
  

二本松市立地適正化計画 概要版 ：目標年次：平成 40（2028）年 届出制度について 

■立地適正化計画区域内の居住誘導区域外
．
における届出 

以下の行為に着手する日の 30日前までに、市長への届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■立地適正化計画区域内の都市機能誘導区域外
．
における届出 

以下の行為に着手する日の 30日前までに、市長への届出が義務付けられます。 

 

 

 

 

 

■都市機能誘導区域内
．
における誘導施設の休廃止の届出 

都市機能誘導区域内において、誘導施設について、休止又は廃止しようとする場合は、休止又

は廃止しようとする日の 30日前までに市長への届出が義務付けられます。 

 

計画の実現に向けて 

まちづくりの方針と注目すべき世代を中心とした誘導施策の実施効果を測るため、以下の目標と効果を定めます。 

 指標 現状 
目標 

(平成 40(2028)年) 

目

標 

①若者子育て世帯の年間新築住宅軒数のトレンド維持または増加 
(居住誘導区域内) 

－ 
10年間で 

500戸以上を目指す 

②若者子育て世帯の中古住宅取得軒数のトレンド維持または増加 
(居住誘導区域内) 

－ 
10年間で 

50戸以上を目指す 

③人口密度の維持 
(居住誘導区域内) 

二本松中心地区 
41.5 人/ha 

(平成 27(2015)年) 
維持 41.5人/ha 

竹田・根崎・郭内・安達地区 
34.7 人/ha 

(平成 27(2015)年) 
維持 34.7人/ha 

④40 歳未満人口割合 
(居住誘導区域内) 

38.0％ 
(平成 27(2015)年) 

43.0％ 

⑤待機児童の解消 
109 人 

(平成 28(2016)年) 

0人 
以後待機児童の発生を防ぐ 

効

果 

⑥地域経済循環の活性化につながる「生産年齢人口割合の維持」 
58.5％ 

(平成 27(2015)年) 

60％ 
施策等を実施しない場合 4.5％ 

⑦二本松市に住みたいと思う「居住意欲度の向上」 
2.5 点 

(平成 28(2016)年) 

3.5点 
近隣市と全国平均超えを目指す 

 

 

立地適正化計画の概要 

■立地適正化計画とは  

我が国の都市における今後のまちづくりは、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すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能にするこ

とが大きな課題です。こうした中、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、福祉や交通等も含めて都市全体の構造を見直し、

「コンパクトシティ＋ネットワーク」の考えで、まちづくりを進めていくことが重要となっています。 

このような背景を踏まえ、行政と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまちづくりに取り組むことを目的として、

都市再生特別措置法が平成26（2014）年に改正され、市町村による立地適正化計画の策定を進めることとされました。 

二本松市では、人口減少が急激に進み、空き家の増加も見られ、都市の低密度化が進んでいます。このまま人口減少・

人口密度の低密度化が進むと、医療、商業・サービス、公共施設、公共交通等の維持が困難となることが予想されます。

これを予防し、二本松市が持続可能な市であり続けるために、都市機能を維持することが極めて重要となります。 

本計画は、こうした状況を踏まえ、居住機能や商業・サービス、医療、公共施設等の市民生活の利便性に資する施設

を誘導し、改定二本松市都市計画マスタープランの将来都市像「集約・連携型都市構造」の実現につながるまちづくり

と、地域交通との連携による「コンパクトシティ＋ネットワーク」を進めるため、二本松市立地適正化計画を策定する

ものです。 

■計画の位置付け  

二本松市立地適正化計画は、都市再生特別措置

法第 81 条に位置づけられるものであり、同法第

82 条に基づき二本松市都市計画マスタープラ

ンの一部として、関連計画等と連携しながら、居

住や医療、福祉、商業といった都市機能の適正な

誘導を図るための包括的な計画となります。 

■対象区域（右図） 

立地適正化計画区域(都市計画区域) 
 

まちづくりの方針 

立地適正化計画により解決すべき課題とまちづくりの方針を設定します。 
 

[市の存続に関わる重要課題]  [都市構造の課題] 

