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第８章 ⽴地適正化計画の推進 

第８章 立地適正化計画の推進          

１ 誘導施策                           

（１）誘導施策の設定方針                         

第３章で⽰した将来都市構造の実現に向けた誘導⽅針に基づき，都市機能誘導，居住誘
導，公共交通の観点から，誘導施策の設定⽅針を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

多様な居住ニーズに対応した良好な居住環境の維持・充実 

都市機能施設の連携・機能分担を⽀える公共交通等の維持・充実 

●コミュニティ拠点における都市機能施設の維持・充実 
・誘導区域外の拠点における都市機能施設の維持・充実や機能集約により利便性

の維持・向上を図る。 

●既存集落の維持・充実 
・農地の維持・保全の担い⼿である既存集落のコミュニティの維持・充実を図る。 

●⾃転⾞利⽤環境の向上 
・⾃動⾞以外の⾝近な交通⼿段であり，観光振興にも活⽤が期待される⾃転⾞利⽤の

促進を図る。 

●公共交通等のネットワークの維持・充実 
・⾃動⾞に過度に依存しない交通体系の構築に向けて，公共交通の維持・充実を図る。 
・集落間の交通ネットワークの維持・充実を図る。 

●中⼼拠点・地域拠点における拠点性の向上 
・⽯岡駅市街地，柿岡市街地，⾼浜駅周辺及び南台・東⽯岡周辺の求⼼⼒向上に

より，都市機能施設の充実や質の向上を図る。 

●誘導区域への居住誘導と⼋郷地域の農林業活性化との両⽴ 
・「⽯岡地域と⼋郷地域との連携」の具体化として，誘導区域への移住を⾏った住⺠

に対する，誘導区域外である⼋郷地域の農林業の体験の提供を通じて，誘導区域へ
の居住誘導と⼋郷地域の農林業活性化を両⽴させる取組みを⽬指す。 

地域特性に応じた都市機能施設の維持・誘導による拠点性の向上 

●利便性の⾼い居住誘導区域への⼈⼝誘導 
・⼈⼝減少下においても住⺠の⽣活利便性を維持する観点から，都市機能や交通利便

性の⾼い箇所への⼈⼝誘導を⽬指す。 

●適正な⼟地利⽤の推進 
・無秩序な市街地拡⼤を抑制し，良好な⽥園空間を維持・保全することで，メリハリ

ある⼟地利⽤を⽬指す。 

【都市機能誘導の観点】 

【居住誘導の観点】 

【公共交通の観点】 
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（２）都市機能誘導に係る施策                       

誘導施策の設定⽅針に基づき，都市機能誘導に係る施策を以下のとおり定めます。 
 
【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

施策① 複合⽂化施設整備事業の推進 
施策の 
概要 

●複合⽂化施設整備事業による新たなにぎわいの拠点づくり 
・本市の中⼼拠点としての質や拠点性の向上のため，集客の核となり，中⼼市街地

のイメージアップに貢献できる新たなにぎわいの拠点として，「市の新たな顔と
なり，市内外から⼈を集められる拠点づくり」を⽬指します。 

 
 
 
 
 
 
・導⼊機能としては，図書館，郷⼟館等を想定します。 
●官⺠連携によるデザイン性や質の⾼いサービス提供 
・上記の施設整備や各種機能の導⼊に当たっては，官⺠連携により，それぞれ本市

