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序 章 立地適正化計画の概要 

１ 立地適正化計画策定の背景と目的 

我が国における多くの地方都市では、これまで郊外開発が進み市街地が拡散し

てきましたが、今後は急速な人口減少が見込まれていることから、拡散した市街

地のままで人口が減少し、居住が低密度化すれば、一定の人口密度に支えられて

きた医療、福祉、子育て支援、商業などの生活サービスの提供が将来困難になり

かねません。さらに、厳しい財政状況の下、急速に進行している社会資本の老朽

化が問題となっています。 

本市においても、国と同様、これまで経験したことがない少子高齢化、人口減

少社会の局面を迎えつつあり、人口構成が大きく変わることが推測されているこ

とから、平成 28(2016)年３月には「西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以

下「総合戦略」という。）を策定しました。総合戦略では、将来的な人口構造の変

化を将来展望として掲げ、今後５か年で展開する施策についてソフト事業を中心

に取りまとめていますが、長期的には少子高齢化や人口減少にも目を配る複眼的

視点を必要としています。 

国においては「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が施行され、「立

地適正化計画制度」が創設されました。この制度は、都市全体の構造を見直し、

コンパクトなまちづくりと、これと連携した公共交通ネットワークを形成するた

め、居住や医療、商業などの暮らしに必要なサービス施設の立地の適正化を図る

ものです。 

本市においては、立地適正化計画制度を活用し、まちの持続可能性を確保する

ため、拠点の形成と交通ネットワークの充実による都市構造を実現し、次代につ

ながる、暮らしやすい、住みたい、住み続けたいまちを目指します。 
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２ 立地適正化計画の位置付け 

１）立地適正化計画の意義と役割 

立地適正化計画は、次の７つの意義と役割を果たします。 

 

① 都市全体を見渡したマスタープラン 

     立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通などの様々な

都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープランとして位置付

けられる市町村マスタープラン（西脇市都市計画マスタープラン）の高度

化版です。 

   ② 都市計画と公共交通の一体化 

     居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地

域交通の再編との連携により、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』

のまちづくりを進めます。 

    ③ 都市計画と民間施設誘導の融合 

     民間施設の整備に対する支援や立地を緩やかに誘導する仕組みを用意し、

インフラ整備や土地利用規制など従来の制度と立地適正化計画との融合に

よる新しいまちづくりが可能になります。 

    ④ 市町村の主体性と都道府県の広域調整 

     計画の実現には、隣接市町村との協調･連携が重要です。 

     都道府県は、立地適正化計画を作成している市町村の意見に配慮し、広域

的な調整を図ることが期待されます。 

    ⑤ 市街地空洞化防止のための選択肢 

     居住や民間施設の立地を緩やかにコントロールできる、市街地空洞化防止

のための新たな選択肢として活用することが可能です。 

⑥ 時間軸をもったアクションプラン 

     計画の達成状況を評価し、状況に合わせて、都市計画や居住誘導区域を不

断に見直すなど、時間軸をもったアクションプランとして運用することで

効果的なまちづくりが可能になります。 

⑦ まちづくりへの公的不動産の活用 

     財政状況の悪化や施設の老朽化などを背景として、公的不動産の見直しと

連動し、将来のまちの在り方を見据えた公共施設の再配置や公的不動産を

活用した民間機能の誘導を進めます。 

（出典：立地適正化計画の意義と役割（国土交通省）） 

差し替え予定 
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２）立地適正化計画で定める事項 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条の規定に基づき、次の事項を定

めることとされています。 

 

○住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市

の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設）の立地の適正化を図る

区域（居住誘導区域、都市機能誘導区域） 

○都市機能誘導区域に立地を誘導すべき都市機能増進施設（誘導施設） 

  ■立地適正化計画のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ホームページ） 

 

