
平成 30 年 6 月定例会 

上田市立地適正化計画についての質問 

・計画策定の目的について 

・今後の策定スケジュールについて 

・誘導区域の線引きについて 

・計画策定のプロセスについて 

 

◆８番（井澤毅君） 

初めての一般質問でございますが、通告に従い質問させていただきます。昨日の代表質問と若干重複す

るところもございますが、上田市立地適正化計画につきまして少し踏み込んで質問させていただきます。 

私は、４月の信濃毎日新聞の記事で初めて立地適正化計画という言葉を知り、上田市が策定に向け進め

ているということを知りました。そして、先月「みんなが住みよいまちを目指して、上田市立地適正化計

画の考え方」というＡ３のリーフレットが市内全戸に配布されました。そこには少子高齢化が進み、20

年後、30 年後の上田市はこんなまちになってしまうかもといった絶望的な内容が避けられない将来予想

図として書かれていました。そして、そんな絶望的な社会に向けて私たちができることが立地適正化計

画であり、それによっていつまでも元気な上田市でいられると書かれていました。 

そんなバラ色の計画の立地適正化計画とはどのようなものなのか。しかし、私の周りの人に聞いてみて

もこの計画について知っている人は一人もいませんでした。市役所関係の何人かに伺いましたら、コン

パクトシティーのことという程度の認識で、詳しく内容を把握している方はいらっしゃいませんでした。

それがこの計画についての一般市民の現在の認知度であると思います。  

土屋市長が所信表明の中で両輪と言われた第二次上田市総合計画と上田市まち・ひと・しごと創生総合

戦略の中を見ても、拠点集約型都市構造としてコンパクトなまちづくりの推進とは書かれていますが、

立地適正化計画という言葉も具体的な説明も見当たりません。この内容について調べていくと、市民の

認知度とは反して市民生活に大変大きくかかわる計画であるということがわかってきました。 

この上田市立地適正化計画策定の目的につきましては、昨日の半田議員の代表質問と重複しますので割

愛させていただきますが、この計画策定により市民にはどのようなメリットがあるのか、また市民への

デメリットについては検討したのか。以上、第１問としてお聞きします。  

  

◎都市建設部長（翠川潔君）  

井澤議員さんのご質問にご答弁させていただきたいと思います。立地適正化計画策定について、市民の

メリット、それからデメリットの有無についてのご質問をいただきました。 

現在策定中の立地適正化計画は、少子超高齢化、人口減少が進む中、良好な生活環境や持続可能な自治体

経営を将来においても持続するために、拠点集約型都市構造への転換を目指す計画であります。この計

画では既存の拠点施設の維持や地域の現状と特色に即した必要な施設の誘導を図るため、あらかじめ居



住と都市機能を誘導すべき区域を示し、官民一体となった誘導施策を講じることで都市活動の活性化を

促したいと考えておりまして、これらの拠点を結ぶ公共交通ネットワークの維持、向上を図ることで、上

田市に住んでみたい、住み続けたいと思えるようなまちづくりをしたい、こういった効果を生み出した

いというふうに考えております。 

また、立地適正化計画を策定することで必要となる都市機能を維持、確保するための国の支援策が受け

やすくなり、交付金の交付率のかさ上げや交付対象事業が拡充され、活用ができる交付金の幅が広がる

など、官民の事業者が誘導区域内で事業展開等の都市活動を行うに当たっての動機づけなどの効果も期

待できます。  

なお、立地適正化計画が策定されますと、居住誘導区域外における３戸以上の住宅の建築目的の開発行

為、または３戸以上の住宅等建築する場合等については市への届け出が必要となり、ある意味法的な縛

りが発生してまいります。以上でございます。 

 

◆８番（井澤毅君） 

ただいまご説明いただきました。集約しコンパクトにすることにより、インフラ整備や行政サービスの

効率が上がり、市の財政面のメリットということはとてもよく理解できます。ただ、市民にとって本当に

それがメリットかどうか、特に今の言われた居住誘導区域外に住まわれている市民にとってどのような

メリットがあるかは確かではありません。 

次に、今後の策定スケジュールについて伺います。国土交通省の改正都市再生特別措置法等についての

中に次のように書かれています。策定プロセスとして、立地適正化計画の作成、実施に当たっては多様な

関係者による活発な議論を交わすとともに、相互に連携し、それぞれが主体的に取り組むことが重要で

ある。このため、計画の策定、実施に当たっての協議や計画の実施に係る連絡調整等の場として、市町村

都市再生協議会を設置することができる。関連する既存の協議会がある場合には、それらを束ねて兼用

することや、それぞれの構成員の相互の乗り入れ等が考えられるとあります。 

この上田市立地適正化計画には医療や福祉、産業、公共交通、農業、観光、防災、土木など都市計画担当

部局以外の多くの部局がかかわってくると考えますが、部局間の協議や調整を十分に行った上で計画案

策定を進めているのでしょうか。 

また、民間事業者や何より市民への十分な説明と理解を得られることが計画を進める上での大前提だと

考えますが、説明の実施や意見の募集、計画への反映についてどのように考えているのでしょうか。計画

案のスケジュールでは、ことし 11 月に計画を公表し、国土交通省に提出するとしていますが、計画の重

要性を考慮すると余りにも拙速なスケジュールではないでしょうか。 

そして、もし市民の十分な理解を得られず、市民合意を取りつけることができなかった場合は計画の見

直しはあるのでしょうか。以上、第２問としてお聞きします。  

 