のイメージアップに資するデザイン性や質の⾼いサービス提供を⽬指します。 

●コミュニティ拠点に 
おける都市機能施設 
の維持・充実 

【⽬指すべき施設の⽅向性】 
市の新たな顔となり，市内外から⼈を集められる拠点づくり 

・市内外からの広域な利⽤が⾒込まれ，集客の核となる拠点 
・本市のイメージアップに貢献できる拠点 
・若い世代から⼤⼈まで楽しめる，滞在型のにぎわい空間 

⑦公共施設等の更新機会を捉えた，コミュニティ 
拠点への機能集約・集積 

①複合⽂化施設整備事業の推進 

②総合的な⼦育て⽀援施設の設置 

地域特性に応じた都市機能施設の維持・誘導による拠点性の向上 

南台・
東⽯岡
周辺 

⾼浜駅
周辺 

④病院等の⽴地や若い世代が楽しめる 
空間の充実 

⑤城南中学校跡地への機能集約と合わせ 
た，歴史や観光を楽しめる拠点形成 

⽯岡 
市街地 

●中⼼拠点・地域拠点に 
おける拠点性の向上 

③中⼼市街地活性化の推進 

⑥⼋郷総合⽀所の有効活⽤ 柿岡 
市街地 

⑧（仮称）⾥の駅や古⺠家を活⽤した⼩さな拠点
の形成 
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《事例》⼤和市⽂化創造拠点シリウス（鉄道駅周辺） 
・公⺠館，図書館，芸術⽂化ホール，屋内こども広場等による⽂化複合施設 
・運営は図書館流通センターやボーネルンド，⼩学館集英社プロダクション等の6

社からなる共同企業体が指定管理を⾏い，⺠間事業者がそれぞれの得意分野をい
かして質の⾼いサービス提供を⾏っている。 

・2016（平成28）年11⽉の開館以来，1年で300万⼈という全国の図書館でトップ
レベルの集客を実現し，市内外から多くの⼈を集められる魅⼒的な施設となって
いる。 

 
 
 
 
 
 

対象地区 都市機能誘導区域（⽯岡市街地） 
 

施策② 総合的な⼦育て⽀援施設の設置 
施策の 
概要 

・本市の総合的な⼦育て⽀援施設として，保育所や⼦育てサークル等により親⼦や
地域の⼈々が集まり交流できる機能，育児相談等の機能を有し，周辺地域に安⼼
や活⼒を与えられる複合施設の設置を⽬指します。 

《事例》北本市⽴児童館（鉄道駅周辺） 
・北本市の⼦育て⽀援の拠点施設として，児童の居場所づくりや健全育成の推進 

と⼦育て家庭等の相談・交流の場づくりを⽬的とした施設で，児童館，こども 
図書室，学童クラブのほか，育児相談室，集会室，⾷事室等が併設されている。 

・屋内遊び場運営を⼿掛ける⺠間事業者のプロデュースにより，⼈気のある⼤型遊
具を多数導⼊し，体を動かして遊べる体育遊戯室にはボールプールや壁⾯クライ
ミングが設置されているほか，デザイン性にも優れた遊び環境が備わっている。 

・オープン 1 週間で来館者 6,500 ⼈を突破する等，⼈気を博している。 
 
 
 
 
 
 
 

対象地区 都市機能誘導区域（⽯岡市街地） 
 

施策③ 中⼼市街地活性化の推進 
施策の 
概要 

・⽯岡駅周辺の集客を中⼼市街地に回遊させるため，⺠間事業者と連携しながら，
遊休不動産の再⽣・活⽤により新たな店舗誘致を⾏うまちなかリノベ―ション事
業を推進するとともに，既存のテナントミックス事業等と合わせて，にぎわいの
創出を図ります。 

対象地区 都市機能誘導区域（⽯岡市街地） 
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施策④ 病院等の⽴地や若い世代が楽しめる空間の充実 
施策の 
概要 

●⼦育て環境充実に向けた病院や児童センター等の⽴地 
・20〜30 代の若い世代が多い特性を踏まえ，⼦育て環境の充実のため，市内に不

⾜している産科を備えた病院の⽴地や，公共施設等総合管理計画等との連携を図
りつつ，児童センター等の本地域への集約や⽴地を⽬指します。 

●若い世代が楽しめる空間の充実に向けた公園の活⽤検討 
・⽯岡運動公園内での BMX やスケボーパーク等のストリートスポーツの機能導⼊

の検討や，周辺の都市公園等を活⽤したプレーパーク化による遊び環境の充実
等，若い世代や親⼦で楽しめる空間の充実に向けた公園の活⽤を⽬指します。 

《事例》四万⼗市安並運動公園スケートパーク（市街地近郊） 
・地元スケートボーダーの熱⼼な要望により実現

したもので，運動公園内の敷地約 1,200 ㎡を活
⽤して，市内初のスケボーパークを整備した。 

・イベントや⼤会等により，若⼿スケートボーダ
ーが集まる場所としての利⽤が期待される。 

 

