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立地適正化計画とは、人口減少・超高齢化社会等の課題に対応するため、市町
村が都市全体の観点から策定する、「居住機能」や商業・医療等の「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。
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１．立地適正化計画とは

人口減少・少子高齢化による影響

■人口密度の低下による生活利便性施設の撤退

■空き地・空き家の増加による防犯・防災上の不安

■地域活力の低下

■税収の減少による行政サービス低下 等

これからも快適に暮らせる龍ケ崎であり続けるために
立地適正化計画の策定を平成29年度からスタート

人口規模に合ったコンパクトなまちづくりの推進が必要
（多極ネットワーク型コンパクトシティの形成）
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• 商業・医療・福祉等の都市機能を都市の中心拠点や生
活拠点に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

• 多極ネットワーク型コンパクトシティ形成の観点から、４つ
の住宅系市街地それぞれに都市機能誘導区域を設定

• 人口減少の中にあっても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確保
されるよう、居住を誘導する区域

• 既存の４市街地それぞれに一定程度の人口が張り付いて
いることを踏まえ、今後も各市街地における人口密度を維
持することを念頭に、4市街地それぞれに居住誘導区域を
設定

居住誘導区域

▼誘導区域設定のイメージ

都市機能誘導区域

誘導施設

• 都市機能誘導区域への立地を誘導し、都市機能を増進さ
せる施設

• 誘導方針や各市街地における現状の都市機能の充足度、
今後の関連事業などを考慮して、都市機能誘導区域ごと
に誘導施設を設定
※誘導施設の例
医療施設、高齢者関係施設、商業施設 等

誘導施設設定に係る留意点

誘導施設に設定した施設は、都市機能誘導区
域内での立地が原則となる。

２．立地適正化計画で定める事項



職員勉強会

市民説明会
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各市街地に都市機能が集積する
拠点形成を図りながら、特にスポ
ンジ化が進む旧来の市街地を中
心に、良好な居住空間の構築に
より人口の維持と転入促進、賑
わいの再生を図る

拠点形成や基幹的交通軸沿線
への居住誘導と連携し、各市街
地の交通結節点の強化と効率
的な拠点間ネットワークの構築に
より、公共交通を利用しやすい環
境を形成

生活サービス機能等が充足して
いるエリアを中心とした、人口規
模に見合った市街地の形成を促
進し、将来にわたっても利便性の
高い居住環境の維持を図る

方針（ストーリー）１
拠点の構築と既存ストックの活
用による賑わい再生・定住促進

方針（ストーリー） ３
拠点形成と連携した交通結節点の強
化と公共交通ネットワークの最適化

方針（ストーリー）２
適正規模の市街地形成と

居住環境の向上

居住環境や中心市街地の魅力向上による、
４市街地のバランスの取れた多極ネットワーク型都市構造の形成

市民アンケート 高校生アンケート

庁内策定委員会都市計画審議会

基礎的調査 （人口推計・都市機能分布 など）

オープンハウス型アンケート調査

3．平成29年度の取組

（１）まちづくりの方針・誘導方針

ワークショップ
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佐貫市街地

3．平成29年度の取組

充実した既存商業機能を維持するとともに、

総合運動公園や総合病院等を中心としたス

ポーツ健康・子育て支援の拠点化を図り、

利便性の高い、特色ある居住環境を形成

既存ストックの活用を図りながら、市全体の魅力

向上とにぎわい・活力を生み出す商業拠点を形成

高齢化に対応した健康・福祉機能の充実

龍ケ崎市街地

北竜台市街地

龍ヶ岡市街地

（２）都市機能誘導の方針（各市街地ごと）

（３）居住誘導の方針（全市街地共通）

 既存市街地の生活利便性の高いエリアを中心とした居住の誘導

 防災上の安全性が確保された居住環境の形成

 公共交通利便性の向上と拠点へのアクセスの確保

充実した既存商業機能や行政サービス機能

等を維持し、 利便性の高い居住環境を形成

高齢化に対応した健康・福祉機能の充実

駅周辺地区への商業

施設や公共公益施設

等の集積を促進し、

市の玄関口に相応し

い魅力とにぎわいの

ある拠点を形成

高齢化に対応した健

康・福祉機能の充実
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 平成29年度の基礎調査にて検討した市内地域別の将来人口は、平成22年の国勢調査結果を
ベースとした国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の市町村別推計データを用い
て算出した。平成30年3月に、社人研より平成27年国勢調査結果をベースとした、新しい
市町村別推計データが公表された。

 平成27年国勢調査結果を基にした新しい将来推計人口は、平成22年国勢調査結果を基にし
た推計人口よりも下方に移っている。
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2010
(H22)

2015
(H27)

2020
(H32)

2025
(H37)

2030
(H42)

2035
(H47)

2040
(H52)

