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まちづくりの目標

計画で目指す
都市の将来像

「まちづくりの方針」• 居住誘導区域
 都市の居住者の居住を誘導すべき区
域（一定の人口密度を維持）

【都市構造上の課題】 1. DID 地区を中心とした人口減少
2. 少子高齢化の進行
3. 公共交通の課題

4. 安全安心な都市構築
5. 観光地としての優位性 

1. 市全体の人口減少や、少子高齢化の進行
2. 地価の安さや住環境の要望による郊外への
人口拡散

3. 人口減少や地価の下落による税収減少の懸念

4. 社会保障費増加の懸念
5. 公共交通利用者の減少、デマンド型交通（こ
まタク）の利用者横ばい

6. 観光地利用者数の横ばいと観光消費額の減少

駒ヶ根市立地適正化計画 概要版　計画期間：2019年度～ 2033年度

　人口減少や少子高齢化の進展は、都市経営の持続に大きく関わる課題のため、国はこれからのまちづくりにつ
いて、拡散した市街地の人口密度を維持するための「集約型都市構造」や公共交通網を絡めた「コンパクトシティ・
プラス・ネットワーク」を施策の根幹に位置付けています。
　当市におきましても、今後は人口減少がさらに進むとされていることから、財政面 ･経済面での持続的な都市
経営を可能とするため、人口減少に歯止めをかける必要があり、具体的な施策を進めるために立地適正化計画を
策定し、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考え方によるまちづくりを進めます。
　都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画は、居住誘導や都市施設の誘導を目的とし、当市のまちづくりの
方針を示すものですが、この計画によって居住の集積や施設の設置場所を強制するものではありません。

1．計画策定の目的　計画書P1～

4．都市構造上の課題と目指す都市の将来像　計画書P46～

コンパクトシティ

立地適正化計画
＝都市計画区域

用途地域

公共交通

居住誘導区域

都市機能誘導区域

ネットワーク
デマンド型
乗合タクシー

デマンド型
乗合タクシー

2．立地適正化計画のイメージ　計画書P2

　立地適正化計画では、都市機能を高め、都市の拠点となる区域を鉄道や路線バス、デマンド型乗合タクシーな
どの公共交通で結びます。

3．駒ヶ根市の現状　計画書P7～

市街地の人口密度を維持し、持続可能な都市経営を目指す必要

出典：駒ヶ根市総合戦略、国立社会保障・人口問題研究所（2018.3 推計値）

駒ヶ根市の年齢 3区分別人口の推計

都市経営の持続が困難になる・・・「駒ヶ根市が市として成り立たない」可能性

1. コンパクトな市街地環境の整備
2. 歩いて暮らせる住環境の整備
3. 公共交通ネットワークによる円滑な地域交通の確保
4.	 持続可能な都市の構成要素となる都市機能の立地促進

• 居住者が健康・快適なライフスタイルを送ることができるまち
• 人口や年齢構成の変化に対応した経済活動が営まれるまち
• 財政面を含め持続可能な都市経営が可能なまち

コンパクトシティ・プラス・ネットワークによる持続可能な駒ヶ根市の実現

集約型都市構造のイメージ

• 都市機能誘導区域
都市機能（医療・福祉・商業等）の
増進に著しく寄与する施設の立地を
誘導すべき区域

• 公共交通
「駒ヶ根市地域公共交通網形成計画」
と連携

5．居住誘導区域及び都市機能誘導区域　計画書P73～

1. 用途地域内
2. JR 駒ケ根駅から1,000m圏内
3. その他の JR 駅※から500m圏内
4. 路線バスのバス停から300m圏内

…JR 駒ケ根駅から 1,000m、
その他の JR 駅※から 500mの範囲

…バス停から 300ｍの範囲

…都市機能誘導区域

…居住誘導区域

※ �JR 大田切駅
JR 小町屋駅
JR 伊那福岡駅

区域設定のイメージ

1. 地物（道路・河川等）による区分
JR 駅から半径1,000mまたは 500m付近においては、区域の境を
わかりやすくするために、近くの道路や河川で境界の線を決めていま
す。その際、半径の線を越えていることもあります。

2. 用途地域界による区分
地物が近くにない場合は、都市計画による土地の用途を考慮し、用
途地域界で線を決めています。

居住誘導区域の決め方

除外区域

基
本
区
域

除
外
区
域

1. 土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）
2. 浸水想定区域（1.0 ｍ以上）
3. 工業専用地域

