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５．居住誘導区域と誘導施策 

（１）居住誘導区域の設定 

１）居住誘導区域とは 

 居住誘導区域とは、都市再生特別措置法第 81 条第２項第２号において「都市の居住者の居住を誘導

すべき区域」とされています。第８版都市計画運用指針（平成 27 年 12 月改訂版 国土交通省）では、

以下のとおり記載されています。 

【居住誘導区域の基本的な考え方】 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定の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ある。このため、居住

誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居

住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営な

どの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきである。 

 また、同じく第８版都市計画運用指針（平成 27年 12月改訂版 国土交通省）では、居住誘導区域の

設定について以下のとおり記載されています。 

【居住誘導区域を定めることが考えられる区域（都市計画運用指針第８版）】 

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 

イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市の中

心拠点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

ウ 合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 
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参考 「改正都市再生特別措置法等について」に記載された居住誘導区域に関する事項 １／２ 
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参考 「改正都市再生特別措置法等について」に記載された居住誘導区域に関する事項 １／２ 
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２）居住誘導区域の考え方の整理 

 居住誘導区域の考え方は、見附市が今後積極的に居住を誘導すべきと考える区域（A）から、居住誘 

導区域の考え方に当てはまらない区域（B）と、見附市の将来都市構造を踏まえて居住誘導区域から除 

外する区域（C）を除いた区域とします。 

Ａ.今後積極的に居住を誘導すべきと考える区域 ＝下記ア～エのいずれかに該当する区域 

ア．都市機能誘導区域の外縁 300ｍの範囲 

（一定の都市機能が誘導される区域のまわりに居住を誘導） 

イ．路線バス･コミュニティバスの沿線 300ｍの範囲 

（３つの都市機能誘導区域を結ぶ公共交通軸の沿線に居住を誘導） 

※全路線バス（近年中に廃止予定の路線を除く）のバス停から半径 300m を範囲とする。な

おコミュニティバスのバス停間隔は概ね 300～500ｍと一般路線バスのバス停間隔より短

いことから、バス停からではなくバス路線沿線 300ｍの範囲とする。 

ウ．鉄道駅から 500ｍの範囲 

（鉄道駅から徒歩圏に居住を誘導する） 

エ．現行都市再生整備計画区域（見附駅周辺、葛巻地区）（※下記の「Ｂ．居住誘導区域の

考え方に当てはまらない区域」を除く） 

（既往計画で居住を誘導することを公表済み） 

 

 

 

 
今後積極的に居住を誘導すべき区域 

Ｃ．見附市の将来都市構造を踏まえて居住誘導区域から除外する区域  

＝下記除外区域①・②のいずれかに該当する区域 

除外区域①：今町町部地区の近隣商業地域 

（ロードサイド型店舗が立地し、ほとんど住宅は立地していないことから除外） 

除外区域②：庄川平地区内の市街化区域 

（庄川平地区は、地形的に市街地と周辺集落の一体性が強く、市街化区域と周辺集落が一体となって地域コミュニ

ティによるまちづくりが推進されてきている。このことから同地区はふるさとセンターを拠点とした生活機能の維

持や居住誘導を図っていくことが有効であると考えられることから地域コミュニティゾーンとして位置づける。） 

Ｂ．居住誘導区域の考え方に当てはまらない区域 ＝下記①・②のいずれかに該当する区域 

①工業系用途の土地利用の方針を定めている区域 

ａ．工業地域および準工業地域のうち大半が工業系土地利用の地区 

②居住誘導に適さない区域 ＝下記ｂ～ｄのいずれかに該当する区域 

ｂ．市街化調整区域 

ｃ．土砂災害特別警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域 

ｄ．地区計画により住宅の建築が制限されている区域 
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参考 居住誘導区域の考え方の説明図 

 
今後積極的に居住を誘導すべき区域 

【除外区域①】今町町部地

区の近隣商業地域は、ロー

ドサイド型店舗が立地し、

ほとんど住宅は立地してい

ないため、居住誘導区域か

ら除外 

【除外区域②】庄川平地区は、地形的に市街地

と周辺集落の一体性が強く、市街化区域と周辺

集落が一体となったまちづくりが推進されてい

ることから地域コミュニティゾーンとして位置

づける為、居住誘導区域から除外 

地区計画により住宅の建築が制限されている区域 

居住誘導区域の考え方に当てはまらない区域 
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３）ハザード等に関係する区域の検討 