人口（人） 80、334
（実績値）

78、342
（実績値）

69,589
（推計値）

67,301
（推計値）

60,280
（推計値）

①社人研推計 公表値
（H22国調ベース）

②社人研推計（H22国調ベース）を
基に実績値を用いて補正した推計

※H27は実績値とし、H32以降はH29.10
時点の実績値と推計値の比率を用いて補
正

③社人研推計 公表値
（H27国調ベース）

（１）平成27年国調ベースの社人研推計

４．将来人口推計の更新
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 平成27年国勢調査結果を基にした新しい市町村別将来推計人口（新推計値）を用いて、市
内地域別の人口推計を再度実施した。

人口密度（H27実績値） 人口密度（H52新推計値）

（２）H27実績・H52新推計ベースの地域別人口密度

４．将来人口推計の更新
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 都市機能誘導区域の設定ステップを以下のとおり設定した。

（１）都市機能誘導区域の設定のステップ

ステップ１
都市機能誘導
区域の設定数

ステップ２
用途地域との

整合

ステップ３
交通結節点との

近接性

ステップ４
利活用可能な
不動産の考慮

 都市マスで拠点とされた４市街地の中
心地区にそれぞれ設定

 既存都市機能の立地や土地利用を考慮
しつつ、用途地域は商業および近隣商
業地域を中心とする

 地域公共交通網形成計画で位置付けら
れた各市街地の交通結節点※からおお
むね800m以内の範囲

 直近で公共施設の集約・再編が想定さ
れる土地や、利活用可能な公的不動産、
低未利用地がある場合は、これらを含
む

◆都市機能誘導区域の設定ステップ

◆望ましい区域像
「立地適正化計画策定の手引き」より

各拠点地区の中心となる駅、
バス停や公共施設から徒歩、
自転車で容易に回遊するこ
とが可能で、かつ、公共交
通施設、都市機能施設、公
共施設の配置、土地利用の
実態等に照らし、地域とし
ての一体性を有している区
域

※交通結節点：
竜ヶ崎駅、佐貫駅、北竜台ショピング
センター、済生会病院

５．都市機能誘導区域の設定
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（２）都市機能誘導区域の案（龍ケ崎・佐貫市街地）

龍ケ崎市街地 佐貫市街地

 ステップに基づき、各市街地の都市機能誘導区域案を設定した。
 ４市街地での面積バランスを調整。都市マスで都市拠点と位置づけられている龍ケ崎、佐貫市街地は

都市機能誘導区域を広く設定。
※新都市拠点開発エリアについては、現時点では市街化調整区域のため都市機能誘導区域には含めること
はできないが、将来的には含めていくことを検討

新都市拠点開発エリア
（策定時点では都市機能誘導区域
には含めないが、将来的には市街
化区域に編入した上で都市機能誘
導区域に含めることを検討）

５．都市機能誘導区域の設定
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北竜台市街地 龍ヶ岡市街地

（３）都市機能誘導区域の案（北竜台・龍ヶ岡市街地）

５．都市機能誘導区域の設定
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 ４市街地の都市機能誘導区域案による合計面積は、107.7haとなる。
 これは市の市街化区域面積（1366ha）の7.9％に相当する。

面積（ha）

都市機能誘導区域 107.7

市街化区域 1366

割合 7.9%

龍ケ崎市街地

34.3ha

龍ヶ岡市街地

19.0ha
佐貫市街地

37.6ha

北竜台市街地

16.8ha

（４）都市機能誘導区域の案（全体）

５．都市機能誘導区域の設定
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 各市街地ごとの都市機能誘導方針等を踏まえて、各市街地ごとに誘導施設案を設定した。

６．誘導施設の設定

龍ケ崎

市街地

佐貫

市街地

北竜台

市街地

龍ヶ岡

市街地

本庁舎 ○

窓口機能 ○ ○ ○

複合型保健福祉施設

（保健センター，総合福祉センター）
○

地域包括支援センター ○

健康増進施設

（フィットネスクラブ等）
○ ○ ○ ○

子育て支援センター ○ ○

駅前送迎ステーション ○

医療 総合病院 ○

大型複合商業施設

（店舗面積10,000㎡以上）
○ ○ ○ ○

商業施設（店舗面積3,000㎡以上） ○ ○ ○ ○

まちなか商業施設

（地域のにぎわいに資する商業施設）
○

交流 多目的ホール ○

行政

健康

福祉

子育て

商業

誘導施設として明確な位置づけは行わない

が，将来的に各市街地ごとに配置を検討

都市機能誘導区域内に「新規に誘導」または「既存施設の維持」を
図るべき施設

学校 文化会館

図書館 総合運動公園

コミュニティセンター

交流サロン

教育

文化

交流

人口密度を維持し，日常生活圏
内で立地を維持していくべき施設

関係計画や施策等を考慮して，
立地を検討すべき施設

誘導施設に位置づける施設 位置づけない施設

健康

福祉

介護施設

（通所・訪問・多機能）

子育て
保育所

（こども園，幼稚園）

医療 診療所・クリニック

銀行・信用金庫

郵便局

金融
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（１）居住誘導区域の設定のステップ ◆居住誘導区域の設定ステップ

