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第１章 はじめに 

１．計画策定の背景と目的 

（１）人口減少・少子高齢化への対応 ～背景～ 

本市の総人口は、これまで一貫して増加を続けてきましたが、全国的な人口減少・少子高齢化の

進展と同様、近い将来減少に転じる見通しです。年少人口（１５歳未満）と生産年齢人口（１５～

６４歳）が減少する一方で、高齢者人口（６５歳以上）は増え続け、平成５２年には、市人口の

３５％以上を高齢者が占める状況が到来する見通しです。 

人口が増加していた高度経済成長期に拡張してきた市街地は、人口減少により開発や土地に対す

る需要が低減しても、すぐに市街地が縮小していくことはなく、相続や転居などを契機として、所々

で空家、空地が発生することになります。 

全市一律に人口密度が低くなった場合、公共交通や商業、福祉、子育て施設などを利用し支えて

いた方々がその周りに居住しなくなってしまうため、公共交通サービス水準が低下したり、生活利

便施設1が撤退したりしてしまう恐れがあります。しかしながら、人口が減少しても、今、それぞれ

の場所でそれぞれの市民の生活があるため、市街地そのものを直ちに縮小することは困難です。 

そこで、公共交通や生活利便施設の周辺の人口密度を維持していくことにより、将来にわたって

持続可能な都市構造である集約型都市構造の実現が求められています。1 

 

■図 1-1 人口減少と都市の拡張により起こりうる問題 

 
出典：千葉市都市計画マスタープラン（平成 28 年３月） 

                             
1 インフラ：インフラストラクチャ―の略語。経済活動や社会生活の基盤を形成する構造物。 

⇒人口減少・少子高齢社会の到来という社会構造の大きな転換期にあっても、市民の安全・安心で

快適な暮らしと効率的な都市運営を両立する、持続可能なまちの実現が必要です。 

薄く広がった非効率な 

インフラ 1の維持 
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（２）集約型都市構造の実現 ～目的～ 

人口減少・少子高齢社会にあっても、将来にわたって持続可能なまちを実現するためには、

これまでの拡散型の都市構造から「集約型都市構造」への転換を図る必要があります。 

 

■図1-2 集約型都市構造への再編イメージ 

 

■図1-3 千葉市の目指す集約型都市構造のイメージ 

 

本市の目指す「集約型都市構造」のイメージ 

⇒ひとつの都心部に都市機能が集中する一極集中型のまちではなく、住宅や商業・福祉などの機能

が集積し、公共交通のアクセスが充実した複数の「機能を集約する拠点」が、適切な機能分担の

もとに連携し、公共交通で結ばれた多心型の都市構造 
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立地適正化計画で市民の生活がどう変わる？？ 

この計画ができると、どうなるの？ 

今住んでいるところから引っ越さないといけないの？ 

市民の皆様のお住まいの場所を規制するものではありません。住まい

の建替えや引っ越しのタイミングで、お住まいの場所を選ぶときの参

考となるように、都市のビジョンを示します。 

千葉市はそこまで人口が減っていない気がするんだけど、それでも

「集約型都市構造」を目指す必要があるの？ 

本市の場合は、推計によると平成 32 年（2020 年）をピークに人口

減少しはじめ、20 年後の平成 52 年（2040 年）には、ピーク時より

約 7 万人減少する見込みです。人口減少に対応した都市構造でない

と、生活サービスの撤退や、バスなどの公共交通が路線を維持できな

くなるなど、生活の利便性に影響が出る恐れがあります。 

集約するエリアとしないエリアで生活サービスに差が出てしまう

の？ 

駅から離れた内陸部に住んでいるけど、公共サービスが行き届か

なくなってしまうのかが心配。 

集約する区域だけでなく、既存の居住地に関しては、居住環境の維

持を図ります。その上で、住まいの建替えや引っ越しのタイミング

において、公共交通沿線の利便性の高い区域への居住を促すことで、

緩やかに集約を図ります。 
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２．立地適正化計画制度の概要 