 ①「今後積極的に居住を誘導すべき区域」とハザード等との関係 

 本市の居住誘導区域を検討するうえで考慮すべき区域等については以下のような状況であり、土砂災

害及び浸水想定について考慮する必要があります。 

※「該当」とは、前ページにおける「今後積極的に居住を誘導すべき区域」に含まれている状況を指し

ます。 

表－「今後積極的に居住を誘導すべき区域」とハザード等との関係 

エリア名 根拠法令 該当(※) 備考 

「都市再生特別措置法第 81条第 11項、同法施行令第 24条により、居住誘導区域に含まないこと」とされている区域 

市街化調整区域 都市計画法第７条第１項 －  

災害危険区域のうち、 

居住が禁止されている区域 
建築基準法第 39 条第１項、第２項 －  

農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号 －  

農地・採草放牧地 農地法第５条第２項第 1 号 －  

特別地域 自然公園法第 20 条第１項 －  

保安林の区域 森林法第 25 条の２ －  

原生自然環境保全地域特別地区 自然環境保全法第 14 条第１項、第 25 条第１項 －  

保安林予定森林の区域 

保安施設地区 

保安施設地区に予定された地区 

森林法第 30 条、第 30 条の２、第 41 条、第 44 条にお

いて準用する同法第 30 条 
－  

都市計画運用指針より、「居住誘導区域に含まないこととすべき」とされている区域 

土砂災害特別警戒区域 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律 第８条第１項 
●  

津波災害特別警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律 第 72 条第１項 －  

災害危険区域 建築基準法 第 39 条第 1 項 －  

地すべり防止区域 地すべり等防止法 第３条第 1 項 －  

急傾斜地崩壊危険区域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 

第３条第１項 
－  

都市計画運用指針より、「総合的に勘案し、居住誘導が不適と判断される場合は、居住誘導区域に含まないこととすべき」とされ

ている区域 

土砂災害警戒区域 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律 第６条第１項 
●  

津波災害警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律 第 53 条第１項 －  

浸水想定区域 水防法 第 14 条第１項 ●  

都市洪水想定区域 特定都市河川浸水被害対策法 第 32 条第１項 －  

都市浸水想定区域 特定都市河川浸水被害対策法 第 32 条第２項 －  

都市計画運用指針より、「居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい」とされている区域 

工業専用地域 都市計画法第８条第１項第１号 －  

流通業務地区 都市計画法第８条第１項第 13 号 －  

特別用途地区 

（条例で住宅が建築制限の場合） 
都市計画法第８条第１項第 2 号 －  

地区計画 

（条例で住宅が建築制限の場合） 
都市計画法第 12 条の４第１項第１号 －  

その他 

・過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であっ

て、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断

する区域 

・工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であ

って、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 

－  
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 ②土砂災害及び洪水浸水に関する区域と居住誘導区域との関係 

土砂災害警戒区域（以下イエローゾーン）については、都市計画運用指針によると「総合的に勘案し、

居住誘導が不適と判断される場合は、居住誘導区域に含まないこととすべき」とされている区域です。 

土砂災害特別警戒区域（以下レッドゾーン）については、都市計画運用指針によると「居住誘導区域

に含まないこととすべき」とされている区域です。 

イエローゾーンについては、古くから住宅や商店街等として宅地化されていた部分も多く、総合的に

勘案して居住誘導が不適な区域とは言えません。本市では、土砂災害の危険性が高まった際（県からの

土砂災害前ぶれ情報の発表時）の対策として、対象地域への連絡網整備による避難体制が構築されてい

ることから、居住誘導区域から除外はしないこととします。しかしレッドゾーンについては、土砂災害

が発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で

あり、将来的な建て替えが困難となることから、居住誘導区域から除外することとします。 

 

【レッドゾーン（土砂災害特別警戒区域）に関する居住誘導区域設定の方針】 

方針 備考 

居住誘導区域の必要要件を満たす区域の

うち、レッドゾーンと重複する区域は、レ

ッドゾーンの区域界に沿って居住誘導区域

から除外する。 

・災害発生時に、住民等の生命または身体に著しい危害

が生じるおそれがあり、将来的に建替えが困難となる

危険な区域を除く。 

・他市の計画においてもレッドゾーンの区域界をもって

居住誘導区域から除外している。 

 