｢子育てママ・パパ」の流出を抑制し、 

選ばれる居住地としての再生 

市の存続に大きな打撃を与える 40 歳未満人口の流出

に対応するため、｢子育てママ・パパ」から選ばれる居住

地への刷新を図る。 

 開発誘導・土地利用促進による 

まちなか居住の推進 

中枢の居住・都市機能誘導を図り、空洞化(空き家・空き

地・空き店舗)の解消を促進する。 

   

[まちづくりの方針] 

子育てママ・パパや子どもが集まり、住みやすい居住地形成 

[注目すべき世代] 

20～40 代の｢若者｣及び｢子育てママ・パパ」 

 

開発行為 

 
開発行為 
以外 

○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 

○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 

お問合せ先 : 二本松市建設部都市計画課  TEL 0243-23-1111（代表）／FAX 0243-23-1197 

〇3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

〇1 戸又は 2 戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、

その規模が 1,000㎡以上のもの 

[届出対象のイメージ] 

届出 

必要 

例：3 戸の開発行為 

例：1,300㎡で1戸の開発行為 

 
届出 

不要 
例：800 ㎡で 2 戸の開発行為 

 

〇3戸以上の住宅を新築しようとする場合 

〇建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、 

3戸以上の住宅とする場合 

[届出対象のイメージ] 

届出 

必要 
例：3 戸の建築行為  

 届出 

不要 
例：1 戸の建築行為

 

開発行為 建築行為 

➊ ➍ 



  

誘導方針及び誘導施策 
本計画では、まちづくりの方針及び注目すべき世代を踏まえ、以下の誘導施

策等を計画に位置づけ展開することで、居住誘導区域内への居住の誘導、及び

都市機能誘導区域内への誘導施設等の誘導を図ります。 

 
 

    
 

誘導方針① 子育てママ・パパがまちなかに集まる機会の創出 

空き家・空き地・空き店舗の活用を見据え、比較的都市機能が整っているま

ちなかにおいて、子育てママ・パパが住みやすく、子育てしやすい環境を整え

ます。これにより、子育てしやすいまちとしてのイメージを

つくり、子育てママ・パパが集まるまちづくりを目指します。 

 

誘導施策１-１ 市民交流センターの子育て支援機能  

誘導施策１-２ 子育てママ・パパが興味を持つ店舗の立地支援  

誘導施策１-３ 内科・外科・産婦人科・小児科等の病院の維持・充実  

誘導施策１-４ まちなか子育てコミュニティの形成  

誘導施策１-５ 子育て支援機能の維持・充実  

 

誘導方針② 注目すべき世代のまちなか居住の促進 

誘導方針①と並行して、空き家・空き地・空き店舗の流通・

活用や宅地開発の推進、注目すべき世代の定住支援等を行い、

注目すべき世代から選ばれるまちを目指します。 

 

誘導施策２-１ 空き家・空き地・空き店舗の流通・活用  

誘導施策２-２ まちなか宅地開発の推進  

誘導施策２-３ まちなかへの市営住宅の供給  

誘導施策２-４ 三世代同居の推進  

誘導施策２-５ 注目すべき世代の定住促進  

 

誘導方針③ 子どもにとっても住みやすい環境づくり 

子どもを中心に生活を考える子育てママ・パパにとって、「子どもにとっても

住みやすい」は、居住地を決める大きなきっかけになると考えられます。 

そのため、子どもが安全に通学でき、移動でき、遊ぶところもあり、病院にも

かかりやすいといった、子どもにとっても住みやすい環境を

つくることで、注目すべき世代に選ばれるまちを目指します。 

 

誘導施策３-１ 居住誘導区域内の移動手段の確保  

誘導施策３-２ 安全な通学路の整備  

誘導施策３-３ 子どもに適切な遊び場と生活の場を提供  

居住誘導区域の設定 

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、居住利便性を高めるべき区域です。 

「二本松中心地区」及び｢竹田・根崎・郭内・安達地区｣は本市の中枢であ

り、生活利便性を牽引する非常に重要な拠点であるため、居住誘導区域を設

定します。 

 
 

