大規模商業施設
の設置が相次ぎ、売上が激減。老朽化等も相
まって、2019年閉店が決定。

○同店を地域の核として位置付けていた上峰町
は、「イオンがあるからと上峰に転居してき
た人も多い。閉店となればまちづくりへの影
響も大きい」と落胆。

○「イトーヨーカドー釧路店」は、食料から衣料品
、日用品まで幅広く買いそろえられる店として、
最盛期には年間100億円を超える売上もあったが、
市内での郊外型大規模複合商業施設の出店や、食
品スーパー、ディスカウント店の出店が相次ぎ、
売上がピーク時の1/3に激減。2019年1月に閉店。

○釧路市がコンパクトシティ－化を進める「立地適
正化計画」の中で、商業施設として中心的な役割
を期待されていた。釧路市は「後継の中核テナン
トがどうなるか注視したい」

1995年：イオン上峰店開店
近隣の鳥栖市（ジョイフルタウン鳥栖壽屋）、久留米市
（ゆめタウン久留米）、佐賀市に大型店の出店が相次ぎ
、競争が激化、経営環境は徐々に悪化
2010年：映画館を閉鎖
2019年：イオン上峰店閉店
町長：「ショックが大きい。地元経済の最大のピンチ。
商工会や町議会と連携しながら対策を検討したい。」

1981年：イトーヨーカドー釧路店開店（地上3階 地下1階）
00年代：イオンが市内に大規模な複合商業施設をオープンす
るなど、経営環境は徐々に悪化
2018年：年間売上高がピーク時の1/3以下、30億円を下回る
水準に
2019年：イトーヨーカドー釧路店閉店
市長：「地域の生活を今まで守ってきた。残念という思いが
強い」

佐賀県上峰町 北海道釧路市

６



滋賀県都市計画基本方針（仮称）について

持続可能で誰もが暮らしやすい安全・安心のまちづくりを推進

人口減少、少子高齢化、市街地拡散、災害の頻発化・激甚化

・都市居住者の生活を支える日常生活圏での医療・福祉、子育て、商業等
の生活サービスの提供や地域公共交通の維持・確保が困難になる恐れ

・災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制等が必要

◆居住を含めた都市活動を計画的に誘導・集約を図る
ことが必要

◆各種施策と連動したまちづくりを進めることが必要

■滋賀県都市計画基本方針について

滋賀県
都市計画
基本方針

都
市
計
画
制
度
の
運
用
指
針

[都市計画法に基づく]

即
す
る

個別都市計画
決定

県 ← → 市町

都
市
計
画
区
域

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

市
町
の
都
市
計
画

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

令和元年度：調査分析＜都市の現況分析・課題整理、県内市町の都市施策の整理、土地利用動向分析＞

令和２年度：素案検討＜都市づくりの理念と方向性検討、将来の都市構造の検討、都市機能の配置方針検討＞

令和３年度：方針策定、都市計画制度の運用指針策定 区域区分見直しの考え方、用途地域変更に関する運用

市街化調整区域における地区計画運用 等

「滋賀県都市計画基本方針」策定事業

交 流

バス・鉄道等の地域公共
交通周辺への居住誘導
→地域公共交通事業の安
定化交流拠点、商

業施設、医療
施設の拠点へ
の誘導
→生活利便性
の向上

子育て支援等による
既存集落の維持

多様な移動手段の提供

リノベーション等に
よる市街地再生

データ基盤整備に
よるスマートシティの実現

居心地が良く歩きたく
なるまちなかの形成

７



都市計画基本方針に係る主な論点 ～拡散型都市構造の脱却～ 8

市街地の無秩序な拡大の抑制

市街化区域への編入は、土地利用の不可逆性、自然
的環境の保全等に配慮するとともに、農林漁業との
調和を図りつつ、計画的な市街化を図る上で、特に
必要なものについて行うものとし、鉄道駅周辺等に
位置し、集約・連携型都市構造の強化に資するもの
については、優先的に市街化区域に編入する。
なお、新たに市街化区域へ編入する区域は、既に市
街地を形成している区域または計画的な市街地整備
が確実に行われる区域のうち必要最低限の区域とし
、緑化の目標（緑被率20％）を確保するとともに、
景観にも配慮した土地利用を図るものとする。
新たな住宅系市街地の市街化編入は、市町村マスタ
ープラン等に地域の生活拠点として位置づけられた
鉄道駅等への徒歩圏の区域に限るものとする。