また信濃川水系刈谷田川洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域（氾濫流））は平成 29年６

月 13 日に公表されたものであり、刈谷田川洪水に伴い浸水が想定される区域が示されています。浸

水想定区域は都市計画運用指針によると「総合的に勘案し、居住誘導が不適と判断される場合は、居

住誘導区域に含まないこととすべき」とされている区域です。 

当該区域においては、一定の条件下において、家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う

激しい氾濫流や河岸浸食が発生することが想定され、住民の生命に危険を及ぼす可能性があることか

ら、市街化区域のうち一定の範囲が含まれますが、レッドゾーンと同じく居住誘導区域から除外する

ものとします。 

 

【家屋倒壊等氾濫想定区域に関する居住誘導区域設定の方針】 

方針 

レッドゾーンと同様に、居住誘導区域の必要要件を満たす区域のうち、家屋倒壊等氾濫想定区域

と重複する区域は、家屋倒壊等氾濫想定区域の区域界に沿って居住誘導区域から除外する。 
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③液状化のしやすさと居住誘導区域との関係 

本市における液状化による被害は、平成16年の中越地震の際に刈谷田川の旧河道を中心に土砂の噴出

や、建物等の傾きが生じる等の被害が発生しています。また、地盤の性質として液状化しやすい傾向が

あるかどうかを示した「新潟県内液状化しやすさマップ」（国土交通省北陸地方整備局、公益社団法人

地盤工学会北陸支部）においては、本市の市街地の多くが液状化危険度３の範囲（条件次第では液状化

の可能性がある範囲）に含まれており、中越地震で被害のあった刈谷田川の旧河道の区域が液状化危険

度４の範囲（液状化の可能性が高い範囲）とされています。 

液状化危険度４の範囲における液状化による被害を防ぐ為に、本市では、旧河道であることやこれま

での液状化被害の発生の有無、今後も液状化の被害が起こりうる可能性があることの周知に努めます。

さらに、建築主が建物を建築等する際には、設計者側において地盤の改良や構造等の対策等により被害

が発生しないよう必要に応じた対応が求められています。 

上記の対応に加え、液状化危険度３以上の範囲は古くから宅地化されている部分も多く、近年の中越

地震や中越沖地震において建物の倒壊といった住民の生命に直接危険を及ぼす被害は発生していない

ことから、総合的に勘案して居住誘導区域から除外はしないこととします。 

 

 

 

【建築基準法における液状化対策の考え方】 

湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築

物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなけれ

ばならない。（建築基準法第 19条（敷地の衛生及び安全）第２項） 

＜新潟県内の液状化しやすさマップ（国土交通省北陸地方整備局 HP）＞ 

http://www.hrr.mlit.go.jp/ekijoka/niigata/niigata.html 
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４）居住誘導区域の設定 

 以上の検討を踏まえ、居住誘導区域を次ページのとおり設定します。面積等の状況は以下のとおりと

なります。 

表－居住誘導区域・都市機能誘導区域等の人口の状況と将来見通し 

  面積（ha） 

人口 

Ｈ27 年国勢調査 

A（人） 

2040 年将来人口 

：社人研※ B（人） 

2040 年将来人口 

：市独自推計 C（人） 

市全域 － 40,608 31,437 34,465 

市街化区域内 830.0 29,763 23,041 25,261 

（市全域に対する割

合） 
― 73% 73% 73% 

居住誘導区域内 562.2 27,854 21,564 23,641 

（市全域に対する割

合） 
― 69% 69% 69% 

（市街化区域内に対す

る割合） 
68% 94% 94% 94% 

都市機能誘導区域内

（今町地区） 
8.9 458 354 388 

都市機能誘導区域内

（見附駅周辺地区） 
17.2 622 482 528 

都市機能誘導区域内

（見附地区） 
83.7 3,461 2,680 2,938 

都市機能誘導区域内

（３地区合計） 
109.8 4,541 3,516 3,854 

     
  =国資料,市資料より 

  
  =GIS により算出（あくまで目安の数値です） 

  ＝比例按分により計算（あくまで目安の数値です） 

※社人研＝国立社会保障・人口問題研究所 
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（２）居住誘導区域における誘導施策 

１）居住を誘導するための施策 

 「まち・ひと・しごとの創生 見附市総合戦略（平成 27 年９月）」（以下、総合戦略）では、総合戦

略の４つの柱のうち、「地域活性化モデルケースの伸展」に基づく主要施策のひとつに総合的な住み替

え施策の推進を謳っています。 

 見附市においては単に居住誘導区域に居住を集約するだけでなく、地域コミュニティの維持とのバラ

ンスを考慮しなければなりません。そのため、立地適正化計画に基づく居住誘導施策も総合戦略による

施策の一部として実施していき、総合戦略の目標年次である平成 32 年の段階で業績評価を行い、住み

替え施策を見直し・改善していくというサイクルが必要となります。 

 以上より当面は総合戦略による「総合的な住み替え施策の推進」がすなわち立地適正化計画による居

住誘導施策であるとして、住み替え施策の推進に取り組みます。 

 