《事例》川崎市⼦ども夢広場（鉄道駅周辺） 
・できるだけ禁⽌事項をなくし，⼦どもが⾃分の

責任で⾃由に遊べるプレーパーク（冒険遊び場）
となっており，NPO によって運営されている。 

・遊び場には，環境づくりや⾒守りを⾏う⼤⼈と
して，プレーリーダーが配置されている。 

対象地区 都市機能誘導区域（南台・東⽯岡周辺） 
 

施策⑤ 城南中学校跡地への機能集約と合わせた，歴史や観光を楽しめる拠点形成 
施策の 
概要 

●城南中学校跡地の活⽤による都市機能の集約・集積 
・災害危険性の⾼い区域にある既存の都市機能施設を，建物の更新時期に合わせて

城南中学校跡地に集約し，さらに商業機能等の導⼊を⽬指します。 
●⽂化財のガイダンス施設やサイクルステーション併設の検討 
・上記の中学校跡地での拠点形成に当たっては，⾈塚⼭古墳や府中愛宕⼭古墳等の

歴史的資源や恋瀬川サイクリングコースに近接する⽴地をいかして，周辺の⽂化
財のガイダンス施設やサイクルステーション等，住⺠だけでなく来訪者も利⽤で
き，サイクリングコースの利⽤促進にもつながるような機能の導⼊を⽬指します。 

《事例》北杜市三代校舎ふれあいの⾥（市街地郊外） 
・廃校になった⼩学校において，明治・⼤正・昭

和時代の校舎を復元整備し，明治校舎を町の歴
史資料館，⼤正校舎を農業体験施設，昭和校舎
をレストランや農産物直売所，パン販売等が楽
しめる「おいしい学校」として活⽤ 

・異なる⽤途の建物が敷地内に⽴地することで，
相乗効果による集客を実現している。 

対象地区 都市機能誘導区域（⾼浜駅周辺） 
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施策⑥ ⼋郷総合⽀所の有効活⽤ 
施策の 
概要 

・市役所新庁舎への議会機能移転による⼋郷総合⽀所の余剰スペース等を活⽤した
複合化を⾏う等，⽀所の有効活⽤を図ります。 

・周辺の都市機能施設の更新に合わせ，⽀所周辺への都市機能施設の集約や，公共
交通の結節点及び待合スペースの整備を図ります。 

対象地区 都市機能誘導区域（柿岡市街地） 
 

施策⑦ 公共施設等の更新機会を捉えた，コミュニティ拠点への機能集約・集積 
施策の 
概要 

・集落の⼈⼝減少下においてコミュニティ拠点の機能を維持するには，個々の機能
による⼩さな需要をつなぎ合わせて，相乗効果により拠点内の利⽤者を⼀定程度
維持・確保することが求められます。 

・コミュニティ拠点内やその周辺に⽴地する公共施設の更新と合わせて，周辺の公
共施設や商業機能等について機能の集約・集積を検討しながら，複合機能を有す
る施設としての更新を⽬指します。 

