公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2019 年 2 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, February, 2019

立地適正化計画と都市計画区域マスタープランの関係性に関する分析
－拠点の地理的・機能的整合性に着目して－
A Study on Relationship between Urban Facility Location Plan and City Planning Area Master Plan
: Focusing on the consistency of location and function of centers
宮原 弘成*・片山 健介**
Kosei MIYAHARA* and Kensuke KATAYAMA**
In Japan, many municipalities are making urban function location plans, and prefectures are expected to coordinate
related municipalities. This paper aims to analyze the relationship between urban function location plan and city
planning area master plan focusing on the consistency of centers. Through the analysis of plan documents, more than
half of municipalities add centers(urban function attraction areas) in urban facility location plan, and the situation is
different among municipalities in the same city planning area. In city planning master plan, there are few statements
about functions such as welfare. It seems to be important to set common guidelines and give description of urban
functions expect commercial function to have city planning area master plan for regional coordination.
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1. はじめに

正化計画(以下、立適)と、都道府県が策定する都市計画区域マス
タープラン(以下、区域 MP)の関係性について、拠点に着目して

近年、日本では、人口減少・高齢化や脱炭素社会への対応を背
景に、
コンパクトシティを目指した地域づくりが進められている。

分析する。
具体的には、2018 年 8 月 23 日時点で、広域都市計画区域であ

2014 年には立地適正化計画制度が創設され、各市町村で策定が
進められているところである。しかし、多くの都市では日常生活

り、かつ当該区域内の 2 以上の市町村が立適を策定済みである

圏が市町村域を超えて拡大しており、
都市構造の再編は実態的な
【表-1】分析対象都市計画区域及び市町村

都市圏域において検討される必要があると考えられ、
そのために
は一体的な都市圏を形成している関係市町村間の広域調整が求

都道府県

都市計画区域

市町村

められる。

北海道

旭川圏

旭川市、鷹栖町、東神楽町

立地適正化計画と広域調整・連携に関しては、国の基本方針・

埼玉県

毛呂山・越生

毛呂山町、越生町、鳩山町

指針において、複数の市町村が連携して作成すること(1)、都道府

千葉県

佐倉

佐倉市、酒々井町

県が広域的な調整を図ること(2)が述べられている。

新潟県

本稿では広域調整主体としての都道府県の役割に注目する。
立

新潟

新潟市、新発田市

長岡

長岡市、見附市

地適正化計画は、策定主体は市町村であるが、計画区域は都市計

石川県

金沢

金沢市、野々市市

画区域全体とされている。
都市計画区域は複数の市町村に跨って

福井県

丹南

鯖江市、越前市、越前町

設定されていることも多く、
都市計画運用指針では立地適正化計

愛知県

東三河

豊橋市、豊川市

西三河

岡崎市、刈谷市、知立市

尾張

春日井市、小牧市

滋賀県

大津湖南

守山市、野洲市、湖南市

大阪府

北部大阪

吹田市、高槻市、箕面市

東部大阪

守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、大東

画は都市計画区域マスタープランに即するものとされている。
都道府県による都市計画の広域調整に関しては、
都市計画マス
タープランと都市計画区域マスタープランの関係 1)や大規模商
業施設立地調整に関する研究 2)があるが、立地適正化計画に関す
る研究はまだ見られない。立地適正化計画については、荒木
(2017)3)が地理的な視点から現在の都市計画区域の不備と、都道
府県と市町村の広域調整の必要性を指摘している。また片山
(2018)4)は都市機能の連携・分担と広域連携施策との関係につい
て分析しているが、広域連携のために県と協力する、都市計画区
域マスタープランなど県の都市計画の方針に即するとした市が
あり、
広域上位計画としての都市計画区域マスタープランの重要
性を指摘している。
以上を踏まえ、本稿では、コンパクトシティ政策である立地適

市、門真市
兵庫県

中播

姫路市、たつの市、福崎町

奈良県

大和

桜井市、大和郡山市、葛城市、川西町、王
寺町

広島県

備後圏

三原市、府中市

愛媛県

松山広域

松山市、伊予市

高知県

高知広域

高知市、南国市
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【表-2】都市計画区域マスタープランと立地適正化計画における拠点の地理的関係
一致型

増加型

減少型

13 市町

23 市町

2 市町

旭川市、毛呂山町、鳩山町、佐倉市、新発

鷹栖町、東神楽町、越生町、長岡市、金沢

酒々井町、新潟市

田市、見附市、越前市、刈谷市、知立市、 市、野々市市、鯖江市、越前町、豊橋市、
守山市、野洲市、福崎町、大和郡山市

豊川市、岡崎市、春日井市、小牧市、湖南
市、姫路市、たつの市、桜井市、三原市、
府中市、松山市、伊予市、高知市、南国市
(著者作成)