大阪府

【他府県における「都市計画基本方針」および「運用指針」の記載例】

福岡県

第７回市街化区域及び市街化調整区域の区域区分変更に
ついての基本方針（H25.08）【抜粋】

市街化区域の規模については、人口密度の現状や、お
おむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべ
き区域の有無、残すべき農地・自然環境等の状況など
を総合的に判断し、必要に応じて逆線引きの適用など
も含め、見直しを行っていきます。
線引き制度などを基本的な土地利用制度として位置付
けつつ、社会動向に応じ逆線引き等の適用を検討する
とともに、無秩序な都市拡大を抑制しつつ、都市機能
の拠点や公共交通が便利な場所への集約など、土地利
用の適正な誘導が必要です。

福岡県都市計画基本方針（H27.10）【抜粋】

基
本
方
針

市街化区域内の未利用、低利用となっている土地の区
域については望ましい市街地像を示すとともに、必要
な規制誘導策を講じることにより、有効な利用を図る
よう努め、低未利用地を多く残したまま市街化区域が
いたずらに拡大することは厳に避けるものとします。
本来市街化区域に含めないことが望ましい土地の区域
については、市街化調整区域への編入に努めるものと
します。また、今後、人口減少により市街化区域内の
人口密度の低下が見込まれる地域等については、市街
化区域を市街化調整区域に編入します。

現在の土地利用状況を踏まえつつ、都心部やベイエ
リア等、その立地特性を活かした都市づくりとネッ
トワークの強化を進めることが必要である。
市街化調整区域においては、優れた自然環境や農空
間等を維持・保全し、今後、進展が予想される人口
減少・超高齢化を踏まえ、原則、新たな住宅系市街
地の拡大を抑制すべきである。

運
用
指
針

大阪府における都市計画のあり方（H28.2）【抜粋】

福岡県都市計画運用指針（H28.12）【抜粋】



都市計画基本方針に係る主な論点 ～拡散型都市構造の脱却～ 9

拠点・公共交通軸の設定および誘導

福岡県都市計画基本方針（H27.10）【抜粋】福岡県

◆拠点（2種類）および公共交通軸（2種類）の設定◆集約型の都市づくりのイメージ

北九州市

福岡市

「基幹公共交通軸」は鉄軌道を、
「公共交通軸」はバス路線をベー
スに設定

【他府県における拠点・公共交通軸の設定の例】



都市計画基本方針に係る主な論点 ～拡散型都市構造の脱却～ 10

大規模集客施設および工業系用途の適正誘導 【 他府県における「基本方針」および「運用指針」の記載例 】

＜工業用地土地利用調整
の仕組み＞
●設置の目的：市町村等ま
たは民間事業者が開発する
工場用地について、都市計
画法、農地法、農振法など
土地利用規制に関する課題
を早期に提示し、円滑な土
地利用の調整の実施により
立地の見通しを早期に判断
し、市町村による主体的か
つ計画的な土地利用を支援

●構成員：企業立地課、都
市計画課、水田農業振興課

大規模集客施設

大規模集客施設の立地誘導においては、事業者が街なかで交
通利便性が高い広域拠点で施設計画を行いたくても、まとま
った適地が少ない状況であり、結果として公共交通での利用
が困難な場所への立地なども見受けられ、都市機能の散在化
に歯止めがかかっていない状況。
新たに公共交通軸を位置づけ、広域拠点以外での立地可能な
場所を事前明示することにより、事業者が将来の都市構造や
地域特性に配慮した上で計画的な市街地整備を図ることも可
能となり、集約型の都市づくりが促進。

福岡県都市計画基本方針（H27.10）【抜粋】

基
本
方
針

＜計画的な産業用地の配置＞
都市の活力維持に寄与する新たな産業用地の確保につ
いては、インターチェンジ周辺や港湾・空港周辺とい
った局地的な配置のほか、インターチェンジから市街
地部へ向かう路線指定による配置など、都市構造面へ
の影響にも留意しつつ、計画的に配置していきます。