人口の減少と急激な高齢化を背景として、高齢者や子育て世代が安全・安心で快適かつ健康に

暮らせる生活環境を実現するとともに、財政・経済面において持続可能な都市経営を可能とすることは、

本市のみならず、我が国のまちづくりの大きな課題となっています。 

こうした現状を踏まえ、国では、目指すべき都市の姿として「コンパクト2・プラス・ネットワ

ーク」の考え方を掲げ、行政と住民や民間事業者が一体となった「多極ネットワーク型コンパクト

シティ」の実現を促進しています。 

 

「コンパクト・プラス・ネットワーク」によるまちづくりを推進するため、平成２６年の都市再

生特別措置法3の改正により、立地適正化計画制度が創設されました。 

これにより、全国の市町村では、居住や福祉・医療・商業等の都市機能の立地及び公共交通の充実

に関するための包括的なマスタープランとして「立地適正化計画」の策定が可能となりました。 

 

■図1-4 「コンパクト・プラス・ネットワーク」によるまちづくりのイメージ 

 

出典：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」（平成 26年 11月） 

  

                             
2 コンパクト：小型で中身が充実していること。まとまっているさま。 
3 都市再生特別措置法：急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環
境の向上を図るため、平成 14 年に制定された法律。 

国の掲げる「コンパクト・プラス・ネットワーク」のイメージ 

⇒医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通

によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造

を見直していく考え方 



第１章 はじめに 

 

5 

 

 
4 

■図1-5 立地適正化計画に定める区域の概念図 

 

出典：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」（平成 26年 11月） 

  

                             
4 都市機能増進施設：都市機能増進施設とは、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のため必要
な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。 

【立地適正化計画の概要】 

●市町村が、都市計画区域内を対象に、居住及び都市機能の立地の適正化を図るために作成する計画 

●届出・勧告による緩やかなコントロール手法と経済的なインセンティブを組み合わせて、市街地の

更なる拡大を抑制するとともに、居住及び都市機能を一定の区域に誘導して立地の適正化を図るた

めの計画手法として制度化 

●都市全体を見渡す観点から都市計画区域全体を計画区域とすることを基本としており、居住機能を

中心に都市の諸機能の立地を構想する総合性を特徴とする土地利用計画であって、市町村マスター

プランの一部とみなされる 

●長期的な視点に立って都市構造の再編を推進していくアクションプランとしての性格から、おおむ

ね 5 年ごとに評価を行う 

【立地適正化計画に定める内容】 

●立地適正化計画の区域 

●立地の適正化に関する基本的な方針 

●居住誘導区域（都市の居住者の居住を誘導すべき区域） 

●都市機能誘導区域（都市機能増進施設 4の立地を誘導すべき区域） 

●誘導施設（都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設） 

●市が講ずべき施策、事業     など 
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【集約の効果①：生活サービスの維持】 

・医療、商業等の生活サービス施設や公共交通の維持には、一定の人口集積が不可欠です。 

⇒集約により、居住を公共交通沿線や日常生活の拠点にゆるやかに誘導し、人口集積を維持・

増加させ居住と生活サービス施設との距離を短縮することにより、生活サービス施設の立

地と経営を支え、市民の生活利便性を維持。 

 

■図1-6 日常生活サービスの徒歩圏充足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26 年度国土交通白書 

■図1-7 人口密度と生活サービス施設立地の関係 

  

出典：国土交通省資料 

  

☞ 「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方により、中心拠点や生活拠点が利便性の高い公

共交通で結ばれた「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を実現した場合、様々な分野への効

果が期待されます。 

参 考 「集約型都市構造」の実現により期待される効果 

人口密度が高いほど徒歩圏で日常生

活サービスを享受できる市民が多く、

日常生活の利便性が高い 

※「日常生活サービスの徒歩圏充足度」

とは、生活サービス施設（医療、福祉、

商業、基幹的公共交通路線）の徒歩圏

に居住する人口の総人口に占める比

率を算出したもの 
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【集約の効果②：サービス産業の生産性の向上（訪問介護）】 