18 都市計画区域、
14 道府県50 市町村を分析の対象とする(表-1)(3)。

2. 拠点の地理的な整合性

次に、
広域都市計画区域の区域 MP において設定されている拠点

本章では、
区域 MP と立適の拠点の地理的な整合性について分

と、
当該区域内市町村の立適において設定されている都市機能誘

析する。立適における拠点としては、市町村内の都市機能が集積

導区域について、両計画文書から地理的・機能的な整合性を分析

する場所として設定されている都市機能誘導区域とする。区域

する。また、複数の府県を対象にメールインタビューを行い、立

MP における拠点としては、都市計画区域の整備、開発及び保全

適及び区域 MP 策定に係る府県の関与について把握する。
これに

の方針図や都市の市街地像、
土地利用方針における業務地や商業

より、コンパクトシティ政策における広域調整において、都道府

地の記述から場所を読み取った。
これら両計画における拠点につ

県及び区域 MP の果たすべき役割を考える一助としたい。

いて地図上で位置関係を把握し、整合性の有無を分析した。
その結果、区域 MP から拠点を読み取ることができた 15 都市
計画区域と当該区域内の 38
市町村について、計画間の拠
点の地理的整合性を表すパタ
ーンとして、①一致型、②増
加型、③減少型の 3 つに分類
することができた(表-2)。
①一致型
一致型とは、両計画の拠点
の場所が一致し、計画間の拠
点の整合性がとれている事例
であり、13 市町存在した。
ここでは例として、毛呂
山・越生都市計画区域の毛呂
山町を取り上げる。毛呂山町
は、埼玉県の中央部に位置す
る自治体であり、毛呂山町、
越生町、鳩山町の 3 町で毛呂
山・越生都市計画区域を構成

【図-1】毛呂山・越生区域 MP と毛呂山町立地適正化計画の拠点の関係性

している。図-1 に、毛呂山・

(毛呂山・越生都市計画区域マスタープラン・整備、開発及び保全の方針図、毛呂山町立地適正化計画・

越生都市計画区域 MP の整備、

都市機能誘導区域概要図より作成)

開発及び保全の方針図と、毛

- 383 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.17, 2019 年 2 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.17, February, 2019

呂山町立地適正化計画に掲載されている都市機能誘導区域の概

拠点を形成するとの記述があり、
両計画間で都市の状況の変化に

要図を示した。

応じた拠点の設定に整合性がとれていると言える。

毛呂山町の拠点は武州長瀬駅、毛呂駅、東毛呂駅、目白台の 4

毛呂山・越生都市計画区域 MP は 2017 年 1 月に策定されてお

つであり、区域MP、立適とも一致している。拠点の設定に関し

り、コンパクトなまちの実現を掲げ、中心市街地に都市機能の集

て、立適では、目白台拠点については他の 3 拠点とは異なり、近

積を図り、質の高い居住環境を形成する、との記述があるため立

年開発によって整備された新興住宅地であるため、
都市機能が充

適を念頭に置いた計画の策定が行われていることが読み取れる。

足していない課題があり、
都市機能誘導区域として都市機能を誘

毛呂山町の立適も、上位計画である区域 MP の改正に合わせて

導するとしている。この点に関して、区域 MP においても、新た

2017 年 2 月に公表されているため、計画策定段階から調整が行

な住宅地である目白台地区を生活拠点として、
地域生活を支える

われていたと考えられる。

【図-2】東三河区域 MP と豊橋市立地適正化計画の拠点の関係性
(東三河都市計画区域マスタープラン・将来都市構造図、豊橋市立地適正化計画・都市機能誘導区域全体図より作成)

【図-3】新潟区域 MP と新潟市立地適正化計画の拠点の関係性
(新潟都市計画区域マスタープラン・都市構造図、新潟市立地適正化計画・誘導区域図より作成)
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の地域とに分けて拠点を設定していることがわかる。その中で、

