１．立地適正化計画制度創設の背景

土佐市立地適正化計画≪概要版≫

（１）地方都市の現状と将来予想される市街地の姿

（２）都市づくりの課題と立地適正化計画制度の創設

・わが国では、平成 20 年以降人口減少が進み、今後急激な人口減少、少子高齢化が進むと予想

・左記で示す課題を解決するために、人口減少社会に対応した今後の都市づくりにはコンパクト
な都市構造を実現することが求められ、その実現に向けて以下の 4 点が「都市づくりの課題」

されています。
・これまで拡大を続けてきた日本の都市では、人口減少及び少子高齢化の進展に伴い、空き家及

として挙げられます。

び空き地の増加、人口密度及び市街地密度の低下を招き、商業や医療・福祉などの日常生活機

①高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境の実現

能が市民に提供されなくなることが懸念されています。
・また、今後道路や公園などの都市基盤施設の維持管理・更新費の増加が予想され、老朽化が進

●高齢者世代や子育て世代など、多様な世代が利用する生活サービスが身近にあり、スムーズに
利用することができるまちづくり

む公共施設の維持・更新の遅れが懸念されます。
・今後何も対策を講じない場合、市街地密度の低下が招く市街地の環境の悪化や地域コミュニテ
ィの衰退、利用者が減少することによる公共サービスの低下並びに高齢者の買い物難民の増

●公共交通が充実し、高齢者が徒歩で街なかにアクセスできることで、高齢者の外出機会が増え、
健康的な生活ができるまちづくり

加、中心市街地の活力低下、道路や公園施設などの都市基盤施設の維持更新の遅れによる都市

●医療や介護などのサービスが効果的に提供できるまちづくり

の安全性の低下が課題として表れます。

●人口密度が維持され、コミュニティの機能が維持・向上するまちづくり
●都市のコンパクト化による既成市街地の資産価値が維持され、中古住宅市場が活性化するまちづくり

表面化する課題
将来予想される市街地の姿

◆市街地の環境悪化・コミュニテ
ィの衰退

●市街地が空洞化する
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が可能なまちづくり

③環境・エネルギー負荷の低減
●都市構造のコンパクト化により、移動距離の短縮につながるとともに、公共交通の利用が促進
されることにより、自動車利用による温室効果ガス排出の抑制につながり、環境負荷がより一
層低減されるまちづくり

●自然災害の少ないエリアへ様々な都市機能を集め、生活の場を充実させることにより、災害に
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以上に示す土佐市を含め全国で予想されるまちの姿や都市づくりの課題を踏まえ、
国は平成 26 年 8 月に都市再生特別措置法を改正し、多極ネットワーク型コンパクト
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的に維持管理・更新を進めるまちづくり

④自然災害に対する事前予防

◆地域の活⼒低下
●高齢者を支える若者の負担
【平成 27 年】
が増す

●市内の公共施設やインフラ（道路・公園等）を有効利用し、サービス水準を維持しながら効果
●公共交通機能、医療・福祉・商業機能が連携することにより効果的な日常生活サービスの提供

◆公共サービスの低下と高齢者の
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シティの形成を推進するための計画「立地適正化計画制度」を創設しました。

土佐市は、国が創設した制度を活用し、長期的視点のもとで持続可能で安定した都
市づくりを推進することを目指すため、平成 26 年度から立地適正化計画の策定に
向けて取り組んでいくこととしました。
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２．計画の目的、内容等
（１）土佐市立地適正化計画の目的
・土佐市においては、全国よりも早い昭和 60 年をピークに人口減少が進み、少子高齢化も進展を
みせています。

土佐市立地適正化計画≪概要版≫
【参考】立地適正化計画のイメージ
・立地適正化計画は都市づくりの課題を解決する「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を推進
するため、都市全体の都市構造を見直した上で、市街地のコンパクト化を見据えた居住機能や都

・今後、土佐市の人口密度はさらに低下し、中心市街地機能の衰退、空き家・空き地の増加、地域
コミュニティの衰退、高齢者の交通手段である公共交通のサービス水準の低下など、さまざまな
問題の顕在化が懸念されています。

市機能の立地、拠点間をネットワークで結ぶ公共交通の充実についての基本的な方針を示す包括
的なマスタープランです。
【多極ネットワーク型コンパクトシティの要素】

・土佐市においても人口減少等の社会の動きに対応した持続可能な都市づくりのために、多極ネッ
トワーク型の都市構造を具体化し、実現に向けて取り組む必要があり、土佐市では立地適正化計

●医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地するまち

画を策定することとしました。

●各拠点が公共交通ネットワークで結ばれ、高齢者をはじめとする住民が自家用車に過度に
頼ることなく公共交通により医療・福祉施設や商業施設等にアクセスできるまち

（２）立地適正化計画の内容

●日常生活に必要なサービスや行政サービスが住まいなどの身近に存在するまち

●立地適正化計画の区域
立地適正化計画の区域は、都市計画区域全体とすることとなっています。

●計画の基本的な方針
目指すべき将来の都市像を示すとともに、計画の総合的な達成状況を的確に把握できるよう、
定量的な目標を設定することが望ましいです。

居住機能や都市機能の誘導によ
る、市街地の緩やかなコンパクト

都市機能が充実し、都市の魅力が向上するこ
とによる I・U ターンなどの移住の促進

コミュニティバスの
運行の充実や乗換拠
点の整備など、拠点
を結ぶ公共交通機能
の充実を図る

●都市機能誘導区域
○区域の設定
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
拠点エリアへの医療・
福祉等の拠点機能の
誘導

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です。
○誘導施設の設定
都市機能誘導区域ごとに、居住者の共同の福祉や利便性を向上するために必要とされる施設
であり、都市機能の増進に著しく寄与することから立地を誘導すべき施設を設定する必要が
あります。

まちの中心となる集落で
は、今後も人口密度や地域
コミュニティを維持する
ため、集落の拠点づくりや
コミュニティの活性化を
図る

公共交通沿線を中心
とした居住の誘導

■居住誘導区域
●居住誘導区域

【注：平成 29 年度以降に設定します。】

居住誘導区域は、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、居住を誘導すべき区域です。

●特例措置、支援措置等

【注：平成 29 年度以降も居住誘導関係について追加・設定します。】

■都市機能誘導区域

●人口密度を維持
し、生活サービス
やコミュニティが
持続的に確保され
るように居住を誘
導すべき区域

●主要な公共公益施設、
鉄道駅、バス停を拠点
とし、行政・医療・福祉
など高度な都市機能を
誘導すべき区域

立地適正化計画を策定することにより活用が期待される事業に対する特例措置や国・市町村
などが講じる支援施策等です。。

図

立地適正化計画のイメージ
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３．対象区域・計画期間、将来像
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（１）対象区域： 土佐都市計画区域全域を立地適正化計画の対象区域とします。

（３）目指すべき都市の将来像

豊かで美しい自然と共生し

（２）計画期間： おおむね 20 年後の都市の将来像を見据え、平成 47 年を目標年次として設
定します。

安全・快適な生活を育む自立・交流都市

（４）土佐市の将来を見据えた都市の骨格構造
拠点の設定
高岡第二地区

●現在及び将来にわたる人口密度が比較的高く、高度な都市機能が集積している高岡第一地区
及び蓮池地区を「中心拠点」として設定します。
高岡第一地区

●高岡第一地区及び蓮池地区の中心拠点の行政機能やサービス機能を享受することができる近接した

北原地区

エリアに位置し、居住機能の維持更新及び地域コミュニティの拠点形成が必要とされる高岡第二地
蓮池地区

区及び高石地区を「生活拠点」として設定します。
高石地区
波介地区
新居地区

⼾波地区

宇佐地区

●中心拠点及び生活拠点では、都市機能誘導区域と居住誘導区域を設定します。
●中心拠点及び生活拠点以外の地区の拠点については、地区の生活を支える持続可能な地域の仕組み
づくりを促進する「小さな拠点」の形成を促進する箇所として位置づけます。