◎都市建設部長（翠川潔君） 

今後の策定スケジュールについて幾つかご質問をいただきました。 

最初に、医療や福祉、産業、公共交通、農業、観光、防災など他の担当部局との協議や調整を十分に行っ

た上で計画案を策定しているかとのご質問でございます。立地適正化計画は人口減少社会に対応したま

ちづくりを推進するための枠組みづくりということでございます。上田市の現状と将来の状況、本計画

の考え方やその内容など、人口減少社会に対応したまちづくりに向けて各関係部局において共通の認識

を持つ必要がございまして、計画策定に際してはそれぞれの立場での考えを聞き、調整を行う必要がご

ざいます。 計画策定に際しまして、平成 27 年７月から福祉部、商工観光部、都市建設部はもちろんで

すが、農林部、消防部などを初め、丸子、真田、武石の各地域自治センター職員への説明や意見交換など、

昨年度までに計 21 回開催してまいりました。今年度につきましては、現在行っておりますパブリックコ

メントの結果が出次第、関係部局等との協議を予定しておりまして、その後におきましても策定の進捗

状況を見ながら協議や意見交換等を実施してまいりたいと考えております。 

次に、市民への説明、意見の計画への反映についてのご質問でございます。立地適正化計画につきまして

は、新しい都市計画制度として平成 26 年８月、都市再生特別措置法が改正されまして、立地適正化計画

が策定できることとなりました。制度への理解を深めるため、市民の皆様や土地利用に携わる民間事業

者の皆様へのわかりやすい情報提供を心がけてまいりました。平成 27 年４月から計画策定に着手をし、

平成 29 年３月の市議会環境建設委員会において概要説明を行いまして、平成 29 年６月から９地域協議

会において計画概要の説明を行ってまいりました。さらに、29 年７月の「広報うえだ」に概要について

掲載をいたしまして、市民の皆様にお知らせをしてまいったところでございます。 

また、土地利用にかかわる民間の事業者向けといたしまして、宅地建物取引業協会の上田支部を初め、長

野県建築士会上小支部、長野県建築士事務所協会上小支部、また上田商工会議所建設業部会、測量設計業

部会等の皆様に対しまして説明会を実施してきたところでございます。 

また、ことしに入りまして、４月 17 日の信濃毎日新聞の地域のページの紙面でございますが、市が立地

適正化計画を策定していることについての記事が掲載されました。信濃毎日新聞に限らず記事に取り上

げていただくことは、周知が行き届かない市民の皆様への情報提供の一方策であると考えているところ

でございます。５月 16 日号の「広報うえだ」では、基本的な方針や区域等の案等を載せました「みんな

が住みよいまちを目指して」と題しましたチラシを全戸配布させていただいたところでございます。 

５月から各地域協議会において２度目の報告と説明の機会をいただいておりまして、本日までに５つの

地域協議会での説明をさせていただいております。残りの４地域協議会への説明は６月以降を予定して

おるところでございます。また、５月下旬には上田地域と丸子地域におきまして市民説明会を開催し、さ

らに現在本計画案について市民意見募集手続に基づきましてパブリックコメントを６月14日まで実施中

でございまして、市民の皆様の意見募集を行っているところでございます。 

これまでも市民の皆様や民間事業者の皆様から計画に対するご意見、ご質問に加え、将来の人口減少や



超高齢社会に対するご不安や、現状における地域の課題等をお聞きしてきたところでございまして、い

ただいた計画に対するご意見につきましては、反映するもの、そうでないもの、課題としていただくもの

等、その理由をきちんと整理する中で対応してまいりたいと考えております。 

次に、計画策定のスケジュールについて、ことし 11 月の公表は拙速ではないか、また住民理解を得られ

ない場合は中止する考えはあるかとのご質問でございます。上田市立地適正化計画につきましては、平

成 27 年４月に基礎調査に着手した後、計画策定作業とともに、先ほど申し上げました庁内部局への説明

や意見交換、また各地域協議会、関係団体の皆様や市民の皆様に周知を図ってまいりました。立地適正化

計画策定につきましては、計画公表までのスケジュールを立て、一般に公表した中で市民の皆様からの

意見の集約を図りながら進めるとともに、上田市都市計画審議会での審議をいただく中、本計画が目指

す公表時期を平成 30 年 11 月と申し上げてきたところでございます。 

本計画につきましては、ここまで基本的な考え方や区域等をお示ししてきた段階でございますが、今年

度目標値や評価方法等を策定した上で、本計画の全体案として９月から 10 月にかけて再度市民意見募集

手続に基づくパブリックコメントの意見募集を行う予定でございます。さらに、上田市議会や市の関係

部局への説明等を並行して進めていくとともに、必要な修正等を行いながら、最終的には上田市都市計

画審議会での審議を踏まえまして成案化いたしまして、本年 11 月の公表を目指してまいりたいと考えて

おります。 

また、住民理解が得られない場合は本計画策定を中止する考えはあるのかとのご質問でございますが、

これまで各地域協議会や関係諸団体、市民説明会や市議会環境建設委員会等におきまして本計画の必要

性や趣旨などについて説明をさせていただきまして、本計画の策定につきましてはおおむねご理解をい

ただいていると考えておりますことから、引き続き策定作業等を進めてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

 

◆８番（井澤毅君） 

ご答弁いただきましたが、ただいまご説明いただいた市民への説明、協議会とか「広報うえだ」に載せた

というお話でしたが、先日の５月の「広報うえだ」もＡ３判１枚だけ、ホームページを見ますとそのほか

に概要版というのがございますけれども、概要版でも正直細かいことはわからないと思いました。全容

のものになりますと八十数ページのものです。なかなか一般の市民の方が全部目を通して理解するのは

難しいのではないかなