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第１章 時津町立地適正化計画の概要 

 

 

第 1 章 時津町立地適正化計画の概要 

 １ 策定の背景と目的 

   時津町は、大村湾の南端部に位置し、江戸時代には長崎から日本全国に西洋文化を伝

えた時津街道が通り、その宿場町として栄えてきた歴史を有しています。 

   1966 年（昭和 41 年）から臨海工業地域の埋め立て事業が始まったことや、1970 年

（昭和 45 年）には長崎都市計画区域への指定がされたことにより、工業のまちであり

ながら長崎市のベッドタウンとして発展してきたほか、近年は郊外型の大規模商業施

設の立地が進んだことによって、“商工業のまち”としての性格が強くなっています。 

   このように、良好な住環境の整備や工場立地などにより、これまで人口は増加を続け

ていましたが、2010 年（平成 22 年）をピークに人口が減少に転じており、将来的に

も人口は減少する見込みとなっています。 

   国においては、今後の人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代

にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現し、財政面及び経済面においても持

続可能な都市経営を可能とするため、平成 26 年 8 月に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ました。これにより市町村は、コンパクトプラスネットワーク

型の都市づくりを進めるための「立地適正化計画」を作成できることとなりました。 

   時津町としても、町中心部に公共公益施設や商業施設等の集積を図り、これらの周辺

エリアに居住を促進することで利便性の高いコンパクトなまちづくりを進めることに

よって、人口減少下においても持続可能な都市づくりを行っていく必要があることか

ら、時津町立地適正化計画を策定します。 
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時津町立地適正化計画 

 

 ２ 立地適正化計画の記載事項 

   立地適正化計画は、平成 26 年の都市再生特別措置法の一部改正により創設された制

度であり、人口減少、高齢化が進行する社会情勢の中でも将来にわたり持続可能な都市

を実現するため、居住や都市機能誘導、公共交通の充実を目指す包括的な計画です。 

   立地適正化計画では、居住や都市機能の誘導を図る区域を記載するほか、基本的な方

針、計画の目標等を定めます。 

 

  【立地適正化計画で設定する区域・方針等】 

 

    

  

 

 

※居住誘導区域外においては、必要に応じて以下のような区域設定が可能 

 ・居住調整地域 ：住宅地化を抑制するために定める区域 

 ・跡地等管理区域：跡地等の適正な管理（雑草の繁茂等の防止）を必要とする区域 

【区域にかかる項目】 

※出典元：国土交通省「改正都市再生特別措置法について」 

【区域以外で設定する項目】 

【計画の基本的な方針】                                         

 ・時津町の現状把握、分析を行い、整理した課題に基づき、 

計画により実現すべき将来の都市像を示します。 

【誘導施策】                                             

 ・居住や都市機能の誘導のために講ずべき施策を整理します。 

【定量的な数値目標】                                         

 ・計画の総合的な達成状況の的確な把握が可能となるように、 

定量的な数値目標の設定を行います。 
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第１章 時津町立地適正化計画の概要 

 

 ３ 立地適正化計画の位置づけ 

   立地適正化計画は、長崎県が策定している「長崎都市計画 都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針」及び本町が策定している「第 5 次時津町総合計画」や「時津町都市

計画マスタープラン」の方向性と整合を図る必要があるほか、関連する各種計画と各分

野の連携を図る必要があります。  

 

 

【計画の位置づけ】 

長崎都市計画 
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

第 5 次時津町総合計画 

即 す 

時津町都市計画マスタープラン 
・まちづくりの将来像や目標  ・土地利用の方針 
・道路や公園、下水道の整備方針を設定 

『時津町立地適正化計画』 
・都市機能を維持・誘導する区域 
・居住を特に促進する区域 
・特に誘導すべき施設を設定 

高度版 

整 合 

誘導施策・事業の実施 

根 拠 

 

「第 2 期時津町総合戦略」 

「第 2 期時津町子ども・子育て 

支援事業計画」 

「時津町公共施設等 

総合管理計画」 

「第 10 次時津町交通安全計画」 

「健康とぎつ 21（第二次）」など 
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時津町立地適正化計画 

 

 ４ 計画の前提 

  （１） 目標年次 

    目標年次は、概ね 20 年後の令和 22 年（2040 年）とします。また、立地適正化計

画は概ね 5 年ごとに各評価指標により効果の検証を行うことを基本とし、総合計画

や都市計画マスタープランの計画期間との整合を図りながら、必要に応じて見直し

を行うものとします。 

 

  （２） 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、都市計画区域（時津町全域）

を対象として現状把握および人口動向分析、課題抽出を行うとともに都市計画マス

タープランと整合を図りつつ都市づくりの基本方針や誘導施策等について設定しま

す。 

    また、居住誘導区域、都市機能誘導区域（誘導施設）については、都市再生特別措

置法第 81 条 19 項の規定に基づき、市街化区域内に設定します。 

  

計
画
の
内
容 

立地適正化計画 

・居住誘導区域の設定 

・都市機能誘導区域の設定 

・誘導施設の設定 

基
本
的
な
方
針 

具
現
化
策 

市街化区域 市街化調整区域 

整合・連携  

【立地適正化計画の対象区域イメージ】 

・都市づくりの基本方針 

・誘導施策の設定 

・現状把握、人口および課題の抽出 

・目標数値・効果目標の設定および計画策定後の届出制度 

時津町都市計画マスタープラン 
・町内全域の分野ごとの基本的な方針決定 
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第１章 時津町立地適正化計画の概要 

 

 ５ 計画の構成 

   立地適正化計画では、現状の課題の分析をもとにどのようなまちづくりを目指すの

かという「まちづくりの方針（ターゲット）」を明確にし、その実現にどう取り組むか

という「課題解決のための施策・誘導の方針（ストーリー）」を示したうえで、居住誘

導区域及び都市機能誘導区域、誘導施設、誘導施策等を整理しています。 

 

第 1 章 

第２章 

第４章 

第５章 

第３章 

【立地適正化計画の構成】 

第６章 

誘導施策の設定 
１ 誘導施策の設定 
２ 誘導施策の内容 
３ 低未利用地の利用・管理の指針 

時津町立地適正化計画の概要 
１ 策定の背景と目的 
２ 立地適正化計画の記載事項 
３ 立地適正化計画の位置づけ 
４ 計画の前提 
５ 計画の構成 

都市機能誘導区域の設定 
１ 都市機能誘導区域の設定方針 
２ 都市機能誘導区域の設定 
３ 誘導施設の設定 

居住誘導区域の設定 
１ 居住誘導区域の設定方針 
２ 居住誘導区域の設定 

第７章 

目標数値・効果目標の設定および計画策定後の届出制度 
１ 目標数値・効果目標の設定 
２ 進捗管理の方針 
３ 届出制度 

まちづくりの基本方針 
１ まちづくりの基本理念・方針 
２ 将来の骨格構造の整理 

時津町の現状から見た課題 
１ 人口動向 
２ 土地利用の状況 
３ 防災上の安全性 
４ 交通利便性の状況 
５ 都市機能利便性の状況 
６ 都市基盤の整備状況 
７ 財政の状況 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

 

第２章 時津町の現状から見た課題 

 １ 人口動向 

  （１） 時津町全体の人口動向 

   国勢調査結果による時津町の

人口のピークは、2010 年（平成

22 年）の 30,110 人で、2015 年

（平成 27 年）時点で 29,804 人と

なっています。 

また、国立社会保障・人口問題

研究所の推計値では、2040 年（令

和 22 年）には 24,180 人とピーク

時の 8 割程度となる見込みです。 

   その一方で、高齢化率について

は将来的にも増加を続け、2040

年（令和22年）には、35.6%と2015

年（平成 27 年）と比較して 12.6%

増加する見込みとなっています。 

 

  （２） 地域ごとの人口動向 

   2015 年（平成 27 年）時点の 100m メッシュ単位での人口動向を見た場合、町中心

部である浦郷や元村郷において人口密度が 60 人/ha 以上と高い値を示しているほか、

町北部の日並郷においても人口の集積がみられます。 

   その一方で 2040 年（令和 22 年）時点の 100m メッシュ単位での人口動向を見た場

合、2015 年時点と比較して人口密度が 60 人/ha 以上となっている箇所が減少してい

ます。 

  

※出典元：国立社会保障・人口問題研究所での推計値を基に作成 

100m メッシュ単位での人口動向 

人口密度 60 人/ha 
以上の箇所が減少 

（2015 年（平成 27 年）） （2040 年（令和 22 年）） 

※出典元：国勢調査（実績値） 

国立社会保障・人口問題研究所（推計値） 

時津町の人口動向 
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時津町立地適正化計画 

   人口減少が顕著な箇所としては、時津中央第 2 土地区画整理事業による影響も考え

られますが、時津町交差点以南の国道 206 号沿道や町東部の浜田郷などであり、メッ

シュあたり概ね 10 人以上の減少がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【課題点】 

 ➔人口減少による町中心部の求心力低下が懸念される 

  
時津町交差点周辺などといった町中心部において特に人口減少がみられます。 

人口減少により、町中心部の店舗閉鎖・移転が進むことで、町全体の魅力低下

につながるため、人口減少を抑制するための方策を検討するとともに、都市機能

施設の立地誘導を図る必要があります。 

人口増減の状況 
（2015 年（平成 27 年）～2040 年（令和 22 年）） 

※出典元：国立社会保障・人口問題研究所での推計値を基に作成 

【国道 206 号沿道】 
10 人以上の 
人口減少 

【浜田郷】 
10 人以上の 
人口減少 



 

13  

 

第２章 時津町の現状から見た課題 

  （３） 年齢別純移動数の状況 

   年齢階級別の純移動数の

状況では、15～19 歳が 20

～24 歳になる際の転出が

非常に多いため、進学や就

職による流出が多い傾向に

あります。 

   一旦、時津町を離れた場

合、本町に戻ってこない傾

向が、年々強くなっていま

す。 

 

 

 

 

   また、2018 年（平成 30 年）時点の転出超過の状況を見た場合、隣接する長崎市の

ほか、県内でも比較的規模の大きい佐世保市、大村市、諫早市が上位に挙がってお

り、これらの 4 市で全体の 3 割を占めています。  

進学や就職による流出超過 

※出典元：RESAS（地域経済分析システム） 

一度町を離れた若者が 

戻ってこない傾向 

年齢別純移動数の状況 

転入・転出超過の状況 

（転入超過） （転出超過） 

【課題点】 

 ➔若者・勤労世代が流出しないような地域の活力向上が必要 

年齢別の人口動向を見た場合、年少人口比率や生産年齢人口比率は減少する見

込みである一方で、高齢化率は増加し続ける見込みであるほか、若者世代の進学

就職による社会減が顕著となっています。 

そのため、進学や就職により若者が町外に流出しないような魅力ある町中心部

の創出や雇用の受け皿を確保する必要があります。 

※出典元：RESAS（地域経済分析システム） 
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時津町立地適正化計画 

  （４） 従業地の状況 

   2015 年（平成 27 年）の国勢調査時点では、時津町内に在住している就業者は 14,062

人、時津町に通勤している就業者は 15,056 人となっており、町外から時津町に働きに

来ている人が多い状況となっています。 

   長与町と諫早市、大村市

については、時津町から各

市町に働きに行く人よりも、

各市町から時津町に働きに

来る人の方が多い状況とな

っています。 

   時津町には、海側に多数

の企業が立地しているほか、

日並バイパス沿いを中心に

店舗が立地しており、多く

の人の就労場所でもありま

す。 

  

【課題点】 

 ➔町内外から多くの人が訪れるための店舗・企業維持が必要 

町内に多数立地する企業や店舗は町内外の多くの人が働く場となっており、多

くの人が日常的に時津町を訪れていることから、時津町は人口規模以上の賑わ

いを創出できている状況です。 

将来的に人口減少が見込まれることで、町中心部などにおいては、居住人口の

減少による求心力の低下が懸念されます。 

そのため、これらの店舗や企業を維持することによって人口規模以上の人口交

流を維持させ、にぎわいのある拠点づくりが必要です。 

※赤枠で囲んだ自治体は 
時津町に就業する人の 
方が多いことを表します 

※出典元：国勢調査 

就業先・町内就業者の常住地の状況 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

 ２ 土地利用の状況 

  （１） 用途地域の状況 

   用途地域の指定状況を見た場合、時津町交差点周辺に商業地域が指定されているほ

か、海側エリアは時津港を除きほぼ全域に工業系の用途地域が指定されています。 

   その他のエリアはおおむね住居系の用途地域が指定されているほか、国道沿道に準

工業地域が指定されています。 

 

 

  

用途地域の状況 

※出典元：都市計画基礎調査 
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時津町立地適正化計画 

  （２） 住宅の新築動向、都市機能施設立地動向 

   2014 年度（平成 26 年度）から 2019 年度（令和元年度）にかけての住宅・都市機能

施設の立地動向を見た場合、住宅の新築数については、2015 年度（平成 27 年度）以

前は 80 件前後で推移していましたが、それ以降、日並郷における宅地開発や時津中央

第 2 土地区画整理事業によって増加している状況です。 

   その他の地区では、野田郷や左底郷、日並郷の市街地縁辺部において、多く立地がさ

れている傾向にあります。 
  

【課題点】 

 ➔利便性の高い箇所への新築及び都市機能誘導が必要 

町内の住宅新築や都市機能施設立地件数は、ここ数年増加傾向にあるものの、

市街地縁辺部における立地も多く見受けられます。 

将来的に特に人口密度の低下が見込まれる町の中心部等における低未利用地

等を活用した新築の誘導によって、人口密度の維持を図る必要があります。 

宅地開発による 
まとまった立地 時津中央第 2 土地区画 

整理事業区域での新築 

住宅の新築動向、都市機能施設立地動向 
（2014 年度～2019 年度） 

※出典元：時津町資料 

住宅の新築動向、 
都市機能施設立地件数 

（2014 年度～2019 年度） 

市街地縁辺部で 
多く立地 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

 ３ 防災上の安全性 

  （１） 災害リスク指摘がされているエリアの状況 

   【浸水想定区域（計画規模）】 

     100 年に 1 度の頻度で発生

しうる降雨（2 時間総雨量

244mm）があった際には、時

津小学校周辺では 0.3～1m 程

度、長坂橋周辺においては 1

～2m 程度の浸水が発生する

と見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

   【浸水想定区域（想定最大規模）】 

     想定しうる最大規模の降雨

（2 時間総雨量 295mm）があ

った際には、時津小学校周辺

では 1～2m 程度、長坂橋周辺

や井手園交差点北側において

は 2m 以上の浸水が発生する

と見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

   【氾濫流（想定最大規模）】 

     想定しうる最大規模の降雨があった際に、氾濫流が発生する箇所は町内にはあ

りません。 

 

浸水想定区域（計画規模） 

※出典元：時津川浸水想定区域図 

浸水想定区域 
（想定最大規模） 

※出典元：時津川浸水想定区域図 
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時津町立地適正化計画 

   【河岸浸食（想定最大規模）】 

     想定しうる最大規模の降雨

があった際に、時津川の沿岸

からおおむね 40m の範囲が

河岸浸食の被害を受ける可能

性が指摘されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【津波浸水想定区域】 

     想定しうる最大規模の津波

が発生した際に、時津ウォー

ターフロント公園周辺におい

て 0.3～1m 程度の浸水被害が

発生すると見込まれていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

河岸浸食の状況 
（想定最大規模） 

※出典元：時津川浸水想定区域図 

津波浸水想定区域 
（想定最大規模） 

※出典元：長崎県津波浸水想定区域図 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

   【土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域】 

     市街化区域縁辺部に土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域が指定されてい

ます。 

     左底郷の市街化区域内においては、地すべりに伴う土砂災害警戒区域が広域的

に指定されています。 

  

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

※出典元：時津町ハザードマップ 
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時津町立地適正化計画 

  （２） 避難場所の状況 

   町内に指定避難所は 16 施設あり、いずれの施設も鉄骨造となっています。 

   想定最大規模の浸水想定区域内のうち、国道 206 号井手園交差点以北については指

定避難所の 500m 圏内に立地しており、容易に避難が可能となっています。  

災害リスクの指摘されているエリア 

※出典元：時津川浸水想定区域図、長崎県津波浸水想定区域図、時津町ハザードマップ 

避難場所の状況（町中心部） 

【課題点】 

 ➔垂直避難が可能な避難路（道路）等の充実による減災対策が必要 

町内を流れる時津川の浸水想定区域が国道 206 号沿道を中心に指定されてい

ます。 

その一方で、浸水想定区域の近隣には垂直避難が可能な施設が多数あり、浸

水被害発生時においても、避難が容易となっています。 

そのため、垂直避難が可能な施設までの避難路（道路）整備や避難情報の周

知等によって減災対策を図る必要があります。 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

 ４ 交通利便性の状況 

  （１） 町内の公共交通（路線バス）の状況 

   町内を運行するバス路線としては、長崎バス

が町内ほぼすべての主要道路において運行し

ており、多いところで 1 日当たり片道 140 本以

上の運行本数があります。 

   主要なバス停留所としては、時津町交差点付

近に位置する時津停留所のほか日並バイパス

沿道に位置する時津北部ターミナル停留所が

あり、それぞれ長崎駅や琴海ニュータウン（長

崎市琴海町）、長与町方面に運行しています。 

   そのほか、西時津土地区画整理事業地付近

に、路線バス転回場を有する溝川停留所があ

り、当該停留所を起終点とし長崎駅前方面に向

かう路線バスが 1 日あたり片道 72 本運行して

います。 

  （２） 将来推計人口との比較 

   公共交通の利便性が高い箇所において、将来的な人口減少が顕著となっています。 

    

  

路線バスの運行状況 

※出典元：バス事業者公表資料を基に整理 

路線バスの運行状況+ 
人口増減（2015～2040 年） 

※バス停留所利用圏については誘致距離（300ｍ）の 

考え方を採用 

（「都市構造の評価に関するハンドブック」より） 
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時津町立地適正化計画 

  （３） 公共交通の利用割合について 

   2010 年（平成 22 年）時点の時津町における交通分担率を見た場合、町内に鉄道が

ないため、「鉄道・電車」の利用率は低いですが、「乗合バス」の利用率は 18.4%となっ

ています。 

この数値を長崎県全体や隣接する長崎市、長与町と比較した場合、バス路線の運行本

数が多いこともあり、長崎県全域よりも鉄道や乗合バスを利用している人が多い状況

となっています。 

長崎市においては、路線バスが市内各所に運行しており、運行本数も非常に多いこと

から、乗合バスの利用割合が 25.4%と突出して高い一方で、自家用車の利用割合は 39.1%

となっており、他の市町と比較して低い数値となっています。 

このことより、公共交通の利便性が高い箇所ほど自家用車の利用割合が低くなる傾

向がわかります。  

12.1%

8.0%

14.5%

14.0%

3.5%

7.6%

5.2%

0.3%

12.7%

18.1%

25.4%

18.4%

1.3%

0.7%

1.1%

1.6%

58.8%

54.2%

39.1%

52.5%

0.2%

0.2%

6.2%

8.7%

10.8%

7.7%

3.4%

1.5%

1.8%

3.3%

1.8%

1.2%

1.9%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

長崎県全域

長与町

長崎市

時津町

徒歩 鉄道・電車 乗合バス
勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー
オートバイ 自転車 その他

【課題点】 

 ➔公共交通の利用促進による利便性の維持が必要 

 町内の公共交通の状況としては、主要道路にバス路線網が張り巡らされており、

運行本数も非常に多い一方で、将来的に人口減少が見込まれており、公共交通の

利用者数の低下が懸念されます。 

公共交通利用者が減少した場合、路線バスの減便等が予測され、時津町の強み

の一つである交通利便性が低下する恐れがあります。 

そのため、公共交通の維持等により、自家用車ではなく公共交通を利用するた

めの仕組みを継続していく必要があります。 

時津町・隣接市町（長崎市・長与町）・長崎県全域の 
交通分担率の状況（2010 年（平成 22 年）） 

※出典元：国勢調査（2010 年（平成 22 年）） 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

 ５ 都市機能利便性の状況 

  （１） 日常生活サービス圏の状況 

   住民の日常的な生活利便性の高い地域を示す指標として、「日常生活サービス圏」が

あります。 

   日常生活サービス圏とは、基幹的公共交通（運行本数が片道 30 本/日以上ある鉄道・

バス路線）と医療施設（診療科目に「内科」「外科」「小児科」のいずれかを含む施設）、

高齢者福祉施設、商業施設（スーパーマーケット）全ての利用圏域に含まれている箇所

となります。 

   時津町における日常生活サービス圏の状況を見た場合、基幹的公共交通の利用圏域

内がおおむね該当している状況です。 

  

※出典元：各種公表資料を基に整理 

※利用圏域はバス停留所のみ 300m とし、その他施設は 800m と設定します。 

※バス停留所利用圏については誘致距離（300ｍ）の考え方を採用（「都市構造の評価に関するハンド

ブック」より） 

※その他施設の利用圏については一般的な徒歩圏（800ｍ）の考え方を採用（「都市構造の評価に関す

るハンドブック」より） 

 

日常生活サービス圏 
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時津町立地適正化計画 

  （２） 都市機能の集積状況 

   都市機能の集積状況を把握するために、100m メッシュ単位での都市機能集積状況図

を作成しました。 

   内容としては、都市機能利便性に寄与する以下の施設を対象に、利用圏域に含まれる

箇所に 1 点ずつ加点しており、点数が高いほど多数の都市機能が立地し利便性が高い

ことを表しています。 

   ※利用圏域は 500m※（歩道の整備された広幅員道路は 50m）とします。 

 

  

※高齢者の一般的な徒歩圏（500ｍ）の考え方を採用（「都市構造の評価に関するハンドブッ

ク」より） 

町役場庁舎 地域包括支援センター 高齢者福祉施設 子育て支援センター 

児童館 

幼稚園・保育園・ 

こども園 

スーパーマーケット 

病院 診療所 銀行・信用金庫 郵便局 

図書館 公民館 都市公園 歩道の整備された 

広幅員道路 

小学校 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

   点数が特に高い箇所としては、時津町交差点のほか、時津北部ターミナル周辺、溝川

停留所周辺が挙げられます。 

  

高 

低 

利
便
性 

時津北部 

ターミナル周辺 

溝川停留所 

周辺 

時津町交差点 

周辺 

都市機能の集積状況 

※出典元：各種公表資料を基に整理 

【課題点】 

 ➔都市機能集積箇所での交流人口の増加が必要 

町内で都市機能利便性が高い 3 箇所においては、いずれも将来的に人口減少

が予測されており、施設閉鎖や移転等による利便性の低下が懸念されます。 

これらの箇所は町の特徴を示す部分でもあり、周辺エリアの利便性低下が、町

全体の魅力低下につながる可能性があります。 

そのため、拠点となりうるエリアの人口交流を図り、都市機能利便性の維持・

向上を図る必要があります。 
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時津町立地適正化計画 

  （３） 町内商業施設の購買状況 

   町内に立地する商業施設の特徴としては、町民以外にも、町外から訪れる人も多い傾

向にあります。 

   特に、衣料品や家庭用電化製品については、町外からの購買も多く、衣料品について

は長崎市（旧外海町）に在住する人の 4 割程度、長崎市（旧琴海町）に在住する人のう

ち半数近くが時津町内に訪れている状況です。 

   家庭用電化製品については、長崎市（旧琴海町）に在住する人のうち 6 割以上、長与

町に在住する人の 7 割近くが時津町内に訪れている状況です。 

  
衣料品の購買動向 

家庭用電化製品の購買動向 

（長崎市（旧外海町）） （長崎市（旧琴海町）） 

（長崎市（旧琴海町）） （長与町） 

※出典元：平成 24 年度消費者購買実態調査 

【課題点】 

 ➔隣接市町からの購買需要に対応するための施設維持が必要 

時津町に立地する商業施設の特徴として、隣接する長与町や長崎市からの来

客数が非常に多い状況です。 

町内での都市機能維持が隣接市町の利便性維持につながることから、周辺市

町の購買行動を踏まえながら維持・誘導を図るべき施設の検討が必要です。 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

 ６ 都市基盤の整備状況 

  （１） 市街地開発事業の実施地区・今後の予定 

   町内における市街地開発事業の

実施地区を見た場合、日並郷に長

崎県土地開発公社が造成した十工

区団地があり、良好な宅地整備を

行っています。 

   その他、6 地区で土地区画整理

事業が実施されており、現在、町

により事業を進めている時津中央

第 2 土地区画整理事業を除いて全

て事業が完了しています。（時津中

央第 2 土地区画整理事業は、2030

年 3 月完了予定） 

 

 

 

 

 

【町内で施行された土地区画整理事業】 

  

都市基盤の整備状況 

※出典元：時津町資料 

※番号は下記の地区一覧表に対応 

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

事業名 都市計画決定年月日 事業認可公告日 換地処分日
① 時津中央土地区画整理事業 昭和47年9月1日 昭和50年1月23日 平成11年2月12日
② 小島田東部土地区画整理事業 昭和52年8月17日 昭和53年1月13日 昭和56年3月27日
③ 元村土地区画整理事業 － 昭和62年2月27日 平成元年7月14日
④ 左底郷土地区画整理事業 － 平成11年3月9日 平成14年2月15日
⑤ 西時津土地区画整理事業 － 平成14年3月29日 平成17年3月11日
⑥ 時津中央第２土地区画整理事業（施行中） 平成12年11月14日 平成17年2月7日 －
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時津町立地適正化計画 

  （２） 下水道の整備状況・今後の予定 

   町内の下水道整備状況について

は、事業認可を受けていない箇所

が一部含まれておりますが、下水

道の整備については、市街化区域

の全域において整備が完了してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （３） 都市計画道路の整備状況・今後の予定 

   町内の都市計画道路は 12 路線あり、そのうち 3 路線が整備済み、7 路線が整備途中

となっています。 

   左底久留里線と長崎外環状線については、未整備となっています。 

 

  

下水道の整備状況 

※出典元：時津町資料 

都市計画道路の整備状況 

※出典元：時津町資料 

※番号は次頁の一覧表に対応 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

【町内の都市計画道路】  

表示
番号

路線名
幅員
（ｍ）

計画決定延長
（ｍ）

完成延長
（ｍ）

起点～終点

① 元村日並線 20 4,650 4,650 元村郷字坂～日並郷字釜島
② 浦小島田線 16 1,930 1,930 浦郷字市場～浜田郷字天神木
③ 左底滑石線 12 2,400 2,400 左底郷字浜田～野田郷字木場ノ後
④ 西時津左底線 12 3,140 1,022 西時津郷字紺屋平～左底郷字中通
⑤ 日並中央線 12 1,160 980 日並郷字釜島～日並郷辻山
⑥ 浦浜田線 12 640 619 浦郷字古川～浜田郷字浜本
⑦ 冬切線 12 370 201 浜田郷字冬切～浜田郷字清水
⑧ 西時津浜田線 12 870 597 西時津郷字田下～浜田郷字向道
⑨ 西時津小島田線 12 2,140 1,175 西時津郷字田下～浜田郷字鳥居谷
⑩ 野田日並線（西彼杵道路） 10.5 3,400 0 野田郷字長谷～日並郷字フタマタ
⑪ 左底久留里線 12 1,100 0 左底郷浜田～久留里郷字岩本
⑫ 長崎外環状線 19 630 0 元村郷字継石～長崎市柳田町

計　12路線 22,430 13,574

整備済

整備途中

未整備

【課題点】 

 ➔都市基盤が整備された箇所への人口誘導が必要 

市街地縁辺部などの宅地開発が進行し、無秩序な市街地の拡大が進んだ場合、

新たな道路や上下水道の整備が必要となり、住民一人当たりの行政コストが増大

する可能性があります。 

住民一人当たりの行政コストを抑制するためには、既に道路や下水道が整備さ

れ、生活利便性が高い箇所に居住を誘導する必要があります。 
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時津町立地適正化計画 

 ７ 財政の状況 

  （１） 歳入の状況 

   2013 年度と 2017 年度の歳入状況を比較した場合、町税などの自主財源が 10.4 億円

増加しており、自主財源率は 2.0%増となっています。 

   その一方で、将来的に人口が減少すると見込まれており、町税などの収入も低下する

ことが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自主財源比率の推移：47.1%（47.9 億円）⇒49.1%（58.3 億円） 
2.0%増（10.4 億円増加） 
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第２章 時津町の現状から見た課題 

  （２） 歳出の状況 

   2013 年度と 2017 年度の性質別の歳出状況を比較した場合、老人福祉等に係る扶助

費が 11.3 億円増加しており、扶助費の占める割合が 8.5%増となっています。 

   将来的に高齢者が増加することによって、扶助費が増加することが懸念されます。高

齢化が進む中で扶助費の抑制を図るためには、自家用車に過度に依存せず歩いて暮ら

せるまちづくりの推進によって高齢者の健康増進を図ることが望まれます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   目的別の歳出状況についても、高齢者福祉等に係る民生費の割合が最も高く、2013

年度から 2017 年度にかけて 6.8 億円増加しています。 

   今後は、高齢化の進展により、民生費等の更なる増加が見込まれます。また、老朽化

した都市インフラの更新や維持管理に伴う土木費、投資的経費の増加も予測されます。 

 

  

扶助費の推移：13.1%（12.6 億円）⇒21.6%（23.9 億円） 
8.5%増（11.3 億円増加） 

民生費の推移：32.3%（31.1 億円）⇒34.3%（37.9 億円） 
2.0%増（6.8 億円増加） 

※出典元：時津町資料 

※出典元：時津町資料 



 

32  

 

時津町立地適正化計画 

  （３） 財政力指数の状況 

   2018 年度（平成 30 年度）の時津町の財政力指数は 0.72 となっており、長崎県内で

最も高い値となっています。 

   過去 10 年間の推移を見た場合、2014 年度（平成 26 年度）まではおおむね横ばいに

推移しておりましたが、それ以降は増加傾向にあり、2015 年度（平成 27 年度）には

隣接する長与町を抜き、それ以降は県内第 1 位で推移しています。 

 

 

 

【課題点】 

 ➔若者・勤労世代の流入促進による町税収入の安定が必要 

 

 

 

 

 

 ➔町内に立地する工場の留置による安定した財源確保が必要 

 
町内湾岸部においては多数の工場が立地しており、これらは町の重要な税収源

となっています。 

これらの工場が撤退した場合、町の税収低下につながり、町民の税負担増加が

懸念されるため、既存工場の留置を図ることで安定した税収源の確保が必要とな

ります。 

高齢者人口が増加し、高齢者福祉に係る歳出は増加する見込みとなっている一

方で、町民税等を納税する生産年齢人口が減少する見込みであることから、町財

政の負担増大が懸念されます。 

そこで、若者・勤労世代の流入を通じ、町税収入の安定を図ることが必要です。 

近隣市町の財政力指数の推移 【長崎県内市町の 
財政力指数（2018 年度）】 

※出典元：長崎県資料 
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第３章 まちづくりの基本方針 

第３章 まちづくりの基本方針 

 １ まちづくりの基本理念・方針 

  （１） まちづくりの基本理念 

   立地適正化計画でのまちづくりの基本的な理念を設定するにあたり、上位計画であ

る「第 5 次時津町総合計画」及び「時津町都市計画マスタープラン」での基本方針を整

理します。 

   ≪第５次時津町総合計画≫時津町の基本構想 

     「生活都市 とぎつ ～誰もが住みたくなる町へ～」を達成するためのまちづく

りとして、3 つのテーマを掲げています。また、達成のため 6 つの施策があり、3

つのテーマはすべての施策にかかわってくるものとなっています。  

出典：第５次時津町総合計画 
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時津町立地適正化計画 

   ≪時津町都市計画マスタープラン≫時津町の将来都市構造 

     「ゾーン」「拠点」「軸」により、将来の都市構造を設定しております。 

「拠点」については、時津町役場・図書館・警察署等の公共施設や商業施設、

時津港や時津ウォーターフロント公園などの都市機能が集積しており、町の

顔として、公共公益機能の集積を図ることとしています。  

出典：時津町都市計画マスタープラン 
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第３章 まちづくりの基本方針 

   整理した基本方針を踏まえ、立地適正化計画で引き継ぐべき項目を抽出し、時津町立

地適正化計画における基本理念を以下のとおり設定します。 

 

上位関連計画 立地適正化計画で引き継ぐべき項目 

第５次時津町総合計画 

〇にぎわいと住みやすさのあるまちを創る 

計画的な土地利用の促進、道路・交通網の整備の促進を図

り、快適な生活環境の整備を図る。 

時津町都市計画 

マスタープラン 

〇中央地域拠点 

町の顔として公共公益機能の集積を図る。 

〇文化・レクリエーション交流拠点 

観光交流やレクリエーション・文化振興の場としての機

能充実を図る。 

〇都市活動軸 

適正な土地利用の規制・誘導により、都市機能の集積を促

進する地区として多様な土地利用の形成を図る。 

〇住宅市街地ゾーン 

都市機能の集積、都市基盤整備の推進により、居住環境を

向上させ、良好な市街地形成を図る。 

 

 

 

「時津町立地適正化計画」における基本理念 

誰もが住みたく・歩きたくなる、便利で持続可能なまち“時津” 

誰 子育て世代、若者・勤労世代、お年寄り 

住みたく 都市機能の集積・充実、子育て支援の充実 

歩きたくなる 公共交通の充実、歩きやすいまち 

便利 都市機能の集積、公共交通の充実 

持続可能 人口の維持 
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時津町立地適正化計画 

  （２） まちづくりの方針 

   整理した課題を踏まえ、時津町として立地適正化計画を進めるにあたっての方針（タ

ーゲット）を整理します。 

 

  

【財政の健全性から見た課題】 

町内に立地する工場の留置による安定した財源確保が必要 

若者・勤労世代の流入促進による町税収入の安定が必要 

【都市基盤の整備状況から見た課題】 

都市基盤が整備された箇所への人口誘導が必要 

【都市機能の利便性・持続可能性から見た課題】 

都市機能集積箇所での交流人口の増加が必要 

隣接市町からの購買需要に対応するための施設維持が必要 

【公共交通の利便性・持続可能性の面から見た課題】 

公共交通の利用促進による利便性の維持が必要 

【防災上の安全性から見た課題】 

垂直避難が可能な避難路（道路）等の充実による減災対策が必要 

【土地利用から見た課題】 

利便性の高い箇所への新築及び都市機能誘導が必要 

【人口動向から見た課題】 

人口減少による町中心部の求心力低下が懸念 

若者・勤労世代が流出しないような地域の活力向上が必要 

町内外から多くの人が訪れるための店舗・企業維持が必要 
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第３章 まちづくりの基本方針 

  

公共交通の利用促進による自家用車に過度に依存しない交通体系の推進 

 〇町内においては運行本数の多いバス路線があり、非常に利便性が高い一

方で、自家用車の利用割合も年々増加しています。 

〇将来的に高齢者が増加することから公共交通の利便性維持が望まれます

が、そのためには自家用車から公共交通への利用転換が必要です。そのた

め、公共交通を利用したくなる環境づくりを目指します。 

魅力ある拠点・住環境づくり 

 〇時津町の中心部である時津町交差点周辺等においても、将来的に人口減

少が見込まれています。町中心部で人口減少が進んだ場合、都市施設の維

持管理が困難となり、町全体の魅力低下が懸念されます。そこで、都市施

設が多く集積する箇所周辺では、交流人口の拡大を図りながら、日常生活

に必要な銀行・病院などの都市施設の維持・利活用を図り、魅力ある拠点

づくりを目指し、周辺部においては人口集積による良好な住環境形成を

目指します。 

若者・勤労世代が流出しない環境づくり 

 〇時津町においては、若者世代が進学や就職で流出した後町に戻ってこな

い傾向が年々顕著になっています。若者世代の流出が進んだ場合、高齢化

による地域コミュニティの衰退や人口減少の加速化が懸念されるため、

雇用の受け皿確保や子育て支援施策の実施などにより、若者・勤労世代が

流出しない環境形成を目指します。 

店舗・企業の維持による交流人口の維持・税収確保 

 〇町内に立地する店舗や企業には、町外の人たちが多く働いており、時津町

の人口規模以上の人口交流を創出していることから、店舗や企業の維持

により町外からの人の流れを維持します。 

〇町内に立地する企業や店舗からの税収によって、町民に良好な住民サー

ビスを提供できることから、これらの維持を目指します。 

【時津町として立地適正化計画を進めるにあたっての方針（ターゲット）】 
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時津町立地適正化計画 

 ２ 将来の骨格構造の整理 

  （１） 都市計画マスタープランでの将来都市構造 

   時津町都市計画マスタープランでの「拠点」「軸」「ゾーン」についての考え方と立地

適正化計画で引き継ぐべき事項を踏まえて、立地適正化計画における都市構造の方向

性を整理します。 

   都市計画マスタープランにおいて拠点に位置づけられている箇所は、時津停留所周

辺及びとぎつカナリーホール周辺ですが、拠点と同等の都市機能集積がみられる以下

の 2 地区についても、拠点形成の方向性を整理します。 

 

   ●時津北部ターミナル周辺 

   ●溝川停留所周辺 

  

【時津北部ターミナル周辺】 

【溝川停留所周辺】 

【都市計画マスタープランでの将来都市構造図】 

出典：時津町都市計画マスタープラン 
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第３章 まちづくりの基本方針 

  （２） 拠点・軸・ゾーンの方針 

   時津町都市計画マスタープランでの「拠点」「軸」「ゾーン」についての考え方を踏ま

えて、立地適正化計画における都市構造の方向性を整理します。 

  ①拠点 

 

 

  

中央地域拠点（時津停留所周辺） 

［都市計画マスタープランでの考え方］ 

 ・時津町役場、商業施設、図書館、時津港、警察署等の公共施設、時津ウォ

ーターフロントなど都市施設が集積する区域を目指します。 

［立地適正化計画での方針］ 

 ・本町の中心拠点として、都市機能誘導区域に位置づけ

ます。 

 ・都市計画マスタープランの考え方を踏襲しながら、都

市機能や公共公益機能の集積を図ります。 

文化・レクリエーション交流拠点（とぎつカナリーホール周辺） 

［都市計画マスタープランでの考え方］ 

 ・大規模公園や公共施設が立地している区域であり、町内外からの観光交流

やレクリエーション・文化振興の場としての機能充実を図ります。 

［立地適正化計画での方針］ 

 ・町内外からの観光交流やレクリエーション、文化振興

の場としての機能充実を目指す拠点であり、住民の利

便性向上を目指す立地適正化計画とは性質が異なりま

す。 

 ・都市機能誘導区域には位置づけず、都市計画マスター

プランで位置づけている土地利用を目指します。 
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時津町立地適正化計画 

  

時津北部ターミナル周辺 

※都市計画マスタープラン策定後に、長崎バス時津北部ターミナルが開業し、

当該停留所を起終点とする路線バスが多数運行されているほか、周辺には沿

道型商業施設が多数立地している状況です。 

 交通利便性や都市機能の集積状況を見た場合、時津停留所周辺を同等の求心

力を有していると考えられるため、拠点としての方向性整理を行います。 

［都市計画マスタープランでの考え方］ 

 ・記載なし。 

［立地適正化計画での方針］ 

 ・地域の拠点として、都市機能誘導区域に位置づけま

す。 

 ・既存都市機能や公共交通利便性の維持を図ることで、

周辺エリアの利便性維持を目指します。 

溝川停留所周辺 

※当該停留所を起終点とする路線バスが多数運行されているほか、近隣には大

型商業施設が立地しています。 

 交通利便性や都市機能の集積状況を見た場合でも、時津停留所周辺を同等の

求心力を有していると考えられるため、拠点としての方向性整理を行いま

す。 

［都市計画マスタープランでの考え方］ 

 ・記載なし。 

［立地適正化計画での方針］ 

 ・地域の拠点として、都市機能誘導区域に位置づけま

す。 

 ・近隣の大型商業施設を含め既存都市機能や公共交通利

便性の維持を図ることで、周辺エリアの利便性維持を

目指します。 
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第３章 まちづくりの基本方針 

  ②軸・ゾーン 

時津町は市街地面積が狭く、都市計画マスタープランにおける軸とゾーンの設定

箇所と目指すべき方向性がほぼ同一となっています。 

    そのため、立地適正化計画においては、軸とゾーンについては同一の方向性を設定 

します。 

 

都市活動軸 

［都市計画マスタープランでの考え方］ 

 ・広域的な連携・交流機能の役割があるため、適正な土地利用の規制・誘

導、商業業務機能を中心とした都市機能の集積を目指します。 

住宅市街地ゾーン 

［都市計画マスタープランでの考え方］ 

 ・居住環境の向上と良好な市街地形成を図ります。 

 
［立地適正化計画での方針］ 

 ・法規制状況や土地利用状況を踏まえ、居住誘導区域を

設定します。 

 ・都市計画マスタープランの考え方を踏襲し、将来的な

人口規模を踏まえながら都市機能の集積や良好な住環

境の形成を目指します。 
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第４章 都市機能誘導区域の設定 

 

第４章 都市機能誘導区域の設定 

 １ 都市機能誘導区域の設定方針 

  （１） 都市機能誘導区域設定の基本的な考え方 

   都市機能誘導区域では、福祉・子育て・医療・商業等の様々な都市機能について、都

市の拠点となる地区に誘導・集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図り、

拠点として位置づけられているエリアの求心力向上が望まれます。 

   「立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）」では、都市機能誘導区域の望ましい

区域像として、以下の考え方が示されています。 

■都市機能誘導区域設定の基本的な考え方 

・各拠点地区における生活サービス施設等の土地利用の実態や都市基盤（基幹的

な公共交通路線、道路等）、公共施設、行政施設等の配置を踏まえ、徒歩等の移

動手段による各種都市サービスの回遊性など地域としての一体性等の観点から

具体の区域を検討 

■都市機能誘導区域の望ましい区域像（立地適正化計画の手引きより引用） 

（望ましい区域像） 

  ・各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回

遊することが可能で、かつ公共交通施設、都市機能施設、公共交通の配置、

土地利用の実態等に照らし、地域としての一体性を有している区域 

 （定めることが考えられる区域） 

  ・鉄道駅に近い業務、商業等が集積する地域等、都市機能が一定程度充実して

いる区域 

  ・周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い地域 

 

  

出典：立地適正化計画作成の手引き 
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時津町立地適正化計画 

 

  （２） 各拠点の都市機能立地の方向性 

   都市機能誘導区域に位置づける拠点について、目指すべき方向性と地区の現状と課

題を整理したうえで、都市機能立地の方向性を以下のとおり整理します。 

  ➀時津停留所周辺 

目指すべき方向性 

・既存の都市機能維持、集積を図り、魅力ある町中心

部を目指します。 

・都市機能利便性の高いエリア周辺に居住を誘導する 

ことで、人口密度の維持・向上を目指します。 

地区の現状と課題 

・都市機能は集積している一方、将来的に人口の減少が

見込まれるため、都市施設の維持管理が困難となるこ

とが懸念されます。 

 
 

区域設定の方針 

・時津停留所を中心として、都市機能の集積状況や公共交通によるアクセス性を踏ま

え、都市機能誘導区域を設定します。 

・時津町中心部に必要となる施設の維持・誘導を目指すことで、町民全体の利便性向

上を目指します。 

 

  ②時津北部ターミナル周辺 

目指すべき方向性 

・高い公共交通利便性や既存の都市機能維持を図るた

め、居住を誘導することで、人口密度の維持・向上

を目指します。 

地区の現状と課題 

・長崎バス時津北部ターミナルが整備されており、多数

のバス路線が運行しています。 

・国道 206 号沿道に商業施設が多数立地していますが、

将来的に人口の減少が見込まれるため閉店や撤退が懸

念されます。 

 
 

区域設定の方針 

・既存施設の維持を基本としながら、近隣住民の日常生活利便性に寄与する施設の 

誘導を目指します。 
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第４章 都市機能誘導区域の設定 

 

  ③溝川停留所周辺 

目指すべき方向性 

・高い公共交通利便性や既存の都市機能維持を図るた 

め、居住を誘導することで人口密度の維持・向上を 

目指します。 

地区の現状と課題 

・溝川停留所を起終点とする路線バスが多数運行してお 

り、公共交通利便性が高い一方で、将来的に人口減少が 

予測されます。 

・大規模商業施設等が集積していますが、人口減少によ 

り施設閉店や撤退が予測されます。 

 
 

区域設定の方針 

・既存施設の維持を基本としながら、近隣住民の日常生活利便性に寄与する施設の 

誘導を目指します。 
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時津町立地適正化計画 

 

 ２ 都市機能誘導区域の設定 

  （１） 都市機能誘導区域の設定フロー 

   「立地適正化計画作成の手引き」の記載事項に基づき、都市機能誘導区域を以下の手

順で設定します。 

  【ステップ１】拠点からの徒歩圏域 

 ・拠点としての利便性向上を図るエリアとして、

「時津バス停留所」、「時津北部ターミナル」、

「溝川停留所」からの徒歩圏域（半径 500m 圏

域内※）の市街化区域内を「都市機能誘導区域

の候補エリア」に設定 
  ※ 拠点となる箇所に容易にアクセスできる距離と

して、国土交通省「健康・医療・福祉のまちづく

り推進ガイドライン（技術的助言）」において示さ

れている「高齢者が休憩をしないで歩ける歩行継

続距離」の値を採用します。 

【ステップ 2】商業系用途地域の状況 

 ・商業・業務の利便の増進を図る区域として指

定されている「商業系用途地域」を追加 

【ステップ３】都市機能の状況 

 ・拠点性向上に寄与する施設が集積している

箇所（集積点数が 6 点以上）、既に多数の商

業施設が立地している箇所を追加 



 

51 

 

第４章 都市機能誘導区域の設定 

 

  

都市機能誘導区域の設定 

【ステップ５】都市機能を誘導すべきでない箇所の状況 

 ・住環境の保護、整備を図る区域として指定さ
れている「住居専用地域」および「純然たる
住宅利用を目指すべき箇所※」を除外 

 ・「時津ウォーターフロント公園」についても公
園としての利用を将来的に維持していく観点
から除外 

  ※ 現状の土地利用において、住宅のみの立地がみら
れる箇所 

【ステップ 4】工業系用途地域の状況 

 ・工業の利便の増進を図る区域として指定さ
れている、「工業専用地域」、「工業地域」を
除外 
※ 準工業地域については、住宅としての利用が 
  多いため対象外とします。 
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時津町立地適正化計画 

 

  （２） 都市機能誘導区域の設定 

   ➀時津停留所周辺都市機能誘導区域 

〈区域設定の考え方〉 

ⅰ 
時津ウォーターフロント公園は、都市機能利便性に寄与する施設を立地させるエ

リアではないため、区域外とします。 

ⅱ 時津停留所との近接性や都市機能施設の立地状況を踏まえ、区域を設定します。 

ⅲ 
第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域は都市機能を立地させるべ

き箇所ではないため、区域外とします。 

ⅳ 時津停留所との近接性や都市機能施設の立地状況を踏まえ、区域を設定します。 

ⅴ 
第一種中高層住居専用地域は都市機能を立地させるべき箇所ではないため、区域

外とします。 

ⅵ 都市機能施設の立地状況を踏まえ、区域を設定します。 

ⅶ 
大規模商業施設が立地していることを踏まえ、用途地域をベースに区域を設定し

ます。 

 

 

  

ⅰ 

ⅱ 

ⅲ 

ⅳ 

ⅴ 

ⅵ 

ⅶ 
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第４章 都市機能誘導区域の設定 

 

   ②時津北部ターミナル周辺都市機能誘導区域 

〈区域設定の考え方〉 

ⅰ 
時津北部ターミナル停留所との近接性や都市機能施設の立地状況を踏まえ、区域

を設定します。 

ⅱ 既存の都市機能立地状況を踏まえ、用途地域をベースに区域を設定します。 

ⅲ 
時津町北部コミュニティセンターが立地していることを踏まえ、道路をベースに

区域を設定します。 

ⅳ 既存の都市機能立地状況を踏まえ、用途地域をベースに区域を設定します。 

 

  

ⅰ 

ⅱ 

ⅲ 

ⅳ 
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時津町立地適正化計画 

 

   ③溝川停留所周辺都市機能誘導区域 

〈区域設定の考え方〉 

ⅰ 既存の都市機能立地状況を踏まえ、道路状況をベースに区域を設定します。 

ⅱ 
溝川停留所との近接性や既存の都市機能立地状況を踏まえ、用途地域と道路状況

をベースに区域を設定します。 

ⅲ 一般病院が立地していることを踏まえ、道路をベースに区域を設定します。 

ⅳ 既存の都市機能立地状況を踏まえ、道路状況をベースに区域を設定します。 

ⅴ 
大規模商業施設が立地していることを踏まえ、用途地域をベースに区域を設定し

ます。 

 

  

ⅰ 

ⅱ 

ⅲ 
ⅳ 

ⅴ 
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第４章 都市機能誘導区域の設定 

 

 ３ 誘導施設の設定 

  （１） 誘導施設の設定 

   都市機能の利便性向上に寄与する施設は、拠点等に位置づけられている箇所に設定

することが原則ですが、総合的な日常生活の維持・向上を図るうえでは、各々の都市機

能が自宅から適正な距離に立地していることが望ましいと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集約型施設については、各都市機能誘導区域に既に立地している施設の維持を基本としな

がら、拠点となる箇所に誘導が必要な施設を誘導します。 

  

都市機能の配置検討では、各都市機能の対象施設について、 

 

 

 

の２つに大別した上での検討を行います。 ※コンビニエンスストア、ドラッグストア、診療所等 

● 拠点として位置づけられている地域への集積が望ましい施設（集約型施設） 

● 自宅からの徒歩圏に立地していることが望ましい施設（分散型施設※） 

 

集約型施設 

～都市機能誘導区域への集積が望ましい施設～ 

多層的な考えにより配置を誘導 

分散型施設 

～町内全域にまんべんなく配置することが望ましい施設～ 

■ 都市機能の適正配置のイメージ 
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時津町立地適正化計画 

 

施設誘導の考え方に基づき、誘導施設を以下のとおり設定します。 

 

◎：新規誘導を目指す施設 

○：既存施設の維持を目指す施設 

★：「物販店（衣料品店、電化製品量販店等）」は、都市機能誘導区域外への立地も許容します。誘導施設に

は位置づけないため届出は不要ですが、近隣市町からの購買動向も強く、時津町の求心力向上に必要

な施設であることから他の誘導施設と同様に誘導施策を推進します。 

※１：区分は、立地適正化計画作成の手引きを参考に設定します。 

※２：分散型施設については、町内全域の立地を許容します。 

  

区分※１ 必要機能 

集約型施設 
分散 

型施設※2 
時津停留所 

周辺 

時津北部 
ターミナル 

周辺 

溝川停留所 
周辺 

行政 
機能 

町役場庁舎 ○ ― ― ― 

介護福祉 
機能 

地域包括支援センター ○ ― ― ― 

通所型施設 
（デイサービス等） 

   ○ 

子育て 
機能 

子育て支援センター ○ ○ ― ― 

幼稚園、保育所、こども園 ○ ― ○ ― 

商業機能 

相当規模の商業集積 
（ショッピングセンター等） 

○ ― ○ ― 

食品スーパー ○ ○ ― ― 

コンビニエンスストア、 
ドラッグストア 

   ○ 

物販店（衣料品店、 
電化製品量販店等） 

★ ★ ★ ― 

医療機能 
一般病院 ― ― ○ ― 

診療所 ○ ○ ○ ― 

金融機能 
銀行・農協・信用金庫 ○ ― ― ― 

郵便局 ○ ◎ ◎ ― 

教育・文化 
機能 

図書館 ○ ○ ― ― 

交流機能 公民館等の地域交流施設 ○ ○ ― ― 
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第４章 都市機能誘導区域の設定 

 

  （２） 誘導施設の定義 

   設定した誘導施設の定義は以下のとおりとします。 

 

  

区分 必要機能 定義 

行政 
機能 

町役場庁舎 地方自治法第 4 条第 1 項に規定する町役場 

介護福祉 
機能 

地域包括支援センター 介護保険法第 115 条の 46 に規定する施設 

子育て 
機能 

子育て支援センター 
児童福祉法第 6 条の 3 第 6 項に規定する地域子育て

支援拠点事業を行う施設 

幼稚園、保育所、こども園 

幼稚園：学校教育法第 22 条に規定する施設 

保育所：児童福祉法第 39 条第 1 項に規定する施設 

こども園：就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律第 7 条に

規定する施設 

商業機能 

相当規模の商業集積 
（ショッピングセンター等） 

日本ショッピングセンター協会が定める「SC 取り扱

い基準」に記載されている以下すべての条件を満たす

施設 

 ①小売業の店舗面積が 1,500 ㎡以上であること。 

 ②キーテナントを除くテナントが 10 店舗以上含ま

れていること。 

 ③キーテナントがある場合、その面積がショッピン

グセンター面積の 80％程度を超えないこと。 

 （但し、その他テナントのうち小売業の店舗面積が

1,500 ㎡以上である場合には、この限りではな

い。） 

 ④テナント会（商店会）等があり、広告宣伝、共同

催事等の共同活動を行っていること。 

食品スーパー 

店舗面積が 1,000 ㎡以上の商業施設（生鮮品、日用品

を取り扱う施設及び飲食業、その他サービス業を営む

施設） 

衣料品量販店 
日本標準産業分類 57（織物・衣服・身の回り品小売

業）に分類され、店舗面積が 1,000 ㎡以上の商業施設 

電化製品量販店 

日本標準産業分類 593（機械器具小売業（自動車、自

転車を除く））に分類され、店舗面積が 1,000 ㎡以上

の商業施設 

医療機能 
一般病院 医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院 

診療所 医療法第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所 
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時津町立地適正化計画 

 

  

区分 必要機能 定義 

金融機能 
銀行・信用金庫等 

銀行：銀行法第４条に規定する免許を受けて銀行業を

営む銀行（政策投資銀行を除く） 

農協：農林中央金庫法に基づく農林中央金庫（民間金

融機関） 

信用金庫：信用金庫法第４条に規定する免許を受けて

金庫事業を行う信用金庫及び信用金庫連

合会 

郵便局 日本郵便株式会社法第 2 条第 4 項に規定する郵便局 

教育・文化 
機能 

図書館 図書館法第 2 条に規定する図書館 

交流機能 公民館等の地域交流施設 社会教育法第 20 条に規定する公民館 
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第４章 都市機能誘導区域の設定 

 

  （３） 誘導施設設定の考え方 

   誘導施設の設定理由は、以下のとおりとします。 

 

 
  

区分 必要機能 定義 

行政 
機能 

町役場庁舎 

町の行政組織の中枢的機能を担うことから、町中心部

（時津停留所周辺都市機能誘導区域）での機能維持を

目指します。 

介護福祉 
機能 

地域包括支援センター 

町内の高齢者福祉に係る総合窓口としての機能を担

うことから、町中心部（時津停留所周辺都市機能誘導

区域）での機能維持を目指します。 

通所型施設 

拠点となる箇所だけでなく、町内にまんべんなく立地

していることが望ましい施設であるため、分散型施設

に位置づけます。 

子育て 
機能 

子育て支援センター 

子育てに関する窓口として町民サービスを提供する

場であることから、時津停留所周辺都市機能誘導区域

及び時津北部ターミナル周辺都市機能誘導区域での

機能維持を目指します。 

幼稚園、保育所、こども園 

周辺住民の生活利便性向上に寄与する施設であるこ

とから、時津停留所周辺都市機能誘導区域及び溝川停

留所周辺都市機能誘導区域での機能維持を目指しま

す。 

商業機能 

相当規模の商業集積 
（ショッピングセンター等） 

広域的な生活利便性向上に寄与する施設であること

から、時津停留所周辺都市機能誘導区域及び溝川停留

所周辺都市機能誘導区域での機能維持を目指します。 

食品スーパー 

周辺住民の生活利便性向上に寄与する施設であるこ

とから、時津停留所周辺都市機能誘導区域及び時津北

部ターミナル周辺都市機能誘導区域での機能維持を

目指します。 

コンビニエンスストア 

拠点となる箇所だけでなく、町内にまんべんなく立地

していることが望ましい施設であるため、分散型施設

に位置づけます。 

物販店（衣料品店、 
電化製品量販店等） 

町内だけでなく、町外からも多くの人が訪れる施設で

あり、広域的にも必要な施設となっています。 

その一方で、日常的に利用する施設ではないため、誘

導施設には位置づけませんが、全ての都市機能誘導区

域での機能維持を目指します。 
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区分 必要機能 定義 

医療機能 

一般病院 

広域的な生活利便性向上に寄与する施設であること

から、溝川停留所周辺都市機能誘導区域での機能維持

を目指します。 

診療所 

周辺住民の生活利便性向上に寄与する施設であるこ

とから、全ての都市機能誘導区域での機能維持を目指

します。 

金融機能 

銀行・信用金庫等 

拠点となる箇所への立地が望ましい施設であること

から、既存施設の維持を目的に、時津停留所周辺都市

機能誘導区域の誘導施設に位置づけます。 

郵便局 

周辺住民の生活利便性向上に寄与する施設であるこ

とから、全ての都市機能誘導区域での機能維持を目指

します。 

時津北部ターミナル周辺都市機能誘導区域及び溝川

停留所周辺都市機能誘導区域においては、新規施設の

誘導によって地域の利便性向上を目指します。 

教育・文化 
機能 

図書館 

人口交流や賑わい創出を図るために必要な施設であ

ることから、時津停留所周辺都市機能誘導区域及び時

津北部ターミナル周辺都市機能誘導区域での機能維

持を目指します。 

交流機能 公民館等の地域交流施設 

周辺住民の生活利便性向上に寄与する施設であるこ

とから、既存施設の維持を目的に、時津停留所周辺都

市機能誘導区域及び時津北部ターミナル周辺都市機

能誘導区域の誘導施設に位置づけます。 
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第５章 居住誘導区域の設定 

 

 