公共交通軸の設定
●平成 24 年策定の「土佐市公共交通活性化計画」に示す公共交通施策により形成された東西
方向と南北方向の路線バス、ドラゴンバスが通る路線を公共交通軸として設定します。

小さな拠点とは
●人口減少が進んだとしても、地域における生活は守られ、将来に渡り地域に住み続けること
ができるように、地域でのコミュニティ活動の存続と活性化を促進する拠点における取り組
みのことをいいます。
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４．都市機能誘導区域の区域設定
・都市機能誘導区域は、将来像の実現に向けて、目指すべき都市の骨格構造で示された拠点の周辺

土佐市立地適正化計画≪概要版≫
（２）区域設定の考え方

に医療・福祉・商業等の都市機能を誘導・集約することにより、各種サービスの効率的・効果的な
提供を図る区域です。この都市機能誘導区域を下記に示す通り設定します。

●各種都市機能の既存ストックを活用するとともにこれらの誘導・集約を図ることにより、徒歩
圏内で各種生活サービスを効果的に提供できる区域を設定します。また、都市づくりの主要な

（１）拠点の考え方
●人口が集中しており、都市基盤施設及び高度な都市機能が集積する高岡第一地区及び蓮池地区
を中心拠点として設定します。
●中心拠点に近接する高岡第二地区、高石地区を生活拠点として設定します。

課題となっている“高齢者や子育て世代が暮らしやすい環境づくり”、“徒歩圏内に都市機能が
集約された良好な中心市街地の形成”、“教育文化施設の中心市街地での更新”等に対する誘導
施策を集中的に実施する区域を勘案して設定します。
●公共交通を活かしたコンパクトな市街地形成を目指し、公共交通によるアクセス性が高い区域
を設定します。
●将来に渡り防災上安全な市街地形成を目指し、災害上の安全性が確保される区域を設定します。
●農用地区域など優良な農地を保全するため、区域から除外します。

（３）都市機能誘導区域の区域設定
①高岡第一地区（土佐市役所周辺）
・土佐市役所周辺の中心拠点は本市の中心市街地であ
り、多様な都市機能が集積し公共交通の要所となっ
ています。
・このことから、土佐市役所周辺に都市機能誘導区域
を定め、本市全体及び中心市街地の市民にとって、
“安全で快適な都市の形成を目指し、「いつまでも
住み続けたいまち」として誇れるまち”の中心拠点
づくりを目指します。
・都市機能誘導区域は、土佐市役所周辺の人口集中地
区内を基本に設定します。
・この範囲は、土佐市役所からおおむね 800ｍ圏内で、
バスの公共交通、各種生活サービス施設の立地状況
を勘案し、東西・南北方向に通る幹線道路網の沿道
区域を定めます。

4

②蓮池地区（蓮池小学校周辺）

③高岡第二地区（高知リハビリテーション学院周辺）

④高石地区（高石小学校周辺）

・蓮池小学校周辺の中心拠点は本市の中心市街地である高岡第
一地区に隣接する位置にあり、多様な都市機能が集積し公共
交通の要所となっています。このことから、蓮池小学校周辺に
都市機能誘導区域を定め、本市全体及び中心市街地周辺の市
民にとって、
“安全で快適な都市の形成を目指し、
「いつまでも
住み続けたいまち」として誇れるまち”の中心拠点づくりを目
指します。
・都市機能誘導区域は、蓮池小学校周辺の人口密度が比較的高
い市街地を基本に設定します。
・この範囲は、蓮池小学校から 800ｍ圏内で、バスの公共交通、
各種生活サービス施設の立地状況を勘案し、次のように東西・
南北方向に通る幹線道路網の沿道区域等を定めます。

・高岡第二地区は、西側の住宅団地（船越団地）と東側の高知リ
ハビリテーション学院により形成されている市街地を中心に
周辺（高岡町乙）に約５千人が居住しています。
・このことから、高知リハビリテーション周辺に生活拠点となる
都市機能誘導区域を定め、地域の市民にとって、
“安全で快適
な都市の形成を目指し、
「いつまでも住み続けたいまち」とし
て誇れるまち”の生活拠点づくりを目指します。
・都市機能誘導区域は、市道高田鳴川線沿道の住宅団地、及び市
道鳴川野田線沿道に形成されている集落地や隣接する生活サ
ービス施設の区域を基本に設定します。
・この範囲は、区域内を南北方向に通る市道高田鳴川線及び北部
を東西方向に通る市道鳴川野田線の沿道区域を基本とし、高
知リハビリテーション学院及び山の手保育園を含む区域を定
めます。

・高石地区は、高石小学校周辺等に集落地が形成されています。
・このことから、高石小学校周辺に生活拠点となる都市機能誘導
区域を定め、地域の市民にとって、“安全で快適な都市の形成
を目指し、
「いつまでも住み続けたいまち」として誇れるまち”
の生活拠点づくりを目指します。
・都市機能誘導区域は、市道土佐環状線の沿道に形成されている
集落地を基本に設定します。
・この範囲は、県道 39 号線（土佐伊野線）から東方の一般県道
282 号線（新居中島線）と連絡する市道土佐環状線の沿道区域
とし、西端及び東端は農用地区域の指定現況等を勘案して高
石小学校を中心とする沿道区域を定めます。
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５.都市機能誘導区域における誘導施設の設定
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（１）誘導施設の基本的な考え方
・本市が直面している人口減少、超高齢社会において、郊外部を含めた市域全体の生活圏、又

・都市機能誘導区域ごとの具体的な誘導施設は、中心拠点、生活拠点において想定される各種

は地域生活圏の居住者の生活サービスを確保するため、都市機能誘導区域に各種の生活サー

生活サービス機能・施設を基本に、都市機能誘導区域の医療・福祉・商業等の生活サービス

ビス施設を保全又は補充することが必要になっています。

施設の現況及び周辺人口を勘案するとともに、当該都市機能誘導区域以外の区域においても

・誘導施設は、都市機能誘導区域において保全又は補充する各種の生活サービス施設のうち、
都市機能誘導区域ごとに限定して『立地を誘導すべき生活サービス施設（「都市機能増進施
設」と言われています。）』です。

必要な各種生活サービス機能・施設に配慮して設定します。
・なお、都市機能誘導区域ごとの誘導施設については、当該都市機能誘導区域の区域外におい
て建設等を行う場合は「届出」の対象施設となります。

（２）都市機能誘導の方向性及び誘導施設の設定
地

区

都市機能誘導の方向性
○既存の各種の生活サービス施設は、保全又は老朽化等に伴う更新、機能充実を促進し、
「既存生活サービス施設」
（医療施設、高齢者福
祉施設、障害者福祉施設、子育て支援施設、教育施設、商業施設、金融施設、公共施設、文化施設）の活用を図ります。

①高岡第一地区
（中心拠点）

○少子超高齢社会において高齢者福祉、子育て支援の必要性がより一層高まることを踏まえ、高齢者や子育て世代の利用機会が比較的多

誘導施設（設定）
●病院

●診療所

●通所型障害者福祉施設
●子育て支援センター

い文化施設（図書館、地域交流センター）や、障害者福祉施設（通所型障害者福祉施設）の整備に取り組みます。
（次頁、
「日常生活に

●スーパーマーケット（店舗面積 1,000 ㎡超）

おける公共施設の利用実態」参照）

●銀行

○本区域には多数のスーパーマーケットやコンビニエンスストアが集積していますが、多様な商業機能は充足していない状況にありま

●図書館

●公民館等、地域交流センター

す。このことを勘案し、多種多様な消費者ニーズに応える商業施設の立地の促進を長期的な観点から検討します。
○既存の各種の生活サービス施設は、保全又は老朽化等に伴う更新、機能充実を促進し、
「既存生活サービス施設」
（医療施設、高齢者福
祉施設、障害者福祉施設、子育て支援施設、教育施設、商業施設、金融施設、文化施設）の活用を図ります。
②蓮池地区
（中心拠点）