（人）



【問合せ先】駒ヶ根市役所 総務部 企画振興課：℡ 0265-83-2111( 代 )

（2）居住誘導区域の目標値

区域 目標値とする指標
基準値
2015 年

（平成 27年）

目標値
2033 年 備考

まちなか居住促進区域 DID内の人口密度 32.2 人／ ha 32.2 人／ ha 2015 年（平成 27 年）レ
ベルを維持

居住促進区域 区域内の人口 671 人 671 人 現状を維持

郊外居住区域 区域内の人口 121 人 121 人 現状を維持

本計画は、長期的な視点に立って都市構造の転換を推進していくアクションプランとしての性格があること
から、計画に記載された施策の達成状況について調査及び評価を実施します。
評価については、PDCAサイクルによって行い、目標を下回る場合など必要に応じて目標の見直しを行います。

（3）計画の評価

都市機能誘導区域外についても届出行為が定められています。( 着手の 30 日前までに必要 )

【届出対象となる行為】

■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

■建築行為
○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

（1）届出対象行為

立地適正化計画を推進するため、国等により様々な支援制度や税制措置が設けられています。本市では、
以下の制度を活用し、都市の機能を確保していきます。

• 都市再構築戦略事業の活用による誘導施設の整備等

また、人口の集積を図るため、市独自の居住誘導区域共通の施策として、居住誘導区域内での住宅取得に
関する支援制度の創設を検討していきます。

届出は立地を制限するものではなく、届出の際に市と事業者がまちづくりの観点から協議を行うことで、
より良いまちづくりに資することを目的とするものです。

居住誘導区域
都市機能誘導区域

区域名 役割 方針

まちなか
居住促進
区域

1. 交通の結節拠点を持つことから、市内全
域から容易にアクセスできる地域とし
て、多くの都市機能を集積するエリア

2. 子育てをしやすい地域として、良好な居
住環境の提供、子育て支援機能の強化・
維持により、人口の集積を図るエリア

1.	生活利便性を向上・維持することで
人口の集積を図り、多世代の定住増加
による人口密度を維持する

2.	子育て世代の定住増加、年少人口の
増加や生産年齢人口を維持する

【生活利便性維持区域】
都市機能誘導施設
1. 商業施設（床面積 1,000 ㎡以上）
2. 地域交流センター
3. 児童福祉施設
【子育て支援向上区域】
都市機能誘導施設
1. 子育て支援センター併設の保育園

居住促進
区域

1. 交通結節点付近に教育施設が隣接し、住
宅用地も残されていることから、子育て
世帯の移住を促進するエリア

1.	交通結節点付近の住宅系用途地域
（準工業地域含む）への子育て世代
の移住を促進する

なし

郊外居住
区域

1. 中央アルプスの山岳観光の拠点として、
今後の観光資源の開発、サービス提供等
により、市の新たな魅力発信を図るエリ
ア

1.	周辺居住者や二地域居住希望者、来
訪者に移住定住の促進を図る

【山岳観光拠点区域】
都市機能誘導施設
1. 観光交流センター
2. 商業施設

7．その他　計画書P81、P96、P104～

6．支援制度や市の独自施策　計画書P97～

居住誘導区域及び都市機能誘導区域、都市機能誘導施設　

計画では、居住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には、原則として市長への届出が義務付けられ
ています。( 着手の 30 日前までに必要 )

み
な
さ
ま
の

ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

大田切駅

小町屋駅

伊那福岡駅

駒ケ根駅

居住誘導区域：まちなか居住促進区域

都市機能誘導区域：子育て支援向上区域
都市機能誘導区域：生活利便性維持区域

都市機能誘導区域：山岳観光拠点区域

居住誘導区域：居住促進区域

1000m5000

居住誘導区域：郊外居住区域

…居住誘導区域

凡例

…都市機能誘導区域

居住誘導区域及び都市機能誘導区域の名称と位置　

■開発行為

① 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
②１戸又は２戸の住宅の建築を目的とする開発行
為で 1,000 ㎡以上の規模のもの

■建築行為

① 3戸以上の住宅の新築
②建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し
て 3戸以上の住宅とする場合

①の例示
3戸の開発行為

②の例示
1,300 ㎡
1戸の開発行為

800 ㎡
2戸の開発行為

届出
必要

届出
不要

届出
必要

①の例示
3戸の建築行為

1戸の建築行為 届出
不要

届出
必要

『改正都市再生特別措置法等について』「国土交通省　都市局　都市計画課」を基に作成