対象地区 コミュニティ拠点 
 

施策⑧ （仮称）⾥の駅や古⺠家を活⽤した⼩さな拠点の形成 
施策の 
概要 

●（仮称）⾥の駅や古⺠家を活⽤した⼩さな拠点の形成 
・（仮称）⾥の駅整備に当たり，地域外との交流機能に加え，周辺の⽣活利便性向

上に必要な機能の集約・集積により，住⺠・来訪者の双⽅が利⽤できる複合的な
拠点としての整備を図ります。 

・⺠間事業者や⼤学との官⺠学連携により，⼋郷地域に多い古⺠家を活⽤した，住
⺠間の交流や災害時の避難等に活⽤できる⼩さな拠点の実現化を⽬指します。 

《事例》南丹市の道の駅の多機能化による⼩さな拠点形成（国道沿道） 
・近年の道の駅は，⾞利⽤者の休憩機能に加えて，観光⽬的地や雇⽤創出，周辺

住⺠の⽣活⽀援といった「地域の課題解決の場」として多機能化しており，道
の駅周辺に都市機能を集積させ，⼩さな拠点形成を図る事例も多く⾒られる。 

・京都府南丹市の道の駅「美⼭ふれあい広場」もその⼀つで，道の駅や隣接地に，
⾏政窓⼝や診療所，物産販売・加⼯所，バス停等を集約して配置 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
●⼩さな拠点を⾃動運転の実証運⾏の場として活⽤ 
・上記の⼩さな拠点形成に当たって，集落と拠点間のアクセス⼿段として⾃動運転

の導⼊を想定し，当該拠点を⾃動運転の実証運⾏の場として活⽤することを⽬指
します。 

対象地区 コミュニティ拠点周辺（⼋郷都市計画区域） 

道の駅美⼭ 
ふれあい広場 
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●誘導区域への居住誘導
と⼋郷地域の農林業活
性化との両⽴ 

（３）居住誘導に係る施策                         

誘導施策の設定⽅針に基づき，居住誘導に係る施策を以下のとおり定めます。 
 
【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

【施策の内容】 

施策① 交通や⽣活利便性の⾼いまちなかへの居住・住替え促進 
施策の 
概要 

●住まいに係る助成制度の活⽤ 
・本市で実施している「住まいづくり推進事業」，「⽊の住まい助成事業」，「⼦育て

世帯家賃助成事業」，「新婚世帯家賃助成事業」等の既存の住まいに係る助成制度
を活⽤しつつ，地域の不動産・住宅事業者や⾦融機関等と連携を図りながら，交
通利便性や⽣活利便性の⾼い誘導区域への居住や住替えを促進します。 

●空き家の活⽤に係る情報提供 
・住替え前の住宅や誘導区域内の空き家の有効活⽤に向けて，「空き家バンク制度」

や「マイホーム借り上げ制度」等の既存の制度を活⽤しつつ，空き家の活⽤に係
る情報提供を⾏い，市場への流通を⽀援します。 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：（一社）移住・住みかえ支援機構 HP 
対象地区 市全域 

多様な居住ニーズに対応した良好な居住環境の維持・充実 

●利便性の⾼い居住誘導 
区域への⼈⼝誘導 

①交通や⽣活利便性の⾼いまちなかへ 
の居住・住替え促進 市全域 

BRT 
沿線 

②関係団体との連携による BRT 沿線 
まちづくりの検討 

中⼼ 
市街地 

③中⼼市街地への居住・住替え促進 

⑥区域指定制度の適切な運⽤ ●既存集落の維持・充実 

●適正な⼟地利⽤の推進 ④特定⽤途制限地域の適切な運⽤ 

⑤誘導区域への居住誘導により，⼋郷地域の農林
業を体験できる仕組みの検討 
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施策② 関係団体との連携による BRT 沿線まちづくりの検討 
施策の 
概要 

・本市の BRT 沿線でのイメージ向上や BRT ⾃体の利⽤促進，沿線への居住誘導に
向けて，⼩美⽟市や関東鉄道と連携した BRT 沿線での観光振興，イベント開催，
居住地の PR 等により，地域内外からの利⽤者を増やす取組み等を図ります。 

《事例》河内⻑野市の南海電鉄との連携による沿線まちづくり 
・2011（平成23）年に河内⻑野市と南海電鉄とで

まちづくり，教育・⼦育て⽀援，定住・転⼊の
促進，観光振興の分野で基本協定を結び，取組
みを展開 

・両者が連携してシティプロモーションを⾏う「遊
びと暮らしのイベント」の開催や，南海電鉄の
開発団地を含む市内15の既存住宅団地を対象
に，⼦育て世代の流⼊や駅周辺への親世代の居
住，⼦ども世代の近居に際して，既存住宅のリ
フォーム費⽤を助成する「住み替え応援事業」
等を展開 