○本区域には各種のサービス施設が既に立地していますが、多種多様な市民ニーズに応えるため、今後も医療施設、障害者福祉施設、子
育て支援施設、商業施設等の立地の促進を長期的な観点から検討します。

●診療所
●通所型障害者福祉施設
●子育て支援センター
●スーパーマーケット（店舗面積 1,000 ㎡超）
●銀行
●公民館等、地域交流センター

○既存の各種の生活サービス施設は、保全又は老朽化等に伴う更新、機能充実を促進し、
「既存生活サービス施設」
（子育て支援施設、教育施設） ●診療所
③高岡第二地区
（生活拠点）

の活用を図ります。
○医療機能、文化機能が本区域及び周辺に立地していないことなどから、少子超高齢社会において必要性がより一層高まることを踏まえ、医療
施設（診療所）
、障害者福祉施設、子育て支援施設、文化施設の立地の促進を検討します。

●通所型障害者福祉施設
●子育て支援センター
●大学・専門学校
●公民館等、地域交流センター

○既存の各種の生活サービス施設は、保全又は老朽化等に伴う更新、機能充実を促進し、
「既存生活サービス施設」
（子育て支援施設、教育施設） ●診療所
④高石地区
（生活拠点）

の活用を図ります。
○医療機能、文化機能が本区域及び周辺に立地していないことなどから、少子超高齢社会において必要性がより一層高まることを踏まえ、医療
施設（診療所）
、障害者福祉施設、子育て支援施設、文化施設の立地の促進を検討します。

●通所型障害者福祉施設
●子育て支援センター
●公民館等、地域交流センター
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６．都市機能誘導区域における誘導施策
（１）現在、実施中で継続する施策
①本市が国の支援を受けて取組む施策

土佐市立地適正化計画≪概要版≫
（２）早期に実施する施策
①立地適正化計画に基づく「届出・勧告」制度の活用
・立地適正化計画を策定・公表した後において、
「届出制」
（都市再生特別措置法第 108 条）が適用

ⅰ

中心拠点における生活サービス施設の整備

・「市中心部への回遊性向上と合わせた中心市街地の賑わいの再生」などを目標とし、本市が国の
支援を受けて行う施策として、都市再構築戦略事業を平成 28 年度より実施しています。
・この事業を継続して実施し、“高齢者、子育て世代など誰もが安全で快適な都市の中で、いつま

されます。
・届出制は、市町村が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度で
す。この制度に基づき、都市機能誘導区域外で誘導施設の建設等（開発行為、新築・改築・用途の
変更）、都市機能誘導区域内での誘導施設の休止又は廃止の行為を行おうとする場合には、原則と

でも住み続けたいまちづくり”を目指し、図書館、中央公民館、市民会館（ホール）、社会福祉

して市長への事前届出が義務づけられており、市長は必要な場合に勧告を行うことができます。

センター、商工会の５つの機能をそなえた土佐市複合文化施設（下記の生活サービス施設を集約）

・この「届出制」を適切に運用し、誘導施設の建設等（開発行為、新築・改築・用途の変更）が都

を土佐市市民会館（閉鎖中）、土佐市立中央公民館、土佐市社会福祉センターが立地している場
所において整備を図ります。
1. 地域交流センターの整備【土佐市複合文化施設内】
・土佐市複合文化施設に地域交流センターを集約して整備し、日常的な利用及び各種イベント
の場として利用し、中心市街地の賑わいの再生を図ります。
2.教育文化施設（図書館）の整備【土佐市複合文化施設内】
・土佐市複合文化施設に図書館を集約して整備し、他の施設と連携を図りながら、文化・教育
活動を一層高めるとともに、市民や外来者が気軽に利用・交流できる施設とすることにより、
中心市街地の活性化を図ります。

ⅱ

中心拠点の都市空間の整備、充実

・本市が国の支援を受けて行う施策として、平成 28 年度より実施している都市再構築戦略事業を
継続して実施し、下記の都市空間の整備を図ります。

市機能誘導区域外で行われることを抑制し、都市機能誘導区域内の建設等を誘導します。
・また、都市機能誘導区域内に現存する誘導施設が、都市機能誘導区域外へ移転することを抑制し
ます。

≪届出・勧告の流れ≫
■目的：市町村が都市機能誘導区域外における誘導施設の整備の動きを把握するための制度
■届出の時期：開発行為等に着手する 30 日前まで
■対象：立地適正化計画の区域内において、当該都市機能誘導区域に定める誘導施設を有す
る建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施
設を有する建築物とする行為（誘導施設として定められた都市機能誘導区域内のこ
れらの行為を除く。）
■届出内容どおりの開発行為等が行われた場合、何らかの支障を生じると判断した場合は、
・開発行為等の規模を縮小するよう調整。
・都市機能誘導区域内の公有地や未利用地において行うよう調整。
・開発行為等自体を中止するよう調整。
等

1.情報板の整備：土佐市複合文化施設、高岡町商店街、市民公園に情報板（観光案内板）を設

不調

置し、市内外からの来訪者を地域の中心部に誘導し、中心市街地の賑わいの再生を図ります。
２.駐車場の整備：市民公園に駐車場を整備し、各利用者の利便性の向上を図るとともに市中

■届出者に対し、「規模縮小」「都市機能誘導区域内への立地」などを勧告することができる。

心部の賑わいの再生を図ります。
３.照明の整備：高岡町商店街に照明を配置し、土佐市複合文化施設を拠点施設として市内外
からの来訪者を地域の中心部に誘導を図ります。

（３）今後、適切な時期に実施する施策
①国の財政上、金融上、税制上の支援措置を活用する施策
・都市機能誘導区域内において持続的に都市機能の誘導を図るため、国の財政上、金融上、税制上

ⅲ

都市再構築戦略事業の関連事業

・本市独自の施策として「市役所庁舎整備事業」「高岡中学校改築事業」を進めます。

の支援措置を、今後、誘導施設の立地動向を見定めつつ適切な時期に活用することとします。

②今後、本市が独自に検討する施策案
・今後の誘導施設の立地動向を見定めつつ、市は独自に、
「用地の土地利用規制の緩和」
「円滑な事
業への支援策」「行政手続きの簡素化・円滑化などの支援策」「用地確保のための支援策」「誘導
施設の立地等への奨励金」を、必要に応じて検討します。
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７．居住誘導区域の設定

土佐市立地適正化計画≪概要版≫

居住誘導区域は、めざすべき都市の骨格構造を踏まえ、今後の人口減少下のなかでも一定エリア

③居住誘導の基本方針

で人口密度を維持することにより、日常生活サービス機能やコミュニティが持続的に確保されるよ

・居住誘導区域において一定の人口密度水準及び人口規模の保持、増大を目指すこととします。

う、居住を誘導すべき区域です。

・この基本方針は、
「土佐市まち・ひと・しごと創生

総合戦略(平成 29 年２月改正)」による“基

本施策”を受け、
“居住誘導区域における居住誘導の考え方”を整理し、これに基づいて定めま

（１）基本的な考え方

す。

①区域設定の考え方
・居住誘導区域は、都市機能や居住が集積し、今後も誘導・集約を図る中心拠点、生活拠点及び
その周辺、並びに公共交通により比較的容易にアクセスでき、中心拠点、生活拠点に立地する

【基本方針 1：若い世代、子育て世代を中心とした居住の誘導を目指します】
・

高岡第一地区及び蓮池地区の中心拠点の都市機能誘導区域に医療施設、子育て支援施設、
文化施設等を保全、集約し、この徒歩圏等において若い世代や子育て世代が安心して結婚、

都市機能の利用圏として一体的である区域を設定します。また、災害に対する安全性が高い区

出産し、子育てを続けられる環境を構築するとともに、安全で快適に暮らせる居住環境の形

域を設定します。

成を図り、若者や子育て世代を中心とした居住の誘導を目指します。

・20 年後を見据えた将来の人口及び人口密度を勘案し、適正な区域を設定します。

また、高岡第二地区の生活拠点の都市機能誘導区域の徒歩圏等において既存の高知リハビ
リテーション学院との連携により、学生や若者が転入・定住ができるよう、愛着を持って快