運
用
指
針

工業系用途

福岡県都市計画基本方針（H27.10）【抜粋】

福岡県都市計画運用指針（H28.12）【抜粋】

＜福岡県大規模集客施設の立地基準＞
都市構造に影響のある大規模集客施設は、拠点に立地を誘導
、拠点内での立地が難しい場合に公共交通軸沿線に誘導する
ものとし、同時に拠点や公共交通軸沿線以外での立地を抑制
する。
これを実現する方法として、計画的かつ公平・透明性を確保
することができるゾーニング規制による方法を基本とし、大
規模集客施設に対し、あらかじめ立地できる場所と立地でき
ない場所を土地利用の制度により定める。

福岡県都市計画運用指針（H28.12）【抜粋】



都市計画基本方針に係る主な論点～安全で魅力的なまちづくり～11

安全で魅力的なまちづくりの推進

○開発許可制度の見直し
→災害レッドゾーンでの開発について、自己業務用施
設も原則禁止。
→市街化調整区域の浸水ハザードエリアにおける住宅
等の開発を抑制

○住宅等の開発に対する勧告・公表
→立地適正化計画の居住誘導区域外における災害レッ
ドゾーン内での住宅等の開発について勧告を行い、こ
れに従わない場合は公表できることとする。

→立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーン
を原則除外

→立地適正化計画の居住誘導区域内で行う防災対策・安
全確保策を定める「防災指針」の作成

○「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出
→官民一体で取り組むにぎわい空間の創出
→まちなかエリアにおける駐車場出入口規制等の導入

○日常生活の利便性向上
→立地適正化計画の居住誘導区域内において、住宅地で
病院・店舗など日常生活に必要な施設の立地を促進する
制度の創設

○都市インフラの老朽化対策
→都市計画施設の改修について、立地適正化計画の記載
事項として位置づけ
→改修に要する費用について都市計画税の充当等

魅力的なまちづくり安全なまちづくり

■災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制

■災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくり

■災害ハザードエリアからの移転の促進

■「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出

■居住エリアの環境向上

出典：国土交通省出典：国土交通省

■都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年６月10日 公布）の概要



都市計画基本方針に係る主な論点 ～ウィズコロナを見据えた都市づくり～ 12

既存ストックを活用し、多様なライフスタイルに対応した「職住近接のゆとりある生活圏」の実現
・職住近接型の拠点の形成
・公共交通軸の強化、域内モビリティの充実
・住まいに身近なサードプレイスの創出
→空きスペース活用（コワーキングスペース等）
テレワーク拠点整備、子育て支援施設

・まちなかで居心地が良く歩きたくなる空間創出

ガーデンシティ（田園都市）の形成
・緑の中でのリフレッシュや農園活動、創造性・快適性の向上
・居住、働く場としての魅力向上

ウィズコロナを見据えた「多極分散型都市構造」の実現のイメージ

◆新型コロナウイルスによる、まちの「密」のリスクの顕在化を踏まえ、
「新しい生活様式」に対応した都市づくりへの転換

○まちなかウォーカブルエリア
既存ストックなどを活用し、まちなかを
人中心の社会に転換し、人々の交流の場を提供

○公共交通軸の強化
拠点間の回遊性を高める公共交通軸の強化

○分散立地した職住近接の拠点
柔軟な働き方を可能とする多様なワークスペースや
子育て支援施設の配置

○魅力ある居住地の形成
拠点と公共交通軸に隣接するゆとりある居住地の形成
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通勤混雑の状況