◆望ましい区域像
「立地適正化計画策定の手引き」をもとに作成

ⅰ)生活利便性が確保される区域
 中心拠点、地域生活拠点の中心部に
容易にアクセスすることのできる区域、公
共交通軸沿線など

ⅱ)生活サービス機能の持続的確
保が可能な面積範囲内の区域
 将来人口推計を勘案し、日常生活
サービス機能の持続的な確保が可能な
人口密度水準が確保される面積範囲
内の区域

ⅲ)災害に対する安全性等が確保
される区域
 土砂災害、津波災害、浸水被害等に
より甚大な被害を受ける危険性が少な
い区域

 工業系用途、都市農地、深刻な空き
家・空き地化が進行している郊外地域
などには該当しない区域

【ステップ１】
法制度上含められ
ない地域の除外

【ステップ２】
災害リスクの高い

地域の除外

【ステップ４】
都市機能立地状況を

考慮

市街化調整区域は除外
工業専用地域は住宅建築が規制されてい
るため除外

土砂災害特別警戒区域および土砂災害警
戒区域を除外

都市機能が充実している（複数の都市機
能に対し徒歩圏（800m）内）区域を含
める

【ステップ５】
将来人口密度を考慮

平成52年時点の推計人口密度が一定
（40人/ha）以上の区域は居住誘導区域
に含める

【ステップ３】
公共交通の利便性を

考慮

基幹的な公共交通路線およびコミュニ
ティバス循環線の利用が可能な区域（駅
800m圏、バス停300m圏）を含める

【ステップ６】
個別調整

土地区画整理事業の実施状況や現況の土
地利用を踏まえて個別の調整を行い、道
路境界、字界などにより区域境界を設定

７．居住誘導区域の設定
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基幹的公共交通＋コミバス循環線徒歩圏

（２）公共交通の利便性が高い区域

７．居住誘導区域の設定
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（３）都市機能の充足度が高い区域

７．居住誘導区域の設定
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▼平成52年時点での推計人口密度が40人/ha以上の地域（市街化区域内）

（４）将来人口密度が高いと予測される区域

７．居住誘導区域の設定
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居住誘導区域候補地【ステップ３～５】

※候補地の抽出方法

 ステップ３（公共交通）
 ステップ４（都市機能）
 ステップ５（人口密度）
で設定した条件をもとに、

公共交通と都市機能の両方
の条件を満たすか、将来人
口密度が40人/ha以上とな
る区域を居住誘導候補地と
して抽出。

→図のとおり、市街化区域
内の大部分は、公共交通
及び都市機能の利便性が
高いか、将来にわたって
高い人口密度が維持され
る

15

（５）居住誘導区域の候補地

７．居住誘導区域の設定
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居住誘導区域候補地【ステップ３～５】

市街地の連担状況、土地区画
整理事業の実施状況を踏まえ
居住誘導区域に含める

土砂災害警戒区域となって
いる崖地形のエリアは除外
（ステップ２）

松ケ丘４丁目の一部（龍ヶ岡市街地）は
既に大規模な太陽光発電施設として利用
されているため除外

白羽４丁目の一部（龍ヶ岡市街地）は
地区計画により住宅建築が規制されてい
るため除外

市街地の連担状況を踏ま
え居住誘導区域に含める

条件は満たすが飛び地と
なるため除外

（６）個別調整

７．居住誘導区域の設定



19

（７）居住誘導区域の案

７．居住誘導区域の設定
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今後のスケジュール

平
成
29
年
度

市民参画基礎調査

計画の立案

上位計画等、関
連計画の整理

まちづくりの方針※と誘導方針の検討 （※目指す都市の
骨格構造含む）

現状及び将来人口推計に基づく都市構造分析

都市の現状分析
と課題等の整理

将来人口の推計
及び将来人口密
度の検討

オープンハウス

市民ワークショップ
（まちづくりカフェ）

市民/高校生
アンケート

平
成
30

年
度

都市機能誘導区域・居住誘導区域・誘導施設の検討

誘導施策の検討

目標値・評価方法等の検討

市民懇談会➀

市民懇談会➁

パブリックコメント

立地適正化計画の策定・公表

計画案の諮問・答申

都市計画審議会

第4回（H31-2）

第2回（H30-9）

第3回（H30-11）

第1回（H30-8）

第3回（H30-3）

第1回（H29-7）

第2回（H29-12）