・本市は、人口と各種都市機能が集積する拠点として、中心拠点２箇所と生活拠点２箇所を位置

適に暮らせる居住環境の形成を図り、学生等の居住の誘導を目指します。

づけ、この周辺に４箇所の都市機能誘導区域を設定しています。このことを踏まえ、居住誘導

これらのことにより、若者の定住の促進、少子化の抑制、生産年齢人口の確保が期待でき

区域は都市機能誘導区域の徒歩圏等に定めるものとし、中心拠点及びその周辺、生活拠点及び

ます。

その周辺に設定します。

【基本方針２．高齢者など、市民の居住継続、居住の誘導を目指します】
・
高 岡 第
二地区
高 岡 第
一地区
蓮池
高石
地区
地区

高岡第一地区及び蓮池地区の中心拠点、並びに高岡第二地区、高石地区の生活拠点の都市
機能誘導区域に医療施設や文化施設等の保全・集約を図るとともに、この徒歩圏等において
安心して安全に暮らせる居住環境の充実を図り、高齢者など、市民の居住継続、居住の誘導
を目指します。

このことにより、市民の転出の抑制や高齢者の長寿化に努め、人口減少を抑制することが期待
できます。
【基本方針３：ＵＩＪターン者等の居住の誘導を目指します】
・ 本市において雇用を創出するとともに、高岡第一地区及び蓮池地区の中心拠点の徒歩圏等
において空き地や空き家等を活用して良質な居住地を供給することにより、県外からのＵＩ

②居住誘導区域の人口密度等の考え方

Ｊターン者等の移住者を中心とした居住の誘導を目指します。
・将来にわたり必要とされる市街地ゾーンのエリアを検討するための指標として、人口密度の目

このことにより、転入人口の増加が期待できます。

標値を検討します。目標とする人口密度は、市街化区域の設定における人口密度（40 人/ha）
を念頭に、これに近い人口密度を目指します。

【基本方針４：津波浸水想定区域等の他地域からの住み替え希望者等の居住の誘導を目指します】
・

・おおむね 20 年後の居住誘導区域の人口及び人口密度を推計し、居住誘導区域が適正な範囲にな
っていることについて検証します。

高岡第一地区及び蓮池地区の中心拠点の都市機能誘導区域に医療施設、商業施設等の保
全、集約を図るとともに、この徒歩圏等において安全・快適に暮らし続けられる居住地を形
成することにより、津波浸水想定区域等の他地域からの住み替え希望者等の居住の誘導を目
指します。
このことにより、「集住」を促進し、一定の人口密度水準、人口規模の確保が期待できま
す。
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（２）居住誘導区域の区域設定
・

居住誘導区域は、
「人口の動向」
「公共交通の利便性」
「防災」
「土地利用状況」という４つの項目に着目し、各項目に関する居住誘導区域の設定基準を定めて該当エリアを選定し、これらの一体的な区域

を定めます。
（人）41.93

①人口の動向

40.42

39.39

6,000

（ⅰ）平成 27 年人口集中地区

45.00
40.00
35.00

2

本市の人口集中地区は平成 27 年において、人口が約５千７百人、面積が 1.45km 、人口

・

（人/ha）

41.49

7,000

5,000

1.42km2

1.37km2

1.42km2

1.45km2 30.00

4,000

密度が 39.39 人／ha となり、概ね 40 人/ha の人口密度を維持する区域となっています。推

3,000

移は人口が横ばい傾向、面積が微増傾向、人口密度が微減傾向となっています。

2,000

このことを踏まえ、平成 27 年人口集中地区は居住誘導区域に含めることを基本とします。

1,000

25.00

5,745

5,891

5,740

5,711

20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

0
平成12年

平成17年
人口

平成22年
面積

平成27年

人口密度

（ⅱ）中心拠点、生活拠点周辺の人口密度
ア

高岡第一地区・中心拠点の周辺

・

高岡第一地区・中心拠点周辺の地区（国勢調査の基本単位区）
の人口密度は「40 人／ha 以上」が多く、その周辺は「30～35 人／
ha」、
「35～40 人／ha」などとなり、
“30 人／ha 以上のエリア”に
より一体的な市街地が概ね形成されています。
その外周部の人口密度は「25～30 人／ha」、
「20～25 人／ha」な
どとなっています。

イ

蓮池地区・中心拠点の周辺

・

人口密度は、中心部が「20～25 人／ha」、東方が「40 人／ha 以

上」、「30～35 人／ha」などとなっています。
ウ
・

高岡第二地区・生活拠点の周辺
人口密度は、住宅団地が「40 人／ha 以上」、「35～40 人／ha」、
「25～30 人／ha」で、北東側の地区は「10 人／ha 未満」となって
います。

エ
・

高石地区・生活拠点の周辺
人口密度は、東方の集落地の地区が「40 人／ha 以上」で、他の
地区は「15～20 人／ha」などとなっています。
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②公共交通の利便性
・

バス路線が４箇所の中心拠点、

⑤居住誘導区域の設定基準
・

居住誘導区域は、中心拠点、生活拠点を中心として人口と各種都市機能が集積することを目

生活拠点やその周辺において幹線

指すことから、各拠点の都市機能誘導区域を含むことを基本に、前記の「人口の動向」「公共

道路に運行され、幹線道路から概

交通の利便性」
「防災」
「土地利用状況」を踏まえ、下表の設定基準に基づき、これらの一体的

ね 300ｍ圏がバス停徒歩圏になっ

な範囲を設定します。

ています
設定基準
項

目

都市機能誘導区域を中心とし、下記の①又は②のいずれか、か
つ③を満たし、④の土地の街区を居住誘導区域とします。

①各種都市機能の利用圏
【バス停より 300ｍ圏（徒歩圏）図】

（徒歩圏）に関する設
定基準

③防災
②公共交通（都市機能誘
・

４箇所の中心拠点、生活拠点やそ

導区域と一体的である

の周辺において、土砂災害特別警戒

区域）に関する設定基

区域、津波災害特別区域、急傾斜地

準

崩壊危険区域は指定されていませ

（800ｍ圏域）等に位置し、すでに住宅地がそのエリア内の大
半において形成されている街区。
●都市機能区域の各種生活サービス施設の利用圏として、都市
能誘導区域と連絡するバス停の徒歩圏（300m 圏）等に位置し、
既に住宅地がそのエリア内の大半において形成されている街
区、かつ都市機能誘導区域と連続する又は連続するとみなせ
る街区。
のいずれかに合致するもの。

しかし、土砂災害警戒区域、急傾
団地の北西部、蓮池の城山公園付近

市役所、蓮池小学校、山の手保育園、高石小学校）の徒歩圏

●一定の人口密度を保持できることができる区域として、下記

ん。
斜地崩壊危険箇所が高岡乙の船越

●各種都市機能を集約する都市機能誘導区域の拠点施設（土佐

③人口密度等に関する設
定基準

に指定されています。

1.平成 27 年人口集中地区に位置し、既に住宅地がそのエリア内
の大半において形成されている街区。
2.都市機能誘導区域に隣接又は近傍に位置し、平成 27 年人口密
度（国勢調査基本単位区）が概ね 30 人／ha 以上で、既に住宅
地がそのエリア内の大半において形成されている街区。

【防災上危険箇所分布状況図】

●農業振興の観点及び災害に対する安全性の確保から、次の区
域を含まない土地。

④土地利用の状況

④防災及び土地利用の状
況を踏まえた設定基準

・

４箇所の中心拠点、生活拠点の周辺に都市機能誘導区域を定めています。

・

農用地区域は、４箇所の都市機能誘導区域の周辺に広く指定されています。

・農用地区域
・土砂災害特別警戒区域、津波災害特別警戒区域、災害危険区
域、急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所に指定されている
集団的な土地