対象地区 居住誘導区域（主に BRT 沿線） 
 

施策③ 中⼼市街地への居住・住替え促進 
施策の 
概要 

●住まいに係る助成制度の中⼼市街地での上乗せ助成の活⽤ 
・本市では，「住まいづくり推進事業」，「⽊の住まい助成事業」，「⼦育て世帯家賃

助成事業」，「新婚世帯家賃助成事業」といった既存の住まいに係る助成制度につ
いて，中⼼市街地での上乗せ助成を⾏っております。 

・当該助成制度を引き続き活⽤しながら，市全体と⽐べて⾼齢化が進⾏する中⼼市
街地における住⺠の多世代循環に向けて，中⼼市街地への居住や住替えを促進し
ます。 

●賃貸住宅ストック活⽤事業の活⽤ 
・中⼼市街地内にある⺠間の賃貸住宅ストックに対し，⼀定条件を満たす世帯に対

し，家賃補助を⾏う「賃貸住宅ストック活⽤事業」を引き続き活⽤し，中⼼市街
地への居住や住替えを促進します。 

対象地区 居住誘導区域（中⼼市街地） 
 

施策④ 特定⽤途制限地域の適切な運⽤ 
施策の 
概要 

・⼋郷都市計画区域では，⽤途⽩地地域における適切な開発の誘導・抑制のため，
全域に⼀定の⽤途の建築物の建築を制限する特定⽤途制限地域を指定していま
す。現状では，当該規制によりおおむね適切な開発コントロールがなされており，
今後とも当該制度の適切な運⽤を図りつつ，既存集落以外に無秩序な開発が⾏わ
れていないか，引き続き注視していきます。 

対象地区 ⼋郷都市計画区域の⽤途⽩地地域 
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施策⑤ 誘導区域への居住誘導により，⼋郷地域の農林業を体験できる仕組みの検討 
施策の 
概要 

●「都市部と⽥園空間の連携・機能分担」を具体化した施策の検討 
・本計画で⽬指す「都市部と⽥園空間との連携・機能分担により，魅⼒ある居住地

として選ばれる⼀体的なまちづくり」の実現には，誘導区域への居住誘導と誘導
区域外の農林業の活性化の両⽴が望ましいと考えられます。 

・上記を具体化する施策として，市外からの移住や誘導区域外からの住替えといっ
た，誘導区域への居住誘導により，誘導区域外（特に⼋郷地域）の農林業を体験
できる仕組みづくりを⽬指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
●協⼒団体と連携し，移住者等のメリットとなる体験・交流メニューを検討 
・誘導区域内への移住者等にとってメリットとなり得るよう，体験・交流メニュー

の提供⽅法は以下を想定します。 
①登録した連絡先への情報提供のみ（費⽤は⾃⼰負担） 
②情報提供＋期間限定で三つ程度のメニューを無料体験 
③農作業の⼿伝いに限り，条件付き（年〇回の作業参加等）で家賃を助成 

・具体的な体験・交流メニューの内容は，⽯岡市観光協会，JA やさと，⼋郷グリ
ーンツーリズム協議会等，本事業の推進に当たり想定される協⼒団体との連携・
協議による検討を図ります。 

対象地区 市全域 
 

施策⑥ 区域指定制度の適切な運⽤ 
施策の 
概要 

・⽯岡都市計画区域では，既存集落の⽣活利便性向上や活⼒維持を図るため，市街
化調整区域の⼟地利⽤制限を⼀部緩和し，⼀定の建築物を建てることができる
「区域指定制度」を導⼊しています。 

・現状では，当該制度により農地転⽤や建物の新築がおおむね指定区域内に誘導さ
れ，既存集落の⼈⼝維持に⼀定の効果が⾒られます。今後とも当該制度の適切な
運⽤を図りつつ，無秩序な市街地拡⼤につながることのないよう，引き続き注視
していきます。 

対象地区 ⽯岡都市計画区域の市街化調整区域 
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（４）公共交通に係る施策                      