表－総合戦略のうち、「地域活性化モデルケースの延伸」に基づく主要施策の一覧 

 

当面は総合戦略による「総合的な住み替え施

策の推進」がすなわち立地適正化計画による

居住誘導施策であるとして、住み替え施策の

推進に取り組む 

平成 32 年の段階で

業績評価を行い、住

み替え施策を見直

し・改善していく 
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参考 総合戦略に記載された「総合的な住み替え施策の推進」施策メニュー 
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２）低未利用土地の有効活用と適正管理のための指針等 

空き地・空き家等の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに発生する問題、いわゆる「都市のス

ポンジ化」に対応するため、低未利用土地に対して適切な管理を促すだけではなく有効利用を促すこと

が必要です。 

見附市では独自の取組として、商店街等における空き店舗・空き地については「まちなか賑わい支援

事業補助金」の活用を推進しています。また空き家については、既存住宅紹介サイト「豊かな住まい」

での紹介や、住宅取得・リフォームに対する補助を行っています。 

今後はこれらの取組に加え、複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編による一体利用を促すこ

とが期待できる「低未利用土地権利設定等促進事業」や、空き地や空き家を活用して、コミュニティ施

設など、まちづくり団体等が共同で創出する空間・施設（コモンズ）の整備を促すことが期待できる「立

地誘導促進施設協定（通称：コモンズ協定）」といった新たな仕組みについても先進事例を参考に検討

していきます。 

低未利用土地の利用指針及び管理指針については以下のとおり定めます。 

 

利用指針：＜都市機能誘導区域内＞ 

     広場やイベント空間など、交流機能、健康・医療・福祉機能の各誘導施設の利用者の利便性

を高める施設としての利用を推奨すること 

     ＜居住誘導区域内＞ 

     リノベーションによる既存住宅の再生及び良好な居住環境整備のための敷地統合等による

利用を推奨すること 

管理指針：＜空き家＞ 

     空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において定期的な空気の入れ換え

等の適正な管理を行わなければならない 

     ＜空き地等＞ 

     雑草の繁茂等空き地等が不良状態にならないよう定期的な除草や、不法投棄等を予防するた

めの適切な措置を講じ、適正な管理を行うよう努めなければならない 

 

 

 

【低未利用土地権利設定等促進事業】 

低未利用地の地権者等と利用希望者とを、行政が所有者等の探索も含め能動的にコーディネー

トの上、土地・建物の利用のために必要となる権利設定等に関する計画を市町村が作成し、一括

して権利設定等を行う 

【立地誘導促進施設協定（通称：コモンズ協定）】 

都市機能や居住を誘導すべき区域で、空き地・空き家を活用して、交流広場、コミュニティ施

設、防犯灯など、地域コミュニティやまちづくり団体が共同で整備・管理する空間・施設（コモ

ンズ）についての、地権者合意による協定制度 

＜都市のスポンジ化対策 活用スタディ集（国土交通省 HP）＞ 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html 
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３）居住を誘導するための届出・勧告 

立地適正化計画では、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅等の建築を事前届出・勧告の対象

としています。居住誘導区域外での開発行為、建築等行為について、具体的に届出・勧告の対象となる

住宅等の建築は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【届出の時期】 

 届出の時期は、開発行為等に着手する 30日前までとします。 

 

【届出に対する対応】 

 届出をした方に対して、必要な場合には居住誘導区域内における居住の誘導のための施策に関する情

報提供等を行うことがあります。 

 

【居住の誘導に対して何らかの支障が生じると判断した場合の対応】 

 居住の誘導に対して何らかの支障が生じると判断した場合には、以下のような対応を行うことがあり

ます。 

 ・開発行為等の規模を縮小するよう調整すること。 

 ・当該開発区域が含まれる居住誘導区域外の区域のうち、 

別の区域において行うよう調整すること。 

 ・居住誘導区域内において行うように調整すること。 

 ・開発行為自体を中止するよう調整すること。 

 

図－届出・勧告の対象となる住宅等の建築 

出典：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 

（平成 27年 6月 1日時点版） 