⑤区域の境界線に関する
技術基準

●区域の境界線は、原則として河川・水路、道路等の明確な地
形・地物とします。また、幹線道路の沿道に帯状に定める場
合は、道路からの一定距離等をもって定めるものとします。
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【設定基準に該当するエリア図】
１．各種都市機能の利用圏（徒歩圏）に関する設定基準図

２．公共交通（都市機能誘導区域と一体的である区域）に関する設定基準図

３．人口密度等に関する設定基準図

４．防災及び土地利用の状況を踏まえた設定基準図
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⑥居住誘導区域の区域設定
・ 居住誘導区域は、都市機能誘導区域を含み、
拠点施設からの徒歩圏（800ｍ圏）又は都市機能
誘導区域と連絡するバス停の徒歩圏（300ｍ圏）
に位置するエリアを基本とします。
・ また、これを基本として下記の人口密度、防
災等の状況を踏まえて定めます。

居住誘導区域・設定基準【総合】と区域設定図

●高岡第一・蓮池地区周辺・居住誘導
区域
居住誘導区域は、次のエリアを基本とし
て高岡第一地区と蓮池地区の一体的な範囲
に定めます。
ⅰ 土佐市役所周辺の平成 27 年の人口集中地
区（国勢調査）。
ⅱ 高岡甲、高岡丙、高岡乙、蓮池の付近にお
いて、人口密度が 30 人／ha 以上のエリア
（国勢調査・小地域集計の基本単位区を基
本とします。）。
ⅲ 高岡乙の国道 56 号北側沿道において、土
佐市役所（拠点施設）から概ね 800ｍ（800
～1000ｍ）圏で、今後、人口の定住を誘導
することを方針とするエリア。
ⅳ ただし、蓮池の城山公園付近は、土砂災害
警戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所に指定さ
れていることから除外します。

●高岡第二地区周辺・居住誘導区域
居住誘導区域は、次のエリアを基本とし
て一体的な範囲に定めます。
ⅰ 高岡第二地区の都市機能誘導区域の西側
に隣接し、人口集密度が「40 人／ha 以上」、
「35～40 人／ha」の船越団地。
ⅱ ただし、船越団地の北西部は、土砂災害警
戒区域、急傾斜地崩壊危険箇所に指定され
ていることから除外します。

●高石地区周辺・居住誘導区域
居住誘導区域は、次のエリアを基本として一体的な範囲に定めます。
ⅰ 高石地区の都市機能誘導区域の東側に近接し、人口密度が「40 人／ha 以上」のエリア。
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⑦区域面積、人口等の現状
・

居住誘導区域の面積は、高

岡第一・蓮池地区周辺が約

居住誘導区域図

表
区

居住誘導区域の面積、人口等の現状
分

内訳

244ha、高岡第二地区周辺が約
19ha、高石地区周辺が約７ha
となっています。
・

居住誘導区域の現在人口

（平成 27 年時点）は、高岡第
一・蓮池地区周辺が約 8,370

居住誘導区域面積
(ha)
計

高 岡 第
一・蓮池
地区周辺

約 244

高岡第二
地区周辺

約 19

高石地区
周辺

約

7

①

約 270

人 口
（人）

人口密度
（人／ha）

約 8,370

約 34

約

750

約 39

約

430

約 31

（約 34 人／ha）、高岡第二地
区周辺が約 750 人（39 人／
ha）、高石地区周辺が約 430 人
（61 人／ha）となっています。
・

平成 22 年～27 年時点の人

口推移において、本市がマイ
ナス約 1,648 人（－約 5.7％）
と減少する中、高岡第一・蓮
池地区周辺が約 30 人（0.3％）
の増加、高岡第二地区周辺が
約 40 人(5.7％)の増加、高石
地区周辺が約 20 人（5.4％）
の増加となっています。
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８．居住誘導区域における誘導施策の設定
（１）居住誘導施策の基本的な方向

土佐市立地適正化計画≪概要版≫
（２）誘導施策の取り組み方針

居住誘導方策の基本的な方向として『居住誘導の基本方針』を踏まえて次の３事項を定め、具

・

第１に、“現在、実施中で継続する施策”に取り組みます。

体的な施策は全市的な施策と居住誘導区域における施策との整合性の確保を考慮しつつ検討し

・

第２に、“早期に実施する施策”として、立地適正化計画に基づく「届出」制度を活用して誘

導施設の誘導に取り組みます。

ます。

・

の誘導を図るため、国の財政上、金融上、税制上の支援措置を活用することとします。また、今

①転居（流入）者等の居住誘導に関する支援

後の居住地の立地動向を見定めつつ、本市が独自に行う施策を長期的な観点から検討します。

●方向性１：若者世代や子育て世代等に対する就学、子育て等の生活支援
・

新たに居住を希望する学生等の若者、子育て世代等に対する生活支援（就学、出産、子育て

支援等）を検討します。

●方向性２：市外や他地域からの住み替えへの支援
・

第３に、“今後、適切な時期に実施する施策”として、居住誘導区域内において持続的に居住

ＵＩＪターン者や津波浸水想定区域等の他地域からの住み替え世帯に対し、空き家（住宅）
等の情報提供や住宅改修への支援を検討します。

■

居住誘導施策の概要一覧
□

居住誘導区域外での住宅建設動向の把握等
●「届出」制を適用し、居住誘導区域外における住宅開発等の整備の動きを把握します。
（都市再生特別措置法第 88 条）

②良質な居住地の形成、供給促進に関する支援
●方向性３：魅力と愛着を有する居住環境づくり
・

若者や子育て世代等が魅力を感じる生活サービス施設の整備などにより、愛着を持てる居住

環境の形成を図ります。また、高齢者が安心して住み続けられるよう、高齢者サービスの充実
を検討します。
・ 潤いのある豊かな居住環境の創造や個性的で活力を感じる中心市街地の良好な景観形成に努
めます。

●方向性４：空き家・空き地の情報提 供
・ 住宅や住宅地用地の候補として、空き家や空き地（住宅地）の情報提供の充実を検討します。

【方向性１】若者世代や子育て世代等に対する就学、子育て等の生活支援
及び【方向性２】市外や他地域からの住み替えへの支援
●「市内教育機関就学助成」
「土佐市人づくり就学金」
「特別保育事業」
「定住人口促進事
業」の拡充等を検討します。
【方向性３】魅力と愛着を有する居住環境づくり
●地域交流センター、図書館、通所型障害者福祉施設の整備や、「市役所庁舎整備事業」
「高岡中学校改築事業」を進めます。
●まちづくり活動等への支援、「あったかふれあいセンター」の充実を検討します。
●景観計画策定等に基づく良好な景観の形成への取り組みを検討します。

●方向性５：住宅建設事業の円滑な事業化への支援
・

住宅建設に係る市の行政手続きの窓口を一元化して設置し、円滑な事業化を支援することを

長期的な観点から検討します。
・

住宅建設に伴う基盤施設整備に資する事業の円滑化に向け、直接または間接的な支援を長期

【方向性４】空き家・空き地の情報提供
●「土佐市空き家バンク」制度の拡充、住宅地整備・住宅建設に資する用地確保のための
支援策（情報提供）の充実を検討します。

的な観点から検討します。
・ 空き地等が広がる区域において、住宅地整備の基盤施設となる道路位置のガイドライン（案）
の立案に努め、住宅建設事業の円滑化に資する支援等を検討します。

③居住誘導区域外での住宅建設動向の把握等
・

立地適正化計画に基づく「届出」制を適用し、居住誘導区域外での一定規模以上の住宅建設

の動向を把握します。また、居住誘導区域への居住誘導に支障を生じるおそれがある場合は市

【方向性５】住宅建設事業の円滑な事業化への支援
●国の財政上、金融上、税制上の支援措置や、市が国の支援を受けて行う各種事業を、今
後、居住動向を見定め、適切な時期に活用します。
●住宅地整備の円滑な事業化への支援策、住宅地・住宅建設事業に対する行政手続き簡
素化・円滑化等の支援策、
『道路配置ガイドライン（案）』による住宅地整備の誘導策を
長期的な観点から検討します。