・訪問介護は、移動と時間にコストを要するため、

生産性が低く、収益率も低いとされています。 

⇒集約により、まちなかへの人口の集積と介護

事業所の立地が進むことで、時間あたりのサ

ービス提供件数が増加するとともに、移動に伴う

コストが減少し、事業者の生産性が向上し、サ

ービスレベルの向上が見込まれる。 

 

 

 

 

 

出典：富山市資料を基に国土交通省作成 

 

■図1-9 高齢者人口密度とホームヘルパーの年間移動費用（円／派遣世帯あたり（年間）） 

出典：富山市資料を基に国土交通省作成 

  

■図 1-8 訪問介護の生産性の向上のイメージ 
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【集約の効果③：サービス産業の生産性の向上（小売商業）】 

・市街地の集約化に伴い、買い物等でまちなかに集まる人口が増大するとともに、徒歩や公共

交通を利用する市民も増大することが期待されます。 

⇒より多くの人がより長い時間まちなかに滞在し、市民の消費活動が拡大。 

⇒床面積あたりの販売効率が向上。 

 

■図 1-10 公共交通の分担率           ■図 1-11 市街化区域等における小売業売場面積 

あたりの年間商品販売額（万円／㎡） 

 

 

 

出典：国土交通省資料 

 

【集約の効果④：行政コストの縮減と固定資産税の維持】 

行政コストの削減効果 

・市街地が集約化するほど、公共施設やインフラの維持・管理業務やゴミ収集等の行政サービ

スが効率化します。 

⇒集約により行政サービスの効率化が図られ、市民一人あたりの行政経費が縮減。 

■図 1-12 人口密度と１人当たり財政支出（普通会計歳出額）との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26 年国土交通白書 

人口密度が高いほど、効率的に行政サ

ービスが提供できるようになり、行政

コストは低減 

※行政コストは、総務省「市町村別決算

状況調」をもとに、2006 年度から

2008年度の3年間の平均値を算出し

たもの。 
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地価の維持効果（固定資産税確保効果） 

・固定資産税の多くは“まちなか”から徴収されていますが、“まちなか”も郊外と同様に地

価が下落傾向にあります。 

⇒集約により“まちなか”の土地利用が増進し、地価が維持されることで、固定資産税収を

確保。 

 

出典：富山市資料を基に国土交通省作成 

【集約の効果⑤：健康の増進】 

・都市が集約化され、居住地と拠点地区が近接するほど徒歩や公共交通を利用して日常生活を

営む市民が増加することが期待されます。 

⇒集約により、高齢者の外出機会、市民の歩行量が増加し、健康な市民の増加や医療費の抑

制が見込まれる。 

■図 1-15 高齢者の外出率（％）          ■図 1-16 移動行動における一日一人あたりの 

歩行量（歩／人・日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※外出率とは、高齢者の外出者数を高齢者調査対象者数で除して算出したもの 

出典：Ｈ22 全国都市交通特性調査データ、「健康増進のための歩行量実態調査とその行動群別特性分析への応用（筑波大学谷口教授ほか）」をもとに国

土交通省作成※Ｈ22 全国都市交通特性調査対象都市のうち DID を有する 69 都市の 20 歳以上の移動データをもとに分析 

 

地価の維持効果の一例（富山市） 

公共交通沿線居住推進地区外と比較して中心市街地で約 17％の地価の維持効果 

■図 1-13 Ｈ15 を１とした各地区の公示地価の推移（富山市） 

■図 1-14 固定資産税と都市計画税の地区別徴収額（Ｈ25 当初） 
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■図 1-17 見附市運動経験者一人あたりの医療費の推移 