⇒ 国土交通省において「新型コロナを踏まえた新しいまちづくりの方向性」を検討予定。これも踏まえて「基本方針」の検討を進める。

■多極分散型都市構造のイメージ



見附地区

居住誘導区域

都市機能誘導区域

コミュニティバス路線

ネーブルみつけ

コミュニティ銭湯

見附市役所

道の駅

見附駅

＜集約区域図＞

見附市立病院

コミュニティバス

○地域コミュニティ組織（11地区）
において使途を地域に委ねた自由度の
高い交付金により地域づくりを支援。

○コミュニティワゴンを貸与し、
都市部と村部を結ぶ。

「スマートウエルネスみつけ」の実現～都市部と村部が持続する歩いて暮らせる健幸都市～

＜見附市立地適正化計画図＞

期待される効果

＜集約区域外＞

交通 バスで拠点を連結

○市役所等の都市機能が集積する見附地区と他の地区を

コミュニティバスで結び、回遊性を向上。
運行間隔を25分短縮（45分(H26)→ 31分(H28)→20分(R2)）

拠点 まちなかへ都市機能を集積

○空き商業施設を改修し、市民の
交流拠点として、健康運動教室,
物産コーナー,子育て支援等の
機能を集積。

年間利用者数48万人。

健康 歩きたくなるまちなか

○全国初の「歩こう条例」「健幸基本条例」の施行

○健幸ウォーキングロードなど歩ける環境の整備

○健幸ポイント制度＊の導入
＊歩数や運動教室への参加等によりポイントが貯まり、
地域商品券等と交換可能

○健幸クラウドを活用した施策の実証的検証

＜集約区域内＞

高齢者の介護費用を５.１億円／年(※)削減

H22～H24は

県内１位

介護認定率の推移（見附市調べ）

1.7％減

高齢者の外出機会を増加

地域 自治権を住民に

(株)つくばウエル
ネスリサーチと連携

目標

トレンド

歩く高齢者数を増加

19.2％

20.9％

囲碁・将棋コーナー

コミュニティバスの年間利用者数を約63％増加
（12万人(H27)→20万人(R2)）

○まちなかにコミュニティ銭湯を整備。

年間利用者数20万人。

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

H20 H22 H24 H26

見附市
新潟県
全国

※ 見附市の介護認定率の目標値及び「平成27年度 介護認定給付費
等実態調査(厚生労働省)」に基づく一人あたり介護費用190.9千円/月
より国土交通省が試算

R2

子育て支援センター 市民交流コーナー健康運動教室 物産コーナー

ネーブルみつけ

コミュニティワゴンによる通院コミュニティワゴン

見附市役所

道の駅

見附駅

見附市立病院

見附駅周辺地区

見附地区

今町地区

（地域公共交通網形成計画）平成２８年３月策定
（立地適正化計画）平成２９年３月３１日公表（都市機能）

平成３１年３月２８日変更 （居住）

地域コミュニティ
（ふるさとセンター設置箇所）

コミュニティワゴン

デマンドタク
シー

居住誘導区域

立地適正化計画区域

都市機能誘導区域

【参考】コンパクト・プラス・ネットワークの事例（新潟県見附市）13

新潟県見附市：人口約４.１万人（H27）↘約３.１万人（R22）

出典：国土交通省



郊外中高層団地タイプ

郊外ゆとりタイプ

郊外低層住宅地タイプ

個別開発連鎖タイプ

千葉県柏市：人口約41.4万人（H27）→約41.3万人（R17）

市民団体等による空き地の有効利用を市がサポートすることで、
地域コミュニティ等の活動の場を創出

（公共交通網形成計画）平成31年2月公表
（立地適正化計画）平成30年4月2日公表

【南逆井地区目標：公的空地の拡大】

居住／市街化区域
≒80％

都市機能／市街化区域
≒９％

※1：同施策推進地区で新規に公園整備をした場合の整備費（柏市算出）
※2：効果指標から「歩行量（歩数）調査のためのガイドライン」を用いて柏市算出

5.8億円／年※2の
医療費削減

歩行量の増加により

サービス付き高齢者向け住宅・地域交流センター・
24時間対応の在宅医療・看護・介護サービス

市全体では人口減少は限定的だが、地域毎の開発時期・タイプの違いにより大幅な人口減少が予想される地域も存在。
地区単位の段階的な拠点を整備し、17の地域拠点を公共交通でつないだ多極分散ネットワーク型都市構造を実現。

⇒ カシニワ制度を活用した空地活用の推進
空き家の管理・活用施策の推進

S50年代の団地。高齢化率が高い。

農地等が多く存在する市街化区域。

○路地裏マルシェ
・地元のNPO法人balloonが
手がけるプロジェクト。

・空き地を地元野菜を販売す
るマルシェとして活用し、都市
農地の活用を推進。

カシニワ制度による低未利用地の有効活用
・ UR豊四季台団地において、

先行実施。

【高齢者の外出機会
の増加】

7,600歩／日(H29)
8,000歩／日

(R10)