第５章 居住誘導区域の設定 

 １ 居住誘導区域の設定方針 

  （１） 居住誘導区域設定の基本的な考え方 

   「立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）」において、居住誘導区域設定の基本

的な考え方・望ましい区域像として、以下の通り記載されています。 

■居住誘導区域設定の基本的な考え方 

・国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口をもとに、長期的な地区別人口見

通しを見据えつつ、以下の観点等から具体の区域を検討 

  ● 徒歩や主要な公共交通路線等を介した拠点地区へのアクセス性 

  ● 区域内の人口密度水準を確保することによる生活サービス施設の持続性 

  ● 対象区域における災害等に対する安全性 

■居住誘導区域の望ましい区域像（立地適正化計画作成の手引きより引用） 

ⅰ）生活利便性が確保される区域 

都市機能誘導区域となるべき中心拠点、地域/生活拠点の中心部に徒歩、自転

車、端末交通等を介して容易にアクセスすることのできる区域、及び公共交

通軸に存する駅、バス停の徒歩、自転車利用圏に存する区域から構成される

区域 

ⅱ）生活サービス機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口等をベースに、区域外から区域

内に現実的に誘導可能な人口を勘案しつつ、区域内において、少なくとも現状

における人口密度を維持することを基本に、医療、福祉、商業等の日常生活サ

ービス機能の持続的な確保が可能な人口密度水準が確保される面積範囲内の

区域 

ⅲ）災害に対する安全性等が確保される区域 

土砂災害、津波災害、浸水被害等により甚大な被害を受ける危険性が少ない区

域であって、土地利用の実態等に照らし、工業系用途、都市農地、深刻な空き

家・空き地化が進行している郊外地域などには該当しない区域 

 

  

出典：立地適正化計画作成の手引き 
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時津町立地適正化計画 

  （２） 居住誘導区域の設定方針 

   居住誘導区域設定の基本的な考え方・望ましい区域像をもとに、該当する箇所を整理

した場合、以下のとおりとなります。 

■居住誘導区域に含めるべき視点 

１ 都市機能の集積する地域（都市機能誘導区域もしくは日常生活サービス圏） 

２ 上記エリアに容易にアクセスできる地域 

（基幹的公共交通（運行頻度が片道 30 本/日以上の公共交通）圏域） 

３ 都市基盤が整備された地域（土地区画整理事業・市街地開発事業実施区域） 

４ 将来的に人口集積が見込まれる箇所 

（令和 22 年時点で人口密度が 40 人/ha 以上となっている箇所） 

■居住誘導区域から除外すべき視点 

１ 災害リスクの指摘されている箇所（浸水想定区域・土砂災害警戒区域等） 

２ 住宅以外の土地利用を図るべき区域 

（工業専用地域・工業地域・沿道商業施設集積箇所） 
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第５章 居住誘導区域の設定 

 

   ➀居住誘導区域に含めるべき視点 

    居住誘導区域に含めるべき視点に該当する箇所を見た場合、町内の市街化区域内

においてはいずれかの区域に概ね該当している状況です。 

  

１．都市機能誘導区域・
日常生活サービス圏 

２．基幹的公共交通圏域 

３．都市基盤整備箇所 ４．令和 22 年時点で 
人口密度が 40 人/ha 以上の箇所 
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時津町立地適正化計画 

  「居住誘導区域に含めるべき視点」の 
4 条件いずれかに該当する箇所 
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第５章 居住誘導区域の設定 

 

   その一方で、将来的な人口密度の状況を見た場合、公共交通利便性の比較的高いエリ

アで特に人口密度が低くなる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来的な人口密度の状況 
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   時津町の強みの一つでもある公共交通の利便性を維持するためには、公共交通利便

性の高いエリアに積極的な人口誘導を図ることが重要となります。 

   このことより、居住誘導区域の設定にあたっては、公共交通利便性の高いエリアに人

口集積を図る視点から以下の条件のいずれかに該当するエリアをベースに土地利用状

況を踏まえて設定します。 

 

  

 ●基幹的公共交通（運行頻度が片道 30 本/日以上の公共交通）圏域 

 ●都市基盤が整備された区域（土地区画整理事業・市街地開発事業実施区域） 

  ※「左底土地区画整理事業区域」については、基幹的公共交通圏域から少し

離れた箇所にあり、公共交通の利用によって歩きたくなる街づくりを目指

す居住誘導区域設定の主旨から外れるため、対象外とします。 

   「左底土地区画整理事業区域」については、積極的な居住誘導は行いませ

んが、人口規模を維持することで、良好な住環境維持を目指します。 

基幹的公共交通圏域・都市基盤が整備された区域の状況 

【左底土地区画整理事業区域】 
 居住誘導区域設定の対象外としますが、

良好な住環境の維持を目指します。 



 

69 

 

第５章 居住誘導区域の設定 

 

   ②居住誘導区域から除外すべき視点 

    災害リスクの指摘されている箇所については、以下のとおり方針を設定します。 

●土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

・土砂災害特別警戒区域は、土砂災害が発生した場合に建築物に損壊が生

じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあるため、居住

誘導区域外とします。 

・土砂災害警戒区域については、土砂災害が発生した場合に住民等の生命

又は身体に危害が生じるおそれがあるため、居住誘導区域外とします。 

※ただし、土地区画整理事業の施行箇所については、事業実施と併せて土

砂災害に対する対策も実施していることから、土砂災害警戒区域内も居

住誘導区域に含めます。 

 

  土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

【土地区画整理事業施行区域】 
 土砂災害に対する対策を実施していることから、

土砂災害警戒区域内も居住誘導区域に含めます。 
 （その他箇所は居住誘導区域外とします。） 
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●浸水想定区域（河川） 

【災害対策についての方針】 

想定最大規模の浸水被害が発生した際においては、国道 206 号沿道を中心に

浸水被害が発生するものとされています。 

降雨災害が発生した際においても、人的被害を軽減するための対策をとるこ

とが必要となりますが、想定最大規模の降雨災害を防御するような施設の整備

を行うには莫大な費用がかかり、町の財政を圧迫するおそれがあります。 

発生頻度の高い降雨災害に対しては、河川改修等により被害を低減するため

の取り組みを実施しますが、想定最大規模の降雨災害に対しては避難による被

害の低減を目指します。 

 
 

【区域設定の考え方】 

想定最大規模の浸水被害が発生した際においては、国道 206 号沿道を中心に

浸水被害が発生するものとされていますが、井手園交差点以北については浸水

被害が発生した際にも避難が可能な施設が近隣に立地しています。 

このことより、想定最大規模の降雨災害が発生した際には周辺エリアへの避

難を呼びかけるとともに、安全な避難路整備や避難機能の維持を行うことを条

件に、当該区域を理由とした居住誘導区域の除外は行わないこととします。 

※井手園交差点以南については、避難所の指定等による対策を実施します。 

 

●浸水想定区域（津波） 

【災害対策についての方針・区域設定の考え方】 

想定最大規模の津波が発生した際の浸水想定区域としては、大部分が時津ウ

ォーターフロント公園となっているほか、周辺にも垂直避難が可能な施設が立

地していることから、災害発生時は避難を呼びかけることを条件に、当該区域を

理由とした居住誘導区域の除外は行わないこととします。 

 

    ※令和 2 年 9 月に新設された「防災指針」については、想定最大規模の浸水被害

に対する対策や避難所・避難路の整備方針等について、長期的な視点で慎重に検

討すべきという結論に至りました。 

そのため、本計画で防災指針の位置づけは行わず、次回見直し時での整理を行う

こととします。 
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第５章 居住誘導区域の設定 

 

 

 

    大雨や津波による被害が想定されている以下の箇所については、指定避難所に容

易に避難が可能であることから、避難情報の周知等を行うことを条件に当該区域を

理由とした居住誘導区域の除外は行わないこととします。 

    井手園交差点以南については避難所指定等を行い、容易に避難が可能となる環境

づくりを行います。 

  

大雨・津波による被害が想定されている箇所と避難施設の状況 

【井手園交差点以南】 
 近隣に指定避難所がないため、 
 避難所指定等による対策を実施

します。 
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    住宅以外の土地利用を図るべき区域については、以下のとおり方針を設定します。 

◎工業専用地域 

・工業の利便性を増進する箇所であり、住宅は建てられないため、 

居住誘導区域外とします。 

 

◎工業地域 

・用途地域のルール上住宅を建てることは可能ですが、町内に多数立

地する工場の操業環境を維持する観点から、居住誘導区域外としま

す。 

 

◎準工業地域 

・準工業地域内の土地利用状況を見た場合、住宅としての利用がされ

ている箇所が多いことから、当該地域を理由とした居住誘導区域の

除外は行いません。 

 

◎沿道商業施設の集積箇所（国道 206 号井手園交差点以南） 

・自動車販売店などといった周辺住民の日常生活利便性にはそれほど

寄与しない施設が多数集積しており、これらの施設立地を維持する

視点から、居住誘導区域外とします。 

 

◎その他土地利用がされている箇所 

・大規模公園や墓地、大学などといった箇所においては、これらの土

地利用を維持する目的から、居住誘導区域外とします。 
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    下記の箇所においては、住宅以外の土地利用を図る観点から居住誘導区域外とし

ます。  

住宅以外の土地利用を図るべき箇所 
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時津町立地適正化計画 

 ２ 居住誘導区域の設定 

  （１） 土地利用の設定フロー 

   時津町の居住誘導区域は、公共交通利便性の高い箇所や都市基盤が整備されている

箇所において高密度な人口集積を図ることを目的とします。 

   上記箇所以外においても、以下のとおりフローを作成し、土地利用の住み分けを行う

ことでメリハリのあるまちづくりを目指します。 

  

新
規
居
住
促
進
ゾ
ー
ン 

（
積
極
的
な
居
住
誘
導
に
よ
り
、
よ
り
高
密
度
な 

住
宅
形
成
を
目
指
す
ゾ
ー
ン
） 

※
立
地
適
正
化
計
画
上
の
居
住
誘
導
区
域 

（
居
住
誘
導
区
域
内
の
拠
点
性
向
上
を
図
る
べ
き 

箇
所
に
都
市
機
能
誘
導
区
域
を
設
定
） 

居
住
環
境
維
持
ゾ
ー
ン 

（
既
存
住
宅
の
利
便
性
維
持
を
図
る
ゾ
ー
ン
） 

沿
道
商
業
ゾ
ー
ン 

（
沿
道
商
業
施
設
の
立
地
を
維
持
す
る
ゾ
ー
ン
） 

産
業
振
興
ゾ
ー
ン 

（
工
場
や
企
業
の
維
持
・
集
積
を
図
り
、 

産
業
の
振
興
を
促
進
す
る
ゾ
ー
ン
） 

工業地域・ 
工業専用地域内 

工業地域・ 
工業専用地域外 

周辺住民の日常生活利便性に 
それほど寄与しない沿道商業施設が 
集積（自動車販売店等） 

右記以外 

基幹的公共交通圏域 
もしくは都市基盤整備区域 
（左底土地区画整理 

事業区域を除く） 

左記以外 

※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域（土地区画整理事業施行区域を除く）は 
別途「災害リスクのあるゾーン」に位置づけます。 

工業系用途地域の状況（工業地域・工業専用地域） 

土地利用の状況（沿道商業施設集積有無） 

公共交通利便性の状況 

良好な住環境整備の状況 
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  （２） 居住誘導区域の設定 

   居住誘導区域及び区域外の土地利用ゾーンを以下のとおり設定します。 

  

時津北部 
ターミナル 
停留所 

時津 
停留所 

溝川 
停留所 
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  （３） 居住環境維持ゾーンの方針 

   居住誘導区域外ではありますが、既存住宅の利便性維持を図るゾーンとして設定し

た「居住環境維持ゾーン」については、将来的にも高い人口集積がみられ良好な住環境

が形成される見込みとなっています。 

   また、当該ゾーンの大半は都市機能誘導区域の徒歩圏内（800m）に含まれており、

拠点となる箇所へのアクセス性も良好な状態となっています。 

   そのため、居住環境維持ゾーンについては積極的な居住誘導は図りませんが、都市機

能誘導区域内における施設立地を図ることによって、ゾーン内に居住する多くの住民

の利便性維持を目指します。 

 

時津北部 
ターミナル 
停留所 

時津 
停留所 

溝川 
停留所 
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第６章 

誘導施策の設定 
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第６章 誘導施策の設定 

 