誘導施策の設定⽅針に基づき，公共交通に係る施策を以下のとおり定めます。 
 
【施策の体系】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の内容】 

施策① 地域公共交通網形成計画に基づく公共交通の再編や乗継拠点の整備 
施策の 
概要 

●地域公共交通網形成計画に基づく公共交通網の⾒直し 
・拠点間のネットワーク強化や公共交通空⽩地域の解消，特に⼋郷地域での東⻄⽅

向での公共交通⼿段や，集落とコミュニティ拠点間のネットワーク充実に向け
て，地域公共交通網形成計画に基づき，公共交通網の⾒直しを進めます。 

●⽯岡駅周辺等での公共交通の乗継拠点の整備 
・他の交通⼿段との乗継ぎをスムーズにするため，⽯岡駅周辺，柿岡市街地での公

共交通の乗継拠点の整備を図ります。 
対象地区 市全域／⽯岡駅周辺／柿岡市街地 

 

施策② 公共交通の利⽤促進 
施策の 
概要 

・BRTをいかした沿線のまちづくりを進めるため，⼩美⽟市や関東鉄道とも連携し
ながら，BRTの利⽤促進に向けた取組みを図ります。 

・運転免許を返納した⾼齢者に対する公共交通利⽤の優遇制度の検討を図ります。 
対象地区 市全域 

 

施策③ 集落間や拠点間をネットワークする交通⼿段の充実 
施策の 
概要 

●バスや乗合いタクシーサービスの維持・充実 
・集落間や拠点間をネットワークする交通⼿段として，路線バスや乗合いタクシー

サービスの維持・充実に努めます。 
 

⑤⾃転⾞の利⽤環境の向上や観光振興への活⽤ 

都市機能施設の連携・機能分担を⽀える公共交通等の維持・充実 

●⾃転⾞利⽤環境の向上 

②公共交通の利⽤促進 

③集落間や拠点間をネットワークする交通⼿段 
の充実 

④交通結節点における医療機関の受付制度の 
導⼊検討 

①地域公共交通網形成計画に基づく公共交通の 
再編や乗継拠点の整備 

●公共交通等のネットワ 
ークの維持・充実 
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●⾃動運転による移動⽀援サービスの導⼊検討 
・集落間や拠点間をネットワークする新たな交通⼿段として，⼩型モビリティの⾃

動運転による移動⽀援サービスの導⼊を想定し，⺠間事業者や⼤学との官⺠学連
携による実証実験等，実現化に向けた検討を図ります。 

・地域拠点やコミュニティ拠点への都市機能施設の集約・集積の実現化の検討に当
たっては，必要に応じて，医療・福祉施設等への送迎等に活⽤できる⾃動運転等
の導⼊検討に努めます。 

《事例》新⾒市の道の駅鯉が窪を中⼼とした⾃動運転の実証実験（国道沿道） 
・岡⼭県新⾒市の道の駅鯉が窪では，⾼齢化が進⾏する中⼭間地域において，⾃

動運転サービスがビジネスとして成⽴するかどうかの検証のため，道の駅を活
⽤した⾃動運転の実証実験を 2018（平成 30）年 3 ⽉に実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

対象地区 市全域 
 

施策④ 交通結節点における医療機関の受付制度の導⼊検討 
施策の 
概要 

・住⺠の⽣活サービス向上に交通結節点を役⽴てる観点から，乗継拠点等の交通結
節点において，医療機関の受付制度の導⼊検討を図ります。 

対象地区 市全域 
 

施策⑤ ⾃転⾞の利⽤環境の向上や観光振興への活⽤ 
施策の 
概要 

●りんりんタウン構想に基づく取組みの推進 
・⾃動⾞や公共交通以外の⾝近な交通⼿段であり，環境にやさしく健康づくりにも

役⽴つ⾃転⾞の利⽤を促すため，りんりんタウン構想に基づく取組みを推進し，
暮らしの中での⾃転⾞の利⽤環境の向上や観光振興への活⽤を図ります。 

●サイクル＆ライドに向けた駐輪場整備の検討 
・⾃宅等から⾃転⾞で最寄りのバス停までアクセスできるサイクル＆ライドの推進 

に向けて，バス停に駐輪場の整備を図ります。 
●拠点整備に当たってのサイクルステーション整備の検討 
・⽯岡駅や⾼浜駅等での拠点整備に当たり，市⺠や市外からのサイクリストの双⽅