②増加型
増加型とは、区域 MP で設定されている拠点に加えて、立適に

都市機能誘導区域に含める地域を中心部のみとしているため、
区

おいて新たな拠点を設定している事例であり、23 市町存在した。

域 MP の拠点とは完全には一致していない結果となっている。

ここでは例として、
東三河都市計画区域の豊橋市を取り上げる。
3. 拠点の機能的な整合性

豊橋市は、愛知県の南東部に位置する自治体であり、豊橋市、豊

本章では、区域 MP と立適の拠点の機能的な整合性について

川市、田原市、蒲郡市、新城市の一部の 5 市で東三河都市計画区
域を構成している。図-2 に、東三河都市計画区域 MP の区域の

分析する。
両計画の機能的な整合性を図る視点として、拠点の階層と具

将来都市構造図と、
豊橋市の立地適正化計画に掲載されている都

体的な用途の 2 つが考えられる。

市機能誘導区域の位置図を示した。
豊橋市の拠点は、
区域 MP では豊橋駅 1 つのみが設定されてい

まず階層に関して、区域 MP の場合、①広域拠点・都市拠点・

る。しかし、立適では豊橋駅に加え、南栄駅、二川駅、井原停留

区域拠点(大規模病院や大規模商業施設など近隣市町村を含む広

所、藤沢町の 5 つの都市機能誘導区域が設定されている。どちら

域的な利用者も想定した高度な都市機能や、
ターミナル駅などの

の計画においても豊橋駅は都市の中心地かつ、
東三河地域の拠点

交通結節点を有する区域・圏域の拠点)、②地域拠点・生活拠点(都

という点に関しては共通している。しかし、立適において新たに

市内で地域の生活を支える都市機能の集積する拠点)がある。立

追加された 4 つの拠点は、
文京地区や住宅地といった特徴がある。

適の場合、①中心拠点・都市拠点(市域の交通利便性に優れ、市

そこから、
これらの拠点は地域の生活に必要な地域の拠点として

民に高次の都市機能を提供する拠点)、②生活拠点・地域拠点(地

の役割と考えられる。

域の中心として地域住民に日常的な生活サービス機能を提供す

このように増加型の特徴として、区域 MP では、都市計画区域

る拠点)がある。

内の市町村ごとに 1 つ程度、
市町村の中心部となる場所に拠点を

このように区域 MP の広域拠点・都市拠点・区域拠点が最上

設定している都道府県が多い。
そのため、
市町村は立適において、

位の階層であり、立適においては中心拠点・都市拠点の階層にあ

中心部以外の住宅地や集落を設定することで都市全体の拠点を

たることがわかる。また、区域MP の地域拠点・都市拠点は、都

カバーしようとする意図が考えられる。

市計画区域内の市町村の位置づけによって立適での扱いが変わ

③減少型

ってくる。
都市計画区域内の中心都市で広域拠点などを有する場

減少型とは、区域 MP で設定されている拠点から、立適におい

合、その他の拠点は立適上の生活拠点や地域拠点となるが、都市

て拠点の数を減らして設定している事例であり、2 市町存在した。

計画区域内の中心都市ではない場合、立適において中心拠点・都

ここでは例として、新潟都市計画区域の新潟市を取り上げる。

市拠点であっても、区域 MP では地域拠点・生活拠点として階層

新潟市は、新潟県の北東部に位置する自治体であり、新潟市、聖

が低い拠点として位置づけられる。
このように区域 MP では都市

籠町、
新発田市の一部の 2 市 1 町で新潟都市計画区域を構成して

計画区域内での階層をつけており、