第６章 誘導施策の設定 

 １ 誘導施策の設定 

  第 3 章で整理した「時津町として立地適正化計画を進めるにあたっての方針（ターゲ

ット）」をもとに、誘導する施策を以下のとおり設定します。 

 

 

 
  

「魅力ある拠点・住環境づくり」を推進するための誘導施策 

●低未利用地の集約による 

都市機能立地の推進 

●空き家の利活用推進 
（立地誘導促進施設協定） 

●既存都市機能の維持 

●土地区画整理事業の推進 

●地区計画の推進 

●都市計画道路の整備推進 

（西時津左底線（野田工区）、 

西時津小島田線（打越工区）） 

●通学路における路肩のカラー舗装、 

防護柵の設置推進 

●自転車利用環境の整備推進 

●垂直避難が可能な避難施設の 

機能維持・向上 

●避難路の整備促進 

●避難情報の周知 

●歩くまちづくり事業の推進 

●地域包括支援センターでの教室・講座 

の継続的な実施 

「若者・勤労世代が流出しない環境づくり」を推進するための誘導施策 

●時津町子育て応援住宅支援事業補助金の継続的実施 
●こども福祉医療費助成制度の継続的実施 
●子育て短期支援事業・ファミリーサポートセンターの利用促進 
●子育て支援センター・子育て世代包括支援センターの利用促進 
●都市計画公園の機能向上・整備推進 
●若者の地元就職推進を図るための地元企業 PR 活動推進 

「公共交通の利用促進による自家用車に過度に依存しない交通体系の推進」 
を推進するための誘導施策 

●路線バスの高齢者への交通費助成事業推進 
●路線バスの利用環境向上 
●歩くまちづくり事業の推進（再掲） 

「店舗・企業の維持による交流人口の維持・税収確保」を推進するための誘導施策 

●町中心部エリアにおける創業・起業支援 
●町内店舗・企業の維持 



 

80 

 

時津町立地適正化計画 

 

 ２ 誘導施策の内容 

  計画の骨格となる 4 つのターゲットを達成するために、誘導施策を以下のとおり設定

します。 

 

  

誘導施策 低未利用地の集約による都市機能立地の推進 

対応箇所 時津停留所周辺都市機能誘導区域 

 

【課題】拠点エリアの魅力向上を目指すためには、町中心部である時津停留所周辺に

施設立地を促進する必要がありますが、立地に必要な用地が確保できないと

いった問題が想定されます。 

【方針】「低未利用地土地権利設定等促進計画」制度が創設され、低未利用地の地権者

等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず、複数の

土地や建物に一括して利

用検討を設定する計画を

町が作成できるようにな

りました。 

    この制度を活かし、低未

利用地の集約を図りなが

ら魅力ある町中心部づく

りに取り組みます。 

 

誘導施策 空き家・空き地の利活用推進（立地誘導促進施設協定） 

対応箇所 居住誘導区域内 

 

【課題】将来的に人口減少がさらに進行することで、空き家や空き地が発生すること

が想定されます。 

空き家や空き地が増加した場合、人口減少に伴う地域コミュニティの衰退や

地域の魅力低下、治安の悪化等といった問題が発生します。 

【方針】積極的に人口集積を図るエリアにおいて発生した空き家については、利活用

を図ることによって地域の魅力向上を目指します。 

    また、発生した空き家を活

用して交流広場やコミュニ

ティ施設などを地域コミュ

ニティやまちづくり団体が

共同で整備・管理する「立

地誘導促進施設協定」を活

用しながら、人口減少下に

おいても魅力ある住環境の

創出を目指します。 

「魅力ある拠点・住環境づくり」を推進するための誘導施策 

※出典元：国土交通省「都市のスポンジ化対策活用スタディ集」 

※出典元：国土交通省「都市のスポンジ化対策活用スタディ集」 

立地誘導促進施設協定のイメージ図 

低未利用地土地権利設定等促進計画制度のイメージ図 

※上記 2 施策については、指針の方向性について「低未利用地・管理の指針について」で整理します。 
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第６章 誘導施策の設定 

 

 

 

 

  

誘導施策 既存都市機能の維持 

対応箇所 全ての都市機能誘導区域 

 

【課題】人口が減少しているなかで、利便性の高いまちづくりを目指していくために

は、既存の都市機能を維持することが重要となります。 

【方針】都市機能誘導区域内に立地する誘導施設については、周辺エリアへの人口誘

導によって維持できるような環境づくりを目指します。 

 

誘導施策 土地区画整理事業の推進 

対応箇所 時津中央第２土地区画整理事業区域 

 

【課題】より良い住環境を創出するためには、

道路や公園などを一体的に整備するこ

とが効果的であり、町内においては元

村郷、浜田郷において時津中央第２土

地区画整理事業を施行中です。 

【方針】施行中の土地区画整理事業を推進する

ことで、良好な住環境を創出し、将来

的な人口維持を目指します。 

 

誘導施策 地区計画の推進 

対応箇所 居住誘導区域内 

 

【課題】より良い住環境や拠点づくりを創出するためには、住民と時津町が協同して

まちづくりのルールを設定する地区計画制度を活用することが効果的です。 

【方針】地区計画において建築物等の形態又は意匠の制限、垣、又はさくの構造の制

限などを行うことで、景観に配慮した建築物の立地を目指します。 

 

誘導施策 
都市計画道路（西時津左底線（野田工区）、西時津小島田線（打越工区）） 

の整備推進 

対応箇所 西時津左底線（野田工区）、西時津小島田線（打越工区） 

 

【課題】魅力ある拠点や住環境づくりを行うためには、都市計画道路の整備による周

辺エリアとのアクセス性向上や道路・歩行環境の向上が重要となります。 

【方針】事業中である西時津左底線（野田工区）、西時津小島田線（打越工区）の整備

を推進し、時津町全体の魅力向上を目指します。 

 

時津中央第 2 土地区画整理事業 計画図 

※出典元：時津町資料 
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時津町立地適正化計画 

 

 

 

 

誘導施策 通学路路肩のカラー舗装、防護柵の設置推進 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】より良い住環境を創出するためには、小中学生が安心して通学できる環境を

創出する必要があります。 

【方針】通学路となる箇所において歩道部のカラー舗装や安心して歩くことのできる

防護柵の設置を推進することで、安全な通学路の整備を目指します。 

 

誘導施策 自転車利用環境の整備推進 

対応箇所 町内主要道路 

 

【課題】町中心部を魅力ある拠点とするためには、自家用車に過度に依存せずに公共

交通や他の交通手段を利用しやすい環境づくりが重要となります。 

    公共交通よりも気軽に利用でき、徒歩よりも移動範囲が広がる交通手段とし

て自転車の利用が注目されています。 

【方針】町内の主要道路において、道路脇に自転車通行帯を整備するなど自転車を利

用しやすい環境づくりを目指します。 

 

誘導施策 垂直避難が可能な避難施設の機能維持・向上 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】良好な住環境を形成するためには、災害時においても人的被害が発生しない

ような対策をとることが必要です。 

近年はこれまでに経験したことの無いような豪雨災害が発生しており、これ

らの被害が発生した際においても安全な避難（2 階以上、高台等への垂直避

難）ができるような施設の確保が重要となります。 

【方針】既存施設を活用しながら、想定最大規模の降雨災害が発生した際において

も、浸水被害等の危険性がなく避難者の受け入れる環境整備を目指します。 

    また、民間施設等において、多くの垂直避難施設がすでに立地しているた

め、浸水被害発生時において、避難場所として活用するための協定を結ぶこ

とによって、より避難が容易にできる環境整備を目指します。 
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第６章 誘導施策の設定 

 

 

 

  

誘導施策 避難路の整備促進 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】良好な住環境を形成するためには、災害時においても人的被害が発生しない

ような対策をとることが必要です。 

近年はこれまでに経験したことの無いような豪雨災害が発生しており、これ

らの被害が発生した際においても、安全な避難（2 階以上、高台等への垂直

避難）ができるような施設に安全に向かうことのできる道路整備が重要とな

ります。 

【方針】想定最大規模の降雨災害が発生した際においても、浸水被害等の危険性がな

く避難が可能な避難路の整備を進めます。 

 

誘導施策 避難情報の周知 

対応箇所 災害リスクの指摘されているエリア 

 

【課題】良好な住環境を形成するためには、災害時においても人的被害が発生しな

いような対策をとることが必要です。 

【方針】ハザードマップの配布等を通して、浸水想定区域などといった災害リスク

の指摘されている箇所や近隣の避難施設、避難時の注意事項等について、

住民に対して周知徹底を行うことで、住民に対して災害意識を醸成しま

す。 

 

誘導施策 歩くまちづくり事業の推進 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】賑わいのある拠点形成を図るため

には、多くの住民が拠点となるエ

リア周辺を歩きたくなるような仕

組みを作ることが重要です。 

【方針】時津中央第２土地区画整理事業区

域の歩道については、ゴムチップ

による弾力性舗装によって歩きや

すい環境を整備しています。今後

も、町内各所での多くの人が行き

かう場所やその他ウォーキングコ

ースとなりうる場所に、同様の整

備を行い、歩きたくなる環境整備

を行います。 
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時津町立地適正化計画 

 

  

誘導施策 地域包括支援センターでの教室・講座の継続的な実施 

対応箇所 時津町地域包括支援センター 

 

【課題】賑わいのある拠点を形成し、高齢者が町中心部に出向きたくなるような仕組

みを作ることが重要となります。 

【方針】町中心部に立地している「時津町地域包括支援センター」において、高齢者

の健康増進や自立支援を目的として教室や講座を実施しています。 

    今後もこれらの教室や講座を継続的に実施し、町中心部に多くの高齢者が集

まる仕組みづくりを行います。 
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第６章 誘導施策の設定 

 

 

 

 

  

誘導施策 時津町子育て応援住宅支援事業補助金の継続的実施 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】将来的な人口減少や高齢化を抑制するためには、若者・勤労世代が住みやす

くなるような環境を作ることが重要です。 

【方針】町内で継続的に実施している「時津町子育て応援住宅支援事業」を今後も継

続的に実施し、若い世代の流入を積極的に受け入れます。 

 

誘導施策 こども福祉医療費助成制度の継続的実施 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】将来的な人口減少や高齢化を抑制するためには、若者・勤労世代が暮らすう

えでの経済的な負担を軽減することが重要です。 

【方針】町内で継続的に実施している「こども福祉医療費助成制度」を今後も継続的

に実施し、子育てに係る経済的負担を軽減します。 

 

誘導施策 子育て短期支援事業・ファミリーサポートセンターの利用促進 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】子育てしやすい環境づくりを行うためには、保育施設の充実だけでなく、日

常的な暮らしの中で子育てについて互いに援助できる環境づくりを行うこと

が重要です。 

【方針】やむを得ない事情で児童の養育が困難となった際に児童福祉施設で一時的に

養育する「子育て短期支援事業」や外出時や急用などの際に子供を預かる

「ファミリーサポートセンター」などを活用し、子育てしやすい環境づくり

を目指します。 

 

「若者・勤労世代の流入促進による人口維持」を推進するための誘導施策 
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時津町立地適正化計画 

 

 

 

  

誘導施策 子育て支援センター・子育て世代包括支援センターの利用促進 

対応箇所 町内の子育て支援センター・子育て世代地域包括支援センター 

 

【課題】子育てしやすい環境づくりを行うためには、保育施設の充実だけでなく、日

常的な暮らしの中で子育てについて互いに援助できる環境づくりを行うこと

が重要です。 

【方針】妊娠期や育児期の方が育児に対する不安や悩みに対しての窓口である「子育

て支援センター」や「子育て世代地域包括支援センター」の利用促進を図

り、子育てしやすい環境づくりを目指します。 

 

誘導施策 都市計画公園の機能向上・整備推進 

対応箇所 坊ノ前公園・茶屋ノ本公園 

 