の利⽤が⾒込まれるよう，サイクリストの休憩や公共交通との乗継ぎ等に資する
サイクルステーションの整備を図ります。 
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《事例》⼟浦市プレイアトレ⼟浦（鉄道駅施設内） 
・JR ⼟浦駅直結の⾃転⾞関連施設で，レンタサイク

ルやシャワー室，ロッカー，更⾐室等を備えたサ
イクルステーションをはじめ，サイクルショップ
や⼈気の海外ブランド「ビアンキ」とのコラボレ
ーションによるサイクルカフェ等が整備され，若
い世代でも楽しめるお洒落な空間となっている。 

対象地区 市全域／都市機能誘導区域（⽯岡市街地，⾼浜駅周辺） 
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２ 届出制度                           

（１）居住誘導区域外における届出                       

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，都市再⽣特別措置法第88条
の規定に基づき，居住誘導区域外で⼀定規模以上の開発⾏為や建築等⾏為を⾏う場合は，
市⻑への届出が必要になります。 

届出の対象となる⾏為は，以下のとおりです。 
 

＜対象となる区域＞ 
・都市計画区域内における居住誘導区域外の区域 

 
＜対象となる⾏為＞ 

○開発⾏為 
・３⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為 
・１⼾⼜は２⼾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 
・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 
 ・３⼾以上の住宅を新築しようとする場合 

・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 
・建築物を改築し，⼜は建築物の⽤途を変更して住宅等とする場合 

 
＜届出の時期＞ 

・対象となる開発⾏為等に着⼿する 30 ⽇前まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図：開発行為・建築等行為の例 

出典：国土交通省 HP 
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（２）都市機能誘導区域外等における届出                   

都市機能誘導区域外等における誘導施設の整備の動きを把握するため，都市再⽣特別措
置法第108条の規定に基づき，都市機能誘導区域外等で誘導施設を有する建築物の開発⾏
為や開発⾏為以外を⾏う場合は，市⻑への届出が必要になります。 

届出の対象となる⾏為は，以下のとおりです。 

 
＜対象となる区域＞ 

・都市計画区域内における都市機能誘導区域外の区域及び誘導施設の位置付けが異なる
都市機能誘導区域 

 
＜対象となる⾏為＞ 

○開発⾏為 
 ・誘導施設を有する建築物の建築⽬的の開発⾏為を⾏おうとする場合 
 
○開発⾏為以外 
 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 
・建築物の⽤途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合 

 
＜届出の時期＞ 

・対象となる開発⾏為等に着⼿する 30 ⽇前まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図：誘導施設に係る届出のイメージ 

誘導施設に設定されている

病院が都市機能誘導区域外

に立地する場合は，届出が

必要 

都市機能誘導区域内だが，

病院が誘導施設に該当しな

い場合は，届出が必要 

都市機能誘導区域内で，誘

導施設に該当している場合

は，届出が不要 

出典：国土交通省 HP 
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（３）誘導施設の休廃止に係る届出                      

市町村が既存建物・設備の有効活⽤など機能維持に向けて⼿を打てる機会を確保するた
めに，都市再⽣特別措置法第108条の2の規定に基づき，誘導施設を休⽌⼜は廃⽌しようと
する場合は，市⻑への届出が必要になります。 

届出の対象となる⾏為は，以下のとおりです。 
 

＜対象となる区域＞ 
・都市機能誘導区域 

 
＜対象となる⾏為＞ 

・誘導施設の休⽌⼜は廃⽌ 
 

＜届出の時期＞ 
・誘導施設の休⽌⼜は廃⽌する⽇の 30 ⽇前まで 
 
 
 
 

 

 

図：誘導施設の休廃止に係る届出のイメージ 

出典：国土交通省 HP 