   ① 居住誘導区域 

    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をいいます。 

   ② 都市機能誘導区域 

    都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業などの都市機能を都市の中心拠点や

駅などを含む拠点エリアに誘導し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をいいます。 

   ③ 誘導施設 

    誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導又は維持すべき施設をい

います。施設としては、医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住

者の共同の福祉又は利便性の向上を図るための施設であって、都市機能の増

進に寄与するものをいいます。 
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３）計画目標年次 

立地適正化計画は、おおむね 20年後の都市の姿を展望し、策定するものとされ

ています。 

西脇市立地適正化計画（以下「本計画」という。）の目標年次は、おおむね 20

年後の平成 52(2040)年度とします。 

なお、社会経済情勢の変化や上位計画、関連する計画の改定などに対応すると

ともに、計画の達成状況にあわせ、必要に応じて見直しを行います。 

 

４）計画の対象範囲 

都市再生特別措置法第 81条第１項の規定に基づき、計画の対象範囲は都市計画

区域とします。 

  ■計画の対象範囲 

 

  



－ 西脇市立地適正化計画（案） － 

序章 立地適正化計画の概要    

    5  

３ 立地適正化計画と関連する計画 

立地適正化計画は、居住や医療・福祉・商業、公共交通などの様々な都市機能

と都市全体を見渡した都市計画マスタープランの高度化版としての位置付けを持

つ計画です。 

本計画は、上位計画である「西脇市総合計画」や関連する「西脇市都市計画マ

スタープラン」などとの整合を図るとともに、各種関連計画や分野別計画との連

携を図りながら作成します。 

下図は、本計画の位置付けと関連計画などとの関係性を示したものです。Ｐ６

以降に、関係の深い「西脇市総合計画」「総合戦略」の概要を示します。 

  ■計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西脇市都市計画マスタープラン 
（平成22(2010)年３月） 

※平成30(2018)年度改定予定 

西脇市立地適正化計画 

西脇市 
公共施設等 
総合管理計画 

（平成28(2016)年５月） 

連携 

西脇市総合計画 
（平成19(2007)年10月） 

※平成30(2018)年度改定予定 

兵庫県の上位計画 
兵庫県東播磨地域都市計画区域 

マスタープラン（平成 28(2016)年３月） 

西脇市 
まち・ひと・しごと 

創生総合戦略 
(平成28(2016)年３月) 

＜関連計画＞ 
西脇市住生活基本計画 
西脇市空家等対策計画 

＜分野別計画＞ 
産業分野（西脇市経済振興アクションプラン、西脇ファッション都市構想） 
防災分野（西脇市地域防災計画、西脇市水防計画、西脇市国民保護計画） 
教育分野（西脇市教育振興基本計画、西脇市就学前教育・保育の推進に関する基本方針） 
子育て分野（西脇市子ども・子育て支援事業計画） 
福祉分野（西脇市地域福祉計画、 
     第７期西脇市高齢者安心プラン（西脇市高齢者福祉計画・介護保険事業計画）、 
     にしわき健康プラン[西脇市健康増進計画]、 

西脇市障害者基本計画・第５期西脇市障害福祉計画） 
観光分野（西脇市観光交流推進ビジョン） 

西脇市地域 
公共交通計画 

（平成27(2015)年３月） 

連携 

西脇市地域公共 
交通網形成計画 

※平成30(2018)年度 
策定予定 

連携 

西脇市中心市街地 
活性化基本計画 

え～まちやんか西脇 
（平成13(2001)年３月） 

西脇市まちなか 
（中心市街地）活性化計画 
※平成30(2018)年度策定予定 

連携 
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１）西脇市総合計画（平成 19(2007)年 10 月策定）、 

後期基本計画（平成 25(2013)年３月策定） 

平成 19(2007)年度に策定された「西脇市総合計画」は、本市の最上位計画で、

基本構想、基本計画、行動計画（実施計画）により構成されています。基本構想

は、長期的な展望に立ち、将来における本市の目指すべき姿を明らかにし、その

実現に向けた政策展開の基本的な方向性を示しています。基本計画は、計画期間

を前期と後期に分け、基本構想の実現に向けた施策の展開方針をまちづくりの分

野別に示しています。行動計画（実施計画）は、基本計画に定められた施策につ

いて、事業の具体的内容を体系的にまとめたものを示しています。 

計画目標年次は、基本構想が平成 30(2018)年度、前期基本計画が平成 24(2012)