【課題】将来的な人口減少や高齢化を抑制するためには、子育て環境の向上を図るこ

とによって、子育て世代が住みたくなるまちづくりを進めることが重要で

す。 

【方針】時津中央第２土地区画整理事業区域内に整備予定である「坊ノ前公園」及び

「茶屋ノ本公園」の整備を進めるほか、他の都市計画公園についても設備更

新などといった機能向上を図ることで、良好な子育て環境づくりを進めま

す。 

 

誘導施策 若者の地元就職推進を図るための地元企業 PR 活動推進 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】人口減少や高齢化を抑制するためには、時津町で

生まれ育った若者が大人になっても時津町に住み

続けられる環境づくりが必要となります。 

【方針】若者世代に地元企業の魅力を知ってもらうことを

目的に地元企業の PR 活動を積極的に行い、就職

時に時津町に戻って来たくなるほか、町内で就職

したくなる若者の増加を目指します。 

 

 

 

 

 

 

時津町合同企業面談会 
パンフレット 

※出典元：時津町資料 
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第６章 誘導施策の設定 

 

 

 

 

 

誘導施策 路線バスの高齢者への交通費助成事業推進 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】高齢化が進行することによって、自力で移動がで

きなくなる人の増加が懸念されます。 

    自家用車に代わる手段として、公共交通をより利

用しやすくするための方策検討が必要です。 

【方針】時津町内に 1 年以上お住まいの在宅の方で、運転

免許証をお持ちでない 70 歳以上の方高齢者に対

してバスやタクシーの利用費を助成する「高齢者

交通費助成」制度の活用を促進し、高齢者の移動

手段確保を目指します。 

 

 

 

 

誘導施策 路線バスの利用環境向上 

対応箇所 町内主要バス停留所 

 

【課題】自家用車に過度に依存しない環境を形成するためには、公共交通を利用した

くなる環境作りが必要です。 

【方針】バス停留所の待合環境整備などによって公共交通を利用したくなる環境を作

り、自家用車利用からのシフトを目指します。 

 

誘導施策 歩くまちづくり事業の推進（再掲） 

対応箇所 町内全域 

 

【課題】賑わいのある拠点形成を図るためには、多くの住民が拠点となるエリア周辺

を歩きたくなるような仕組みを作ることが重要です。 

【方針】時津中央第２土地区画整理事業区域の歩道については、ゴムチップによる弾

力性舗装によって歩きやすい環境を整備していますが、町内各所での多くの

人が行きかう場所やその他ウォーキングコースとなりうる場所に、同様の整

備を行い、歩きたくなる環境整備を行います。 

 

「公共交通の利用促進による自家用車に過度に依存しない交通体系の推進」 
を推進するための誘導施策 

※出典元：時津町資料 

高齢者交通費助成制度 
パンフレット 
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時津町立地適正化計画 

 

 

 

 

  

誘導施策 町中心部エリアにおける創業・起業支援 

対応箇所 時津停留所周辺都市機能誘導区域 

 

【課題】町中心部の賑わいを創出するためには、町中心部に訪れる人を増加させるだ

けではなく、働く人を増加させることも重要となります。 

【方針】時津停留所周辺都市機能誘導区域において企業の創業や起業を検討している

事業者に対して補助や専門家アドバイスなどといった支援制度によって、町

中心部で働く人を増加させ、にぎわいの創出を目指します。 

 

誘導施策 町内店舗・企業の維持 

対応箇所 都市機能誘導区域・産業振興ゾーン 

 

【課題】将来的な人口減少や高齢化を抑制し、人口規模以上の人口交流を創出するた

めには、若者・勤労世代が働く場所を整備し周辺エリアで暮らすことができ

る環境を作ることが重要です。 

【方針】若者・勤労世代の働く場所となる店舗や企業の維持を図り、町内のみならず

周辺市町の雇用の受け皿を確保することで、人口規模以上の人口交流の創出

を目指します。 

 

「店舗・企業の維持による交流人口の維持・税収確保」を推進するための誘導施策 
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第６章 誘導施策の設定 

 

 ３ 低未利用地の利用・管理の指針 

  今後の人口減少に伴い、町内においては空き地や空き家などの低未利用地が、時間的・

空間的にランダムに発生することが懸念されます。 

  このような低未利用地に対して、適切に管理を促すことはもちろんのことですが、都市

機能や住宅の誘導を図っていく上でも、有効な利用を促進していくことが重要です。 

  複数の土地の利用検討の交換・集約、区画再編等を通じて、低未利用地を一体敷地とす

ることにより、活用促進につながると認められる場合は、低未利用地土地の所有者等と利

用希望者を町が調整するなど、低未利用地土地権利設定等促進計画制度の活用に向けた

検討を行います。 

  また、空き地・空き家等の既存ストックを活用し、地域の実情に応じて必要となる身の

周りの公共空間を創出することについて、地域住民の発意による取組を促進・支援してい

くために、立地誘導促進施設協定制度の活用に向けた検討を行います。 
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時津町立地適正化計画 

 

  （１） 低未利用土地権利設定等促進計画制度の活用 

 

 

  （２） 立地誘導促進施設協定制度の活用 

 

 

対象エリア 時津停留所周辺都市機能誘導区域内 

低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 

● 低未利用土地利用等指針に定めた利用指針に即した低未利用土地の利用を進め

る事業であること。 

● 複数の土地及び当該土地に存する建物についての権利設定等を通じて、低未利

用土地を一体敷地とすることにより活用促進につながるものであること。 

対象エリア 居住誘導区域内 

立地誘導促進施設協定制度の活用 

● 立地誘導促進施設は、居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与するた

め、居住誘導区域においては住宅誘導を促進させる一方で、都市機能誘導区域

においては、誘導施設の立地の誘導を促進させる施設であること。 

● 区域内の一団の土地の所有者等は、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理

を適切に行うものであること。 

立地誘導促進施設の例 

● 地域住民等が利用することができる道路・公園・広場・緑地・通路 

● 広告板、防犯灯、備蓄倉庫、集会所等、地域において必要となる施設 

● 地域の来訪者、滞在者等が利用することができる駐車場、駐輪場等 
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第７章 

目標数値・効果目標の設定および 

計画策定後の届出制度 
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第７章 目標数値・効果目標の設定および計画策定後の届出制度 

第７章 目標数値・効果目標の設定および計画策定後の届出制度 

 １ 目標数値・効果目標の設定 

  施策の達成状況等の計画評価における目標値については、目標とすべきターゲットご

とに設定するとともに、目標値が達成されることにより評価される効果目標を設定しま

す。 

   （１） 「魅力ある拠点・住環境づくり」に位置づけられた誘導施策を推進すること

による目標値 

    魅力ある拠点・住環境づくりについての目標数値は、居住誘導区域内における人口

密度を設定します。 

 

 現状 
（2015 年    

（平成 27 年）時点） 

目標値 
（2040 年    

（令和 22 年）時点） 

居住誘導区域内の 

人口密度 
51.4 人/ha 45.0 人/ha※1 

 

    ※1 数値としては減少していますが、何も対策を講じなかった場合の居住誘導区

域内の人口密度は 42.4 人/ha となるため、居住誘導区域内に更なる人口誘導

を図ることで人口減少の抑制を目指します。 

 

   （２） 「若者・勤労世代が流出しない環境づくり」に位置づけられた誘導施策を推

進することによる目標値 

    若者・勤労世代が流出しない環境づくりについての目標数値は、「子育てしやすい」

と思う町民の割合を設定します。 

 

 現状 

（2018 年    
（平成 30 年）時点） 

目標値 

（2040 年    
（令和 22 年）時点） 

「子育てしやすい町」

と思う町民の割合※2 
74.9% 80.0% 

 

    ※2 時津町子ども子育て支援事業計画策定に向けたアンケート調査の「育てしや

すい町」の設問において、「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答

した町民の合計 
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   （３） 「公共交通の利用促進による自家用車に依存しない交通体系の推進」に位置

づけられた誘導施策を推進することによる目標値 

    公共交通の利用促進による自家用車に依存しない交通体系の推進についての目標

数値は町内主要停留所のバス発着本数を設定します。 

 

 現状 
（2020 年    

（令和 2 年）時点） 

目標値 
（2040 年    

（令和 22 年）時点） 

各
停
留
所
の 

バ
ス
発
着
本
数 

時津停留所 片道 141 本/日 片道 141 本/日 

時津北部ターミナル 片道 98 本/日 片道 98 本/日 

溝川停留所 片道 72 本/日 片道 72 本/日 

 

   （４） 「店舗・企業の維持による交流人口の維持・税収確保」に位置づけられた誘

導施策を推進することによる目標値 

    店舗・企業の維持による交流人口の維持・税収確保についての目標数値は、時津町

に通勤する就業者人口と財政力指数を設定します。 

 

 現状 
（2018 年    

（平成 30 年）時点） 

目標値 
（2040 年    

（令和 22 年）時点） 

財政力指数 0.72 0.72 

 

   （５） 効果目標の設定 

    上記施策を達成することによるコンパクトなまちづくりの実現によって、効果目

標としては、人口減少下においても住みやすい環境を維持させることを目指します。 

 

 

  

【各目標を達成することによる効果目標】 

「まちづくり住民アンケート」による「時津町の住みよさ」 

91.5% 

（2019 年（令和元年）時点） 

92.0% 

（2040 年（令和 22 年）時点） 
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第７章 目標数値・効果目標の設定および計画策定後の届出制度 

 ２ 進捗管理の方針 

  本計画の計画期間内においては、施策の進行状況や社会的な動向の変化も予想される

ため、上位計画や関連計画の見直しとの整合を図りつつ、概ね 5 年ごとに設定した数値

目標の達成状況や、誘導施策の進行状況の評価・検証を行います。 

  評価にあたっては、設定した目標値の達成に向けて、今後具体的に定める施策や事業の

評価・検証を行い、実施状況に応じて関係部門と連携･調整を図りながら、施策の見直し

や新たな施策の検討を行います。 

  また、実施状況については、本町による自己評価と専門性･中立性を有する時津町都市

計画審議会における第三者評価を行い、評価結果を踏まえ、必要に応じて立地適正化計画

の見直しを行います。 

 

【本計画での PDCA サイクルの取り組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●立地適正化計画の策定 

●計画の定期的見直し 

●施策の実施 

●評価指標に基づく 

 取組の評価・検証 

●問題点・課題に応じた 

 新たな施策の検討 
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 ３ 届出制度 

  立地適正化計画を推進するため、都市再生特別措置法に基づき、次のとおり届出が必要

になります。 

   （１） 都市機能誘導に関する届出 

   ➀誘導施設の整備 

    都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、都市機能誘導区域外の区域

で誘導施設を整備しようとする場合には、これらの行為に着手する日の 30 日前ま

でに行為の種類や場所などについて、町長に届け出ることが必要となります。 

 

【都市機能誘導区域外で届出対象となるもの】 

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 

建築等行為 

①誘導施設を有する建築物を新築する場合 

②建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合 

③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 

 

【届出の対象区域イメージ】 

 

   ②誘導施設の休廃止 

    都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項の規定に基づき、都市機能誘導区域内で

誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、これらの行為に着手する日の 30 日

前までに行為の種類や場所などについて、町長に届け出ることが必要となります。  

※出典元：国土交通省資料 
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   （２） 居住誘導に関する届出 

   ➀誘導施設の整備 

    居住誘導区域外においては、都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、

開発行為等を行おうとする場合、これらの行為に着手する 30 日前までに行為の種

類や場所等について、町長へ届け出ることが必要となります。 

 

【居住誘導区域外で届出対象となるもの】 

開発行為 

①3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

②1 戸または 2 戸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 

建築等行為 

①3 戸以上の住宅を新築 

②建築物を改築し、または用途を変更して 3 戸以上の 

住宅とする場合 

 

【届出の対象イメージ】 

 
開発行為 

※出典元：国土交通省資料 

建築等行為 

※出典元：国土交通省資料 
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