立適では都市内での階層をつ

いる。図-3 に、新潟都市計画区域 MP の区域の都市構造図と、

けているため差異が生じてくる(図-4)。
両計画間の拠点の階層についての整合性を、区域 MP に拠点

新潟市の立地適正化計画に掲載されている都市機能誘導区域図
を示した。

の記述がない大阪府の2区域を除く16都市計画区域(14道府県)、

新潟市の拠点は、区域 MP では、都心(新潟駅周辺)、新潟県庁・

41 市町村について分析した結果は表-3 のようになった。計画文

美咲町、巻、白根、新津、亀田、豊栄の 7 箇所が設定されている。

章中に拠点の階層性が読み取れなかった場合は「階層性不明」と

立適においては古町－万代－新潟駅、万代島－万代、都市再開発

して分類している。
拠点の階層性については両計画の整合性がと

促進地区、白山、新光町・美咲町の 5 箇所が設定されている。個

れている事例が多かったが、特に、都市計画区域内で中心的な都

別に見ると、区域 MP の都心地区は立適の古町－万代－新潟駅、

市がある場合、一致している例が多かった。これは、都道府県と

万代島－万代、都市再開発促進地区、白山の 4 箇所を含むもので

市町村でお互いに拠点の都市計画区域内の位置づけが共有でき

あることがわかる。残りの新潟県庁・美咲町と新光町・美咲町も

ているものと考えられる。不一致である事例では、区域 MP で最

同一の区域であることが読み取れる。そのため、これらの新潟市

上位の拠点に設定されている地域以外の拠点にも、
立適において

の中心部の拠点については両計画の整合性がとれていると言え

同様の機能や階層をもつ拠点が設定されていた。
次に、拠点の具体的な機能ついて、立適では都市機能誘導区

る。また、新潟市の立適は中心部に近い高度な都市機能を誘導す

域の設定する際、
区域ごとに誘導施設を設定することが定められ

る場所のみに都市機能誘導区域を設定していることがわかる。
次に、区域 MP により設定されている残りの拠点である巻、白

ており、その誘導施設から拠点の機能を読み取ることができる。

根、新津、亀田、豊栄の 5 箇所は、新潟市の各区の中心地に設定

区域 MP については、
計画中には拠点ごとの機能などが規定され

されている。また、立適においても豊栄駅、亀田駅、新津駅、南

てはいない。しかし、区域区分の方針や、土地利用の方針などか

区役所周辺(白根)、巻駅、東区役所周辺、西区役所周辺の 7 箇所

ら具体的な拠点の機能を読み取ることができる場合がある。
実際

を地域拠点として位置づけているが、
都市機能誘導区域には含め

に対象となる 18 都市計画区域について分析を行った結果、区域

ておらず、
今後のまちづくりの動向に応じて対応するとしている。

MP から商業、業務、子育て支援、福祉、教育、金融など具体的

このように減少型の特徴として、
立適では都市の中心部と郊外

な機能を読み取れたもの(「具体性あり」)は 16 区域、そのうち
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【表-3】計画間における拠点の階層の整合性
一致

旭川市、越生町、鳩山町、佐倉市、酒々井町、新潟市、長岡市、
金沢市、野々市市、鯖江市、越前市、越前町、豊橋市、豊川市、
岡崎市、刈谷市、知立市、小牧市、守山市、姫路市、たつの市、
福崎町、桜井市、大和郡山市、葛城市、王寺町、三原市、府中
市、松山市、伊予市、高知市、南国市（32 市町）