年度、後期基本計画が平成 30(2018)年度です。 

  ○西脇市の都市像 

   人輝き 未来広がる 田園協奏都市 

  ○西脇市の将来像（キャッチフレーズ） 

   いのちいきいき 自然きらきら 共生のまち にしわき 

   ～市民が主役！地域が主体！次世代につなぐ ふるさとの創造～ 

  ○土地利用の基本方針 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 自然環境と都市環境の調和の 

とれた発展を促すため、無秩 

序な開発を抑制し、秩序ある 

土地利用を進めます。 

② 「市街化区域」では、用途の 

純化や秩序ある用途の共存に 

より、都市機能を明確化し、 

コンパクトで快適な市街地形 

成に努めます。 

③ 「市街化調整区域」では、無秩序な開発を抑制する一方、これまでの規制によっ

て人口減少や地域が持っている資源や特性の低下が進む地域においては、地域の

まちづくりと一体となった土地利用を図っていくことが必要なことから、地域住

民とともに「特別指定区域制度」などの活用についての協議を進めます。 

④ 農地・山林については、農林業の生産基盤や緑地資源として不可欠なものである

ことから、無秩序な開発を防ぎ、その維持・保全に努める一方、新たな農業施策

などの導入を図り、積極的な環境整備に努めます。 

⑤ 工業については、市街化区域内において大規模な工場を誘致するために、必要な

用地の確保が困難なことから、企業誘致の受け皿として市街化調整区域に産業誘

致地区を指定し、積極的な産業の集積を図ります。 

■土地利用現況図 
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２）西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28(2016)年３月策定） 

平成 27(2015)年度に策定された「西脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、

全国的な人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、国が策

定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を踏まえ、本市の平成 72(2060)年に

おける人口の将来展望に基づき、人口減少を抑制するために早急に取り組むべき

施策や、人口減少を踏まえた中長期的な取組などを定めたもので、活力ある西脇

市を次代へ引き継いでいくための戦略を示しています。 

計画目標年次は、平成 31(2019)年度です。 

  ○ビジョン 

   地域産業が活性化され、若い世代がいきいき暮らし、活躍できるまち 

  ○ターゲット 

   ・市から流出した 20～30 歳代の若い世代 

   ・今後流出が懸念される若年世代 

   ・地域が必要とする新たな外部人材 

  ○基本目標 

   ・基本目標１：地元回帰と新たな外部人材の流入を促進します 

   ・基本目標２：結婚、出産、子育てしやすいまちを実現します 

   ・基本目標３：地域に根ざす産業の活性化を通じて仕事と雇用を創出します 

  ○長期的に取り組んでいくべき施策の方向性 

    将来的な人口構造の変化を目指す視点と合わせて、人口構造が変わるまでし

ばらく続く少子高齢化、人口減少社会にも目を配る複眼的な視点が必要です。

したがって、今後訪れる人口減少社会に的確に対応し、効率的かつ効果的な社

会システムを再構築するとともに、人口減少時代においても住民が地域でいき

いきと暮らしていけるまちを目指し、本市が地域住民とともに長期的に取り組

んでいくべき施策の方向性を次のとおり整理しています。 

   

 

 

 

  

■複眼的視点で取り組む施策の方向性 

＜施策の方向性＞ 

①都市のコンパクト化 

②「小さな拠点」の形成 

③公共交通の確保 

④広域幹線道路・地域間幹線道路の整備 

⑤既存ストックのマネジメントの強化 

⑥自然との共生 

⑦健康寿命の延伸 

⑧相互扶助と地域自治協議会の設立 

⑨労働力の確保 

⑩一次産業の復活  
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（印刷余白） 
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