市街化区域
居住誘導区域
都市機能誘導区域

居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定状況

上記４タイプの地域ではR22までに大幅な人口減少予測

郊外低層住宅地
タイプ

郊外ゆとりタイプ

⇒ 都市農地活用等を含めた空地コントロール

・体験農園や市民農園等を提
供できる環境づくりの推進

・用途地域の見直しや生産緑
地の追加指定の検討

野菜の直売風景

個別開発連鎖
タイプ

S40年代以降小規模開発が連続。
人口密度が高く、道路幅が細い。

体験農園

⇒ 空地等を利用した基盤整備の推進

施策推進により 4.5億円分※1の整備効果を
住民との協働により創出

0.1ha(H28) 0.5ha(R10)

S40～50年代の低層住宅地。
高齢化率が高い。

南逆井

布施新町

【布施新町地区目標：地域の
魅力向上による人口密度確保】

郊外中高層団地タイプ

⇒ 暮らしの小拠点における地域包括ケアシステムの実現

利便性・効率性の高い公共交通網形成
基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率向上により、
自動車からの交通手段の転換を目標値に設定

【自転車・徒歩等への転換率】
【公共交通手段への転換率】

10％（R12）
15％（R12）

空き家・空き店舗を活用した
コミュニティカフェの推進

83.8人/ha
(H22) 60.0人/ha以上

55.5人/ha(趨勢)
(R10)

人口密度

駅・支所・近隣センター付近のバス停を中心に、
地区単位で都市機能誘導区域を設定

○隣地購入：所有者による適正管理 ○シェアガーデン：住民の共同管理

○暮らしの広場：出前販売等による活用 ○子育てサービスの展開：保育園の連
携

○避難経路：行き止まりの解消 ○すれ違い道路：住民の共同管理

○道路拡幅：将来的な道路空間確保 ○転回スペース：バス路線延伸・新設

豊四季台団地のイメージ

豊四季台

【参考】コンパクト・プラス・ネットワークの事例（千葉県柏市） 14

出典：国土交通省



まちなかへの都市機能の集約及び居住誘導と合わせて
バス交通網の再編を行うことにより、

平成27年に消失したDID区域を復活させる

YKKと連携した公共交通の利便向上

公共施設再編と併せた複合的な
集客機能の整備

YKKと連携したまちなか居住の推進

地元民間企業と連携しながら、居住・都市機能の誘導及び公共交通の利便性を向上

国交省試算

黒部市,YKK,バス事業者等が連携し、企業の社員通勤を

取り込んだ一般乗合バス「南北循環線」として運行。
・YKKが、電鉄黒部駅付近の社宅跡地を複合型賃貸

集合住宅[パッシブタウン」として再整備（社員以外も
居住可能）。保育所やカフェ等の商業施設を併設。

・YKKが、黒部駅前で、社員寮やホール（コンビニ,

カフェを併設）を一体化させた「ＫーＴＯＷＮ」を整備。

・市が、居住誘導区域内での住宅取得に対し、新規に

支援を実施（従来の補助額に５０万円を上乗せ）
【フラット35】地域活性化型に関する協定を
（独）住宅金融支援機構と締結

黒部地域のまちなかを重点的に再生するため、

都市機能誘導区域：現用途地域の約17％
居住誘導区域：現用途地域の約33％に絞込み

ＹＫＫが整備しているパッシブタウン

・ 「ちょいのり黒部」
（シェアサイクル）を導入

バス停留所に併設した
ちょいのりステーション
を市内 ５箇所に設置

居住誘導区域内の

人口を約1,400人増加
（居住誘導区域内の将来人口

推計値の約３割に相当）

用途白地区域の開発抑制

黒部宇奈月温泉駅
周辺地域において、
地元住民に よ り 、
「景観協定」を締結。

建築物の用途や高さ
を規制。

平成28年４月、YKKの本社機能の一部が黒部市に移転。新たに社員約２３０人及びその家族が黒部市内へ移住。

従来 現在

YKK社員…

一般住民…

社員通勤バス
（バス会社へ運行委託）

なし

南北循環線

交通居住
誘導

公共交通利用者の増加により、
市の財政負担額を約３割減少

・市役所跡地に、老朽化した図書館など市内５つの公共
施設を集約した「くろべ市民交流センター」を整備。

公共施設の維持管理費を約１割削減
・市が空き店舗のリノベーションやマッチングを支援
支援実績：18件（平成22～29年度まで)