不一致

春日井市（1 市）

階層性

鷹栖町、東神楽町、毛呂山町、新発田市、見附市、野洲市、湖

不明

南市、葛城市、川西町（9 市町）

【表-4】区域 MP の拠点に関する記述の具体性
具体性あり

毛呂山・越生、東三河、西三河、尾張、中播、松
山広域（6 区域）

【図-4】区域 MP と立地適正化計画における拠点の階層構造

商業・業務機能

旭川圏、佐倉、新潟、長岡、金沢、福井、大津湖

のみ

南、大和、備後圏、高知広域（10 区域）

具体性なし

北部大阪、東部大阪（2 区域）

(著者作成)
ら地理的な整合性を分析した結果、
対象である 38 市町村のうち、
商業・業務機能のみ読み取れたものが 10 区域、具体的な記述が

区域 MP の拠点に加え、
立適において新たに拠点設定を行う増加

見られなかったもの(「具体性なし」)は 2 区域であった(表-4)。

型が 23 市町村と多い結果となった。しかし、谷口(2014) 5)は都市

このように商業・業務機能については 16 区域で読み取ることが

のコンパクト化において拠点を集約することの重要性を指摘し

できたが、それ以外の機能に関する記述は少なく、また、市町村

ており、
その観点からは減少型のような例がコンパクトシティ政

の中心部以外の拠点についての記述も少ないことがわかった。

策を進めるための重要な方向性を示していると考えられる。

4. 立地適正化計画の策定と都道府県の関わり

ると、9 の都市計画区域で一致型と増加型が、1 の都市計画区域

また、表-2 の 3 つのパターンを表-1 の都市計画区域ごとにみ
都道府県による立適に対する関与と、区域 MP の策定及び運

で一致型と減少型が混在していた。すなわち、同じ区域 MP のも

用の実態を明らかにするために、滋賀県、大阪府、愛媛県(4)の都

とで、拠点の設定に市町村間で違いが生じていることになる。一

市計画担当部局にメールによるインタビュー調査を行った(5)。

体的な都市圏における広域調整という観点では、
同一の都市計画

その結果、立適の策定に関して 3 府県とも関与を行っている

区域内で立適によって新たに拠点を設定する際に共通の方針や

ことがわかった。関与の手法として、策定市町村との個別協議や

基準が必要であると考えられる。そのためには、区域 MP を作成

意見照会、個別の計画への助言が行われていることがわかった。

する都道府県が具体的基準を設定する方法も想定される。

具体的な内容として、大阪府と愛媛県は、立適と区域 MP 及び府

次に、
区域 MP と立適の拠点の階層の整合性について分析した

県の各種施策との整合性という観点から協議を行っていた。
よっ

結果、概ね整合している事例が多いことがわかった。特に、都市

て、
立適を策定する市町村と府県の区域 MP とのタテ関係の調整

計画区域内で中心的な都市がある事例が多く見受けられ、
区域内

が行われていた。その他に、大阪府は立適策定市町村の要請に応

での都市規模の違いがわかりやすい場合は、
近隣の都市も中心都

じて、周辺市町村への勉強会を開催していた。

市の都市機能の利用を想定するなど広域的な調整が行われやす

区域 MP について、滋賀県と愛媛県では、土地利用の実態や交

いと考えられる。

通網整備の状況、市町村の都市計画を勘案して、拠点や土地利用

区域 MP における区域区分や土地利用の方針など拠点の機能

の方針を定めていた。しかし、大阪府では、地域の自主性を尊重

を分析した結果、対象とした 18 都市計画区域中 16 の区域で、商

する観点から、特に拠点を定めていなかった。また、3 府県とも

業や業務機能に関しては拠点の機能が読み取ることができた。
し

に区域 MP は、
市町村マスタープランなど下位計画が即するもの

かし、子育て支援、福祉、教育、文化などの都市機能や、スーパ

と定められていることから、
広域的な調整の指針として機能して

ーなどの地域の生活を支える生活利便施設などの記述は少なか

いるとしている。

った。また区域 MP から読み取れる拠点の機能は、各都市の中心
地の商業機能が主であり、
他の機能や中心地以外の集落などにつ

5. 考察とまとめ

いての言及は殆ど見られない。
メールインタビューからは、
府県による立適に対する関与とし

本章では計画文書の分析及びインタビュー調査の結果から、
区
域 MP と立適の関係性と、広域調整の課題について考察する。

て、区域 MP との整合性に関する確認が行われていた。区域 MP

立適では都市機能誘導区域、
区域 MP では都市構造図や土地利

が立適の指針となり、広域的な調整の役割を果たすためには、商

用の方針の記述から拠点を読み取り、
両計画の拠点の位置関係か

業以外の都市機能に関しても記述することが必要であると考え
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制度-」, E-journal GEO, 12(1), pp.1-11.

られる。
本稿では、コンパクトシティ形成に向けた計画である立適と、

4)

片山健介(2018),「コンパクトシティ政策と広域連携施策の

都道府県の作成する広域計画である区域 MP の関係性について、

連携に関する基礎的分析-都市機能の連携・分担に着目して

拠点に着目して分析した。今後の研究課題として、一致型、増加

-」, 都市計画報告集, No.17, pp.58-63.
5)

型、
減少型の各類型の都道府県及び市町村における立適策定プロ
での、
他の都道府県も含めた立適策定に対する関与の実態につい
ての分析も必要と考えられる。さらに、今回は拠点(都市機能)に
ついてのみ分析を行ったが、
居住誘導に関わる広域調整の実態に
ついても研究を深めていきたい。
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補注
(1) 都市計画運用指針(第 8 版)では、
「複数の市町村で広域生活
圏や経済圏が形成されている場合等には、当該複数の市町
村が連携して立地適正化計画を作成することも重要であ
る」とされている。
(2) 都市再生基本方針(2002 年閣議決定、2014 年一部変更)では、
「都道府県は、市町村が立地適正化計画を作成しやすいよ
う、広域的な調整を図ること」とされている。
(3) 立適策定市町村は、
「各都市における立地適正化計画作成の
主な取組」(2018 年 8 月 23 日現在、国土交通省)より把握し
た。この時点では、41 道府県、134 都市計画区域で 166 市
町村が立適を策定済みであった。このうち広域都市計画区
域は 72 区域(54%)であった。また、計画文書はこの時点で
道府県及び市町村の公式ウェブサイトで公開されているも
のを使用した。
(4) 3 府県は、広域都市計画区域が多く、区域内で立適策定済み
市町村が存在することに加え、大阪府は区域 MP で拠点に
関する記述がなかったこと、愛知県は策定済み市町村の立
適計画書中に県との意見交換を実施したとの記述があった
ことから選定した。
(5) メールインタビューは2018 年12 月から2019 年1 月にかけ
て実施した。
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