が調整、勧告することを検討します。
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（３）居住誘導区域における誘導施策

■居住誘導区域内への居住の誘導に対し、何らかの支障を生じると判断した場合は、
・開発行為等の規模を縮小するよう調整。
・当該開発区域が含まれる居住誘導区域外のうち、別の区域において行うよう調整。
・居住誘導区域内において行うよう調整。
・開発行為等自体を中止するよう調整。
等

①現在、実施中で継続する施策
（ⅰ）本市が国の支援を受けて取り組む施策等
●方向性３：魅力と愛着を有する居住環境づくり
・

不調

本市が国の支援を受けて行う施策として、都市再構築戦略事業を平成 28 年度より実施して

います。この事業を継続して実施し、“高齢者、子育て世代など誰もが安全で快適な都市の中
で、いつまでも住み続けたいまちづくり”を目指し、図書館、地域交流センター、観光交流セ
ンター、社会福祉センター、商工会の５つの機能をそなえた土佐市複合文化施設の整備を図り
ます。また、「市役所庁舎整備事業」「高岡中学校改築事業」を進めます。
■本市が国の支援を受けて取り組む生活サービス施設の整備

施策

概要

1. 地域交流センター
の整備【土佐市複合
文化施設内】

・土佐市複合文化施設に地域交流センターを集約して整備し、日常
的な利用及び各種イベントの場として利用し、中心市街地の賑わ
いの再生を図ります。
・土佐市複合文化施設に図書館を集約して整備し、他の施設と連携
を図りながら、文化・教育活動を一層高めるとともに、市民や外
来者が気軽に利用・交流できる施設とすることにより、中心市街
地の活性化を図ります。

2.教育文化施設（図書
館）の整備【土佐市
複合文化施設内】

■届出者に対し、「開発規模の縮小」「居住誘導区域内への立地」などを勧告することができる。

③今後、適切な時期に実施する施策
（ⅰ）国の財政上、金融上、税制上の支援措置を活用する施策
【方向性５】住宅建設事業の円滑な事業化への支援
・

居住能誘導区域内において、高齢者、子育て世代など、誰もが安全で心豊かに暮らし続けら

れる良質な住宅・住宅地の整備や生活環境の形成を目指し、国の財政上、金融上、税制上の支
援措置や、市が国の支援を受けて行う施策（各種事業）を、今後、居住動向を見定めつつ適切
な時期に活用することとします。

（ⅱ）今後、本市が独自に検討する施策
【方向性１】若者世代や子育て世代等に対する就学、子育て等の生活支援
【方向性２】市外や他地域からの住み替えへの支援

②早期に実施する施策
【方向性】居住誘導区域外での住宅建設動向の把握等

・ 立地適正化計画を策定・公表した後において、
「届出制」
（都市再生特別措置法第 88 条）が
適用されます。
・ 届出制は、市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度です。
この制度に基づき、居住誘導区域外の区域で一定規模以上の住宅地開発や住宅建設等（開発
行為、新築・改築・用途の変更）の行為を行おうとする場合には、原則として市長への事前届
出が義務付けられており、市長は必要な場合に勧告を行うこととなります。
・ この「届出制」を適切に運用し、住宅・住宅地の立地（開発行為、新築・改築・用途の変
更）が居住誘導区域外で行われることを抑制し、居住誘導区域内への立地等を誘導します。

・

本市では現在、学生の就学を支援するため「市内教育機関就学助成」、高校から大学院に在

学する市民を対象に「土佐市人づくり奨学金」事業、ＵＩターン者の住宅改修費補助を実施し
ています。また、若者の子育て支援の一つとして「特別保育事業」を一部の保育園で実施して
います。
・ 今後、居住誘導区域を中心として学生、子育て世代や市外等からの移住者の要望等を踏まえ、
これらの事業制度の拡充等を検討します。

■今後、現行制度の拡充等を検討する転居者等の居住誘導施策
区分（事業名）
1.市内教育機関
就学助成

【届出制度の概要】（出典：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」）
■目的：市町村が居住誘導区域外における住宅開発等の整備の動きを把握するための制度
■届出の時期：開発行為等に着手する 30 日前まで
■対象
【開発行為】
①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの
③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開
発行為
【建築等行為】
①３戸以上の住宅を新築しようとする場合
②人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合
③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅等（①、②）とする場合

2.土佐市人づく
り就学金

3.特別保育事業

4.定住人口増加
促進事業

事業目的（現行）

事業の概要

・学生の大学進学時の転出を抑制、また、 ・現行制度の拡充等を検討します。
市 内 教 育 機 関 就 学 の 市 内 へ の 居 住 を 【現行制度】
促進し、定住を推進する。
・高知リハビリテーション学院が行う就学奨
励事業への補助：
学生のうち９月及び２月の市内在住者にそ
れぞれ３万円
・高校から大学院に在学する経済的な理 ・現行制度の拡充等を検討します。
由により就学が困難な者に対し、学資 【現行制度】
を給付し、子育てを支援する。子ども ・土佐市人づくり奨学金条例（給付型）：
を生み育てやすいまちづくりにつな
高校生から大学院を対象に、月額１万円を
がる。
給付
・子育て支援のため、
「特別（延長）保育」 ※居住誘導区域等の保育園においても、
「特別
【天理あかつき】、
「乳児保育（１歳未
（延長）保育」、
「乳児保育（１歳未満児）」、
満児）
【11 園】、
「一時預かり事業」
【蓮
「一時預かり事業」、
「子育て支援事業」の実
池】、
「子育て支援事業」
【蓮池、宇佐】
施を検討します。
を一部の保育園で実施しています。
・土佐市は海・山・川に囲まれ、生姜・ ・現行制度の拡充等を検討します
文旦等農作物の生産も盛んである。近 【現行制度】
年交通網も整備が進んでおり、今後知 ・ＵＩターン希望者住宅改修費補助金：
名度向上のためのＰＲ等を実施し、県
移住者が空き家バンク登録物件に居住し、
外からの移住を推進する。
改修を行う場合の補助（上限額７５万円）
など
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【方向性３：魅力と愛着を有する居住環境づくり】
・

【方向性４：空き家・空き地の情報提供】

本市では現在、「地域おこし協力隊」を募集し、市民により観光ガイドなどの活動が行われ

●

本市では現在、「土佐市空き家バンク」制度を開設し、住宅の売買、賃貸の情報提供を実施して

ています。今後、地域住民等が主体となって行政との協働により、まちに愛着と誇りを持てる

います。今後も、住宅や住宅地用地の候補として、「土佐市空き家バンク」制度や空き家や空き地

魅力ある市街地の環境づくりを目指し、市民のまちづくり活動への支援策等を長期的な観点か

（住宅地）の情報提供の充実を検討します。

ら検討します。
・

また、高齢者が安心して住み続けられるよう、現在、実施している高齢者サービスの充実を

■今後、現行制度の拡充等を検討する空き家・空き地の情報提供施策
区

検討します。

■今後、現行制度の拡充等を検討する居住環境の形成に資する施策
区分

施策の概要

施策の内容

・現在、観光ガイドとして活躍して

・現在の「地域おこし協力隊」を先行

いる「地域おこし協力隊」を先行

例として、地域住民等が主体とな

1. ま ち づ く り 活

例とする、まちづくり活動等（地

って、地区の課題の解消、魅力づく

動等への支援

区レベルのまちづくりのワーク

りに資する計画づくりや、まちの

ショップ活動や計画立案、まちの

管理計画等を立案する活動等への

管理等）への支援

支援策を検討します。

・子どもから高齢者まで誰もが集え

・土佐市社会福祉センター（高岡町

2.「あったかふれ

る場としての基本機能を実施し

乙）等で実施している「あったかふ

あいセンター

つつ、相談・訪問・つなぎ・生活

れあいセンター事業」の拡充を検

事業」の充実

支援など必要なサービスを提供

討します。

します。

分

1.「 土佐市空き家バン
ク」制度の拡充

2.住宅地整備・住宅建
設に資する用地確
保のための支援策

施策の概要
・空き家を活用した
移住者等への住宅
情報の提供
・用地（民有地）の情
報提供【用地のマッ
チング】

施策の内容
・今後、まちなか（居住誘導区域）を中心とす
る住宅（空き家）の売買、賃貸の情報提供の
充実を検討します。
・現在、市は「土地情報登録制度」を定めてい
ます。これは、公共事業の用地買収時の代替
地として用地を登録する制度です。
・今後、この制度を参考として、住宅を建設で
きる空き地、空き家等の用地（民有地）の紹
介、斡旋の施策を検討します。