 

出典：国土交通省資料 

 

【集約の効果⑥：環境負荷の軽減】 

・都市構造・地域構造は、二酸化炭素排出量に大きく影響し、人口密度が高いほど、１人あた

り二酸化炭素排出量は少ない傾向にあります。 

 

■図 1-18 都市の人口密度と自動車の CO2 排出量 

 

出典：国土交通省資料 
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３．計画の位置付け 

（１）計画の位置付け 

本市では中長期的な行政運営の指針となる「千葉市新基本計画（平成２４年３月）」及び都

市計画に関する基本的な方針である「千葉市都市計画マスタープラン（平成２８年３月）」に

おいて、今後目指すべき都市の姿を「都市機能を集約した複数の拠点が公共交通と連携した多

心型の都市構造」と定め、集約型都市構造の実現に向けて、既に様々な取組みを推進していま

す。 

このため本計画は、「千葉市都市計画マスタープラン」に位置付ける「集約型都市構造」の

実現に向けた取組みをさらに具体的に推進するため、居住や福祉・医療・商業等の都市機能の

立地及び公共交通の充実に関するための包括的なマスタープランとして策定するものとし、「千

葉市新基本構想」、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」（都市計画区域マスタープ

ラン）にも即して定めます。 

また、本計画は、都市再生特別措置法第８２条により都市計画マスタープランの一部とみな

されることから、本市都市計画の基本方針の一部と位置付けます。 

本計画において、人口密度を維持する区域や、医療・福祉・商業等の都市機能の誘導を図る

区域、公共交通等の考え方を定めることにより、個別のエリアを意識した効率的な施策展開や、

市民の皆様、民間企業等との将来的なまちづくりの課題・方向性の共有、国の政策・税制・金

融の支援措置の活用等が期待できます。 

なお、交通や医療、福祉、子育て等の多様な分野との連携・整合を図り定めます。 

■図 1-19 千葉市立地適正化計画の位置付け 

 

 

 

 

 

  

千葉市基本構想・千葉市新基本計画 

基本構想・基本計画に即して作成される計画 

千葉市都市計画マスタープラン 

土地利用や道都市施設など、 

都市づくりの基本方針 

【関連する分野】 

・交通 

・医療 

・高齢者福祉 

・子育て 

・住環境 

・環境 

・防災 

・公共施設管理 

・都市アイデンティティ など 

千葉市立地適正化計画 

（本計画） 

千葉市都市計画マスタープラン

で定めた都市構造を都市再生の

手法によって実現を図る計画 

【地方創生】まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・総合戦略 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン） 

連携 

即する 

即する 
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（２）計画の対象区域 

立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点から定めるため、本市における都市計画区

域5全体を計画の対象区域とします。 

 
 

■図 1-20 計画の対象区域 

 

 

（３）計画の期間 

人口減少・少子高齢社会に対応した都市構造への転換を図るためには、長期的な取組みが必要と

考えられることから、国の都市計画運用指針6において、立地適正化計画は概ね２０年後のまち

の姿を展望するものとされています。 

このため、本計画では、今後目指すべきまちの姿を展望し、長期的な時間軸の中で「集約型都市

構造」の実現に向けた取組みを推進していくため、計画の期間を以下のとおり設定します。 

なお、人口構造や社会情勢の変化に対応した柔軟な計画とするため、概ね５年ごとに評価を行い、

必要に応じて目標年度を含む計画全般の見直しを検討するものとします。 

 

 

                             
5都市計画区域：一体的に整備、開発し、保全する必要がある区域として、都道府県が指定するもの。 
6都市計画運用指針：地方公共団体の都市計画制度の趣旨に則った的確な運用を支援するため、国土交通省が都市計画制度全般に

わたっての考え方を参考として広く一般に示した指針。 

対象区域＝千葉市全域 

計画の期間＝概ね 20年（目標年次：平成 52年（2040年）） 