[居住誘導区域および都市機能誘導区域図]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域は、持続可能な都市づくりやまちづくりの方針の実現に

向け、医療・福祉・子育て支援等の都市機能の誘導を図る区域であり、特に

これらの機能を有する民間の生活サービス施設の立地を如何に誘導するか

が重要となります。 

居住誘導区域のなかでも、都市機能が集中しつつも、人口減少が起こるこ

とが予想される二本松駅周辺（中枢）を優先的に対応するため、都市機能誘

導区域は、「二本松中心地区」「竹田・根崎・郭内地区」に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立地適正化計画は、居住誘導区域へ強制的に住民を集約させる計画ではありません。そのため、「郊外を切り捨てる」「市民を中心部に集約させる」「今の場所
では住めない」ということはありません。あくまでも、市民それぞれの判断を尊重することを大前提として、緩やかに誘導を進めることとしています。 

 主に都市機能誘導区域内の都市機能誘導の施策  居住誘導区域内の居住誘導の施策 

 

[誘導施設（二本松中心地区／竹田・根崎・郭内地区共通）] 

分野 誘導施設 分野 誘導施設 

医 療 機 関 
⚫ 医療法第 1 条の 5 第 1 項に規定する病院、及び、医

療法第 1 条の 5 第 2 項に規定する診療所のうち、内

科・外科・産婦人科・小児科のいずれかを有する施設 

子 育 て 
支 援 施 設 

⚫ 児童福祉法第 39 条に規定する保育所 

⚫ 児童福祉法第 39 条の 2 に規定する認定こども園 

⚫ 児童福祉法第 40 条に規定する児童館 

⚫ 学校教育法第１条に規定する幼稚園 

⚫ 児童福祉法第 7 条第 1 項に規定する児童福祉施設（子ども館等） 

⚫ ｢特別保育事業の実施について｣の取扱いについて（平成 10 年 4 月 8 日 厚

生省児童家庭局長、児保第 6 号）に規定する子育て支援センター 

商 業 施 設 

⚫ 店舗面積 1,000 ㎡を超え、食料品・飲料水・医薬品のい

ずれかを取り扱う店舗 (例：スーパーマーケット・ドラ

ッグストア・ホームセンター等) 

※いわゆる、コンビニエンスストアは除く 

福 祉 施 設 
⚫ 老人及び児童の福祉向上を図るための福祉センター 

⚫ 老人福祉法第 5 条の 2 第 3 項の老人デイサービス事

業を行う老人デイサービスセンター 

 

 

 

 

 

竹田・根崎・郭内地区 都市機能誘導区域 

二本松中心地区 都市機能誘導区域 

竹田・根崎・郭内・安達地区 居住誘導区域 

二本松中心地区 居住誘導区域 

➌ ➋ 

※土砂災害防止法に基づき、土

砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域に指定され

た地域内においては、新たな

宅地開発や、高齢者や障がい

者ら要配慮者が入所する施

設の建設は抑制する。 

市の中枢として、商業・病院・子育て関連施設・公園等の生
活利便施設の集積を強みとし、さらに、空き家・空き地・空
き店舗を居住誘導の受け皿と捉え、新たな居住・都市機能の
立地の将来性を見据えて、注目すべき世代をはじめとした市
民が住みやすいまちを目指します。 

旧奥州街道を基軸として、二本松駅北部及び安達駅周辺の商業・病院・子育て関連施設・公園
等の生活利便施設を維持・充実し、注目すべき世代をはじめとした市民が住みやすいまちを目
指します。 

本市全体の生活利便性を牽引しつつ、注
目すべき世代に選ばれるまちとするた
め、市民交流センターの子育て支援機能
を活用し、病院・保育所・幼稚園・商業
機能の維持・充実・誘導を図ります。 

霞ヶ城公園から旧奥州街道における、保育所・幼
稚園・小学校・病院の立地の強みを活かし、注目
すべき世代をはじめ、市民が暮らしやすい二本松
駅北部の子育て環境の維持・充実を図ります。 