・NPO法人が空き店舗を活用した認知症カフェを開店。
店舗内で認知症・介護予防教室や相談業務を実施。

都市
機能

富山地方鉄道（株）等が運行

黒部市役所

富山地方鉄道
黒部駅

黒部市民会館

子育て支援センター

三日市公民館

居住誘導区域

都市機能誘導区域

ちょいのり黒部設置箇
所

生地駅周辺と黒部駅周辺地域を結ぶ南北方向のバス路線

ちょいのり黒部と
ちょいのりステーション

＜黒部地域拡大図＞

YKK社員約170人＊が、マイカーから公共バス通勤へ移行
（＊ 市内の社宅居住者かつ、マイカー通勤者の約６割に相当）

・東京大学と連携して、ちょいのり黒部の利用
状況を分析し、モビリティハブとしてまちなか
の回遊性を向上

あいの風
とやま鉄道
黒部駅

黒部市民病院

市バス「南北循環線」ルート

500
m

K-TOWN

空き店舗の出店による売上高を約2.7億円/年増加

Before After

パッシブタウン

くろべ市民交流センター
（旧黒部市役所跡地）

働く婦人の家

黒部市立図書館

（地域公共交通網形成計画）平成27年4月公表
（立地適正化計画） 平成30年3月30日公表

※くろべ市民交流センター開館後に、
バスルートの再編を実施予定

企業等への出
勤、買い物等に
対応
企業等からの退勤
等に対応

＜南北循環線バス路線図＞※時間帯によってルートが変更

認知症カフェ

住宅ローン金利を当初５年間

年0.25%引下げ

富山県黒部市：人口約４.１万人（H29）↘約３.４万人（R17）

【参考】コンパクト・プラス・ネットワークの事例（富山県黒部市）15

出典：国土交通省

立山連峰の景観に
配慮したまちづくり



【参考】拡散型都市構造のイメージ 16

出典：福岡県都市計画基本方針



【参考】多極分散型都市構造による効果のイメージ 17

◎都市が集約化され、居住地と拠点地区が近接するほど徒歩
や公共交通を利用して日常生活を営む市民が増加。

⇒集約化により、高齢者の外出機会、市民の歩行量が増加し、
健康な市民の増加や医療費の抑制が見込まれる。

集約型都市構造だと
徒歩、公共交通による外出、
移動機会が増大

拡散型都市構造では
自動車への依存度が増大

地価の維持効果（固定資産税確保効果）

◎固定資産税の多くは”まちなか“から徴収。他方、これまで
は、”まちなか“も郊外と同様に地価が下落。

⇒集約化により、“まちなか”の土地利用が増進し、地価が維
持され固定資産税収が確保。

出典：国土交通省

健康増進効果（医療費抑制効果）

見附市運動継続者：(株)つくばウエルネスリサーチがサポートする見附市運
動教室への継続参加者

出典：つくばウェルネスリサーチ、e-wellnessシステムによる医療費抑制効果

■見附市運動経験者一人あたりの医療費の推移

□見附市で行われている大規模健康づくり事業では、継続

的に運動を実施する高齢者群は、実施しない群と比較し

て年間約10万円医療費が少ないという結果。

差額

104,234円
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

【地価の維持効果の例(富山市）】

H１５を１とした各地区の公示地価の推移（富山市）

公共交通沿線居住推進地区外と比較して

中心市街地で１０～２０％程度の地価の維持効果

公共交通沿線居住
推進地区の設定

固定資産税と都市計画税の地区別徴収額（H30当初）

地区類型 面積比 税収比

市街化区域 5.8% 75.2%
うち都心地区 0.4% 22.4%
上記以外 94.2% 24.8%

地価の
維持効果

公共交通沿線居住推進地区内

公共交通沿線居住推進地区外

都心地区

全国の地方部平均