【方向性５：住宅建設事業の円滑な事業化への支援】
● 今後の居住地の立地動向を見定めつつ、住宅・住宅地の円滑な供給をめざし、本市が
独自に行う施策等（本市が国の支援を受けて行う施策を含む。）として、下記の住宅地整
備の円滑な事業化への支援策施策、住宅地・住宅建設事業に対する行政手続きの簡素化・
円滑化などの支援策、『道路配置ガイドプラン（案）』による住宅地整備等の誘導策を長
期的な観点から検討します。

■今後、検討する住宅地整備や住宅供給等を支援する施策
■景観計画策定等に基づく良好な景観の形成
・

区

分

本市では、良好な景観の形成を促

進するため、市民等との協働により

１.住宅地整備の円滑
な事業化への支援
策

景観計画の策定への取り組みを検討
し、住民・事業者・行政が一体とな
って潤いのある豊かな居住環境の創
造や個性的で活力を感じる中心市街

２.住宅地・住宅建設
事業に対する行政
手続きの簡素化・円
滑化などの支援策

地の良好な景観形成に努めます。

【景観法の概念図】
出典：「景観法の概要」平成 17 年、国土交通省

３.『道路配置ガイド
プラン（案）』による
住宅地整備等の誘
導策

施策の概要

施策の内容

・開発許可基準（接続
道路などの基盤施
設の整備基準等）な
どへ対応するため
の支援

・住宅地整備に資する事業の円滑化に向け、市
が直接又は間接的に開発事業等を支援する
ことを検討します。

・行政手続きの簡素
化・円滑化

・市のワンストップ体制を整備し、事業者の開
発等手続きの簡素化、円滑化に資することを
検討します。

・空き地等の道路未
整備エリアにおけ
る『道路配置ガイド
プラン（案）』によ
る住宅地整備等誘
導

・空き地等の道路未整備エリアにおいて、住宅
建設や住宅地整備を想定し、『道路配置のガ
イドライン（案）
【地形図に道路位置、幅員等
を例示】』を作成し、市の行政指導により道路
の配置系統、幅員等を確保しつつ、住宅地整
備、住宅建設の円滑な事業化を誘導する施策
を検討します。
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９．目標値の設定

土佐市立地適正化計画≪概要版≫
（３）居住誘導に関する評価指標及び目標値等

（１）目標値の意義、設定期間
①目標値の意義
・

①高岡第一・蓮池地区周辺の居住誘導区域の人口の現状と見通し

目標値は、おおむね５年毎に計画に記載された施策・事業の実施状況について調査、分析及び評価
する中で、立地適正化計画の遂行により実現しようとする目標を定量的に提示する指標です。

及び人口規模の保持、増大を目指すこととします。
【基本方針 1：若い世代、子育て世代を中心とした居住の誘導を目指します。】

②目標値の設定期間
・

・ 本計画における居住誘導は次の基本方針に基づき、居住誘導区域において一定の人口密度水準

【基本方針２：高齢者など、市民の居住継続、居住の誘導を目指します。】

本計画に記載した施策・事業の取り組み状況について、概ね５年ごとに取り組み状況の調査、
分析及び評価を行うに当たり、目標値を定めてその達成状況等をあわせて評価、分析し、本計画

【基本方針３：ＵＩＪターン者等の居住の誘導を目指します。】
【基本方針４：津波浸水想定区域等の他地域からの住み替え世帯等の居住の誘導を目指します。】

の進捗状況について検討を行います。また、必要に応じて、適切に本計画の見直し等を行うもの
とします。
・

本計画の目標年次である概ね 20 年後の平成 47 年（2035 年）を目標年次、その中間の平成 37

居住誘導区域において一定の人口密度水準及び人口規模の保持、増大を目指す

年（2025 年）を中間年次として、指標及び目標値を設定します。

・

（２）都市機能誘導に関する評価指標及び目標値等

歳階級）別人口（国勢調査結果による推定人口 ※ ）に基づき、居住誘導区域の将来人口（見

・本市の目指すべき都市の将来像『豊かで美しい自然と共生し、安全・快適な生活を育む自立・交
流都市』を目指し、都市機能誘導に関する指標と目標値を次のように設定します。

目標値
標

基準値

①地域交流施設の利用
20,956 人
者数
（平成 25 年度）
②図書館の利用者数

通し）を推計します。
【現状】

・ 現在人口（平成 27 年時点）は,高岡第一・蓮池地区周辺が約 8,370 人（約 34 人／ha）、高

■指標及び目標値
指

このことを踏まえ、３箇所の居住誘導区域における平成 22 年と平成 27 年の年齢（５

17,654 人
（平成 26 年度）

③公共交通（ドラゴン
53,585 人
バス）の利用者数
（平成 26 年度）

中間年次

目標年次

（平成 37 年度）

（平成 47 年度）

29,000 人

29,000 人
を維持

22,000 人

22,000 人
を維持

55,000 人

55,000 人
を維持

備

考

・地域交流施設、図書館は、子育て
世代、高齢者などを中心に全て
の世代にわたって利用する機会
が比較的多い生活サービス施設
です。
・市中心部を拠点に市内を循環す
るバスであり、中心拠点への来
訪者数を表す交通手段です。

岡第二地区周辺が約 750 人（39 人／ha）、高石地区周辺が約 430 人（約 31 人／ha）、３区
域・合計で約 9,540 人（約 35 人／ha）となっています。
・ 平成 22 年～27 年時点の人口推移において、本市がマイナス約 1,648 人（－約６％）と減
少する中、３箇所の居住誘導区域においては人口が微増しています。
【将来人口の見通し】
・目標年次の平成 47 年において、市全体と同様の人口変動で推移する場合、高岡第一・蓮池地区
周辺が約 6,950 人（28 人／ha）、高岡第二地区周辺が約 650 人（34 人／ha）、高石地区周辺が約
360 人（51 人／ha）となり、３区域の合計で約 7,960 人（約 29 人／ha）に減少すると推計しま
す。【ケースＡ】
・現状の人口変動（人口が微増）が継続する場合は、高岡第一・蓮池地区周辺が約 8,030 人（33 人
／ha）、高岡第二地区周辺が 890 人（47 人／ha）、高石地区周辺が約 550 人（78 人／ha）となり、

■効果：“中心拠点におけるにぎわいの高揚（来街者数の増加）”

３区域の合計で約 9,470 人（約 35 人／ha）と概ね横ばいになると推計します。【ケースＢ】

目標値
指

標

基準値

中間年次
（平成 37 年度）

②商店街集客施
設（ドラゴン広
場）利用者数

104,495 人
（平成 26 年度）

115,000 人

目標年次

備

考

（平成 47 年度）

115,000 人
を維持

・中心拠点に都市機能を集約す
ることによる効果として、来街
者の増加を示すものです。

●将来人口推計【ケースＡ】：居住誘導区域においても本市全体と同様の人口変動になると仮定する場合⇒
社人研が公表している“土佐市の男女・年齢（５歳階級）別の移動率”を仮定値として推計します。
●将来人口推計【ケースＢ】
：居住誘導区域における平成 22～27 年の人口増加が概ね続くと仮定する場合⇒
当該居住誘導区域における、平成 22 年を基に平成 27 年時点の男女・年齢（５歳階級）別人口から “移
動率（男女・年齢（５歳階級別）”を算定し、これを移動率の仮定値として推計します。なお、
「出生と死
亡」は社人研が公表している“土佐市の将来値”を仮定値とします。
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②評価指標及び目標値と効果

（人）
12,000
約9,600

9,544

9,456

10,000

約9,600

約9,560

約9,470

【評価指標】

8,000

約9,150

約8,750

約8,360

約7,960

6,000

・ 本市の３箇所の居住誘導区域において、人口が増加している要因の一つとして“30～34 歳”、
“35
～39 歳”の増加（転入超過）が特徴となっています。

4,000

・この『“30～34 歳”、“35～39 歳”の増加（転入超過）』が一過性でなく、今後も継続して誘導する
ことができれば、当該居住誘導区域の将来人口は概ね横ばいで推移する見通しです。

2,000

ケースＡ【土佐市全体の移動率】

平成４７年（推計）

平成４２年（推計）

平成３７年（推計）

平成３２年（推計）

実績

平成２７年

平成２２年

0

・このことを踏まえ、子育て世代である“30～34 歳”、“35～39 歳”の転入を今後も継続して誘導す
ることを目指し、「子育て世代等に対する子育て等の生活支援」や「魅力と愛着を有する居住環境
づくり」等を重要な施策の一つとして取り組むこととします。
・このことから、評価指標は“基本方針 1：若い世代、子育て世代を中心とした居住の誘導を目指し
ます。”に基づき、『子育て世代【30 歳代】の増加（転入超過）人口』と設定します。
【評価指標】３箇所の居住誘導区域・合計における

ケースＢ【区域固有の移動率】

『子育て世代【30 歳代】の増加（転入超過）人口』

現状及び将来推計人口【居住誘導区域・３区域の合計】

～
・

視点：子育て世代の転入・転居に伴う住まいの誘導

～

また、平成 22～27 年の年齢（５歳階級）別人口の変動（出生・死亡と転出入）をみると、
“30～34 歳”、
“35～39 歳”では「転入」
（増加）が「死亡・転出」
（減少）を上回り、増加（転
入超過）していることが特徴となっています。

【目標値】

（人）
500
419

・

して、次のように設定します。

“30～34 歳”、
“35～39 歳”
では増加（転入
超過）

400
300
200
100

65 61

37 42

目標値は、将来推計人口【ケース B（平成 22～27 年の人口増加が概ね続くと仮定する場合）】を参考と

■指標及び目標値
指

標

基準値

24

目標値
中間年次
目標年次
（平成 37 年）
（平成 47 年）

0
-17
-100

-3 -3 -2 -19
-34 -33 -33

-30
-72

-63

３箇所の居住誘導
区域・合計における

-251
０

～

～

７
０

～

６
５

～

６
０

～

５
５

～

５
０

～

４
５

～

４
０

～

３
５

～

３
０

～

２
５

～

２
０

～

１
５

～

～

１
０

～

７ ８ ８
５ ０ ５
４ ９
歳
歳 歳 １ １ ２ ２ ３ ３ ４ ４ ５ ５ ６ ６ ７ ７ ８ 以
４ ９ ４ ９ ４ ９ ４ ９ ４ ９ ４ ９ ４ ９ ４ 上
歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳
～

５

考

・『 居 住 誘 導 の 基 本 方

-200
-300

備

106 人
／５年

『子育て世代【30
歳代】の増加
（平成 22～27
（転入超過）人
年）
口』

220 人／10 年

420 人／20 年

針 1：若い世代、子育
て 世代 を中心 とし た

（「平成 27～32 年」（「平成 27～32 年」＋

居 住の 誘導を 目指 し

＋ 「 平 成 32 ～ 37 「平成 32～37 年」＋

ます。』に基づく居住

年」）

「平成 37～42 年」＋

誘導の評価指標で

「平成 42～47 年」）

す。

居住誘導区域の３箇所・合計における
平成 22～27 年の５年間における人口変動
（出生・死亡、転入・転出による人口増減）
【備考】右図の年齢別増減人口は、平成 22～27 年の５年間の出生・死亡、転出入による増減人口で、例
えば“H27 年の「30～34 歳」－H22 年の「25～29 歳」”により算定しています。
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１０．進行管理及び見直し

【効果】

・３箇所の居住誘導区域において、目標である『子育て世代【30 歳代】の増加（転入超過）人口
＝20 年間で 290 人増加』の達成により “人口推移の横ばい≒現在人口の維持”が可能と想定

・

されます。

市町村は、立地適正化計画を策定した場合においては、概ね５年毎に、立地適正化計画の区
域における住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する施策の実施状況について調査、

・このことから、目標達成により期待される効果は『現在人口の維持』による“コンパクトなま

分析及び評価を行い、必要があるときは、立地適正化計画及びこれに関連する都市計画を変更

ちづくり”と考えます。

するものと定められています。（都市再生特別措置法第８４条）

・このことを踏まえ、居住誘導区域・３箇所の将来人口・合計を効果の指標と設定します。
・この人口規模等は平成 27 年の現在人口（推定）約 8,400 人と平成 47 年の将来推計人口【ケー

・

本計画は概ね 20 年後の都市の姿を展望しつつ、概ね５年ごとを目安に、本計画の目標値の達

ス B（平成 22～27 年の人口増加が概ね続くと仮定する場合）】を踏まえ、平成 47 年時点にお

成状況及び都市構造のコンパクトさの指標等による客観的かつ定量的な分析、評価を基に進行

いても『概ね 8,400 人（人口密度：概ね 34 人／ha）』と設定します。

管理を行います。あわせて、必要に応じて計画の見直し等を行う動的な計画として運用します。

■効果：“中心拠点周辺（居住誘導区域）におけるコンパクトなまちづくり”
指

標

基準値

中間年次

現況値（平成
27 年）

３箇所の居住誘導区
域・合計における

・ 本市の人口や都市機能の立地動向を見定めるとともに、国全体の人口動向や近年移り変わり

目標値

約 9,500 人、

『人口、人口密度』 約 35 人／ha

備

目標年次

概ね 9,500 人、概 概ね 9,500 人、概ね
ね 35 人／ha

35 人／ha

≪現在の人口規模 ≪現在の人口規模の
の維持≫

維持≫

の早い社会経済情勢の変化等、様々な課題に対応するため、PLAN（計画の策定）⇒DO（実行）

考

⇒CHECK（評価）⇒ACT（計画の見直し）のＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理を行い、居
住誘導区域、都市機能誘導区域及び誘導施設、並びにその誘導施策等について必要に応じて適

・現在の人口規模を維

切に見直しを実施します。

持し、居住誘導区域
におけるコンパクト
なまちづくりが期待
されます。

・

なお、進行管理については、都市計画審議会に評価結果を報告し、意見拝聴を行いながら実
施するものとし、本計画の見直しの必要が生じた際には、パブリックコメントや都市計画審議
会の議を得る等の一定の手続きを行った上で実施します。
ＰＩａｎ
・立地適正化計画の策
定、改訂

（人）
12,000
10,000

9,456

9,544

8,000

約9,600

約9,600

約9,560

約9,470

約9,150

約8,750

約8,360

約7,960

6,000

Ａｃｔ

Ｄｏ

・評価、検証に基づく計
画の見直し

・計画の実行（誘導施策
の展開）

4,000
2,000
平成４７年（推計）

ケースＡ【土佐市全体の移動率】

平成４２年（推計）

平成３７年（推計）

平成３２年（推計）

平成２７年

実績

平成２２年

0

ケースＢ【区域固有の移動率】

現状及び将来推計人口【居住誘導区域・３区域の合計】（再掲）

Ｃｈｅｃｋ
・成果・進捗状況の把握
・目標の評価、検証

土佐市立地適正化計画
平成３１年３月

土

佐

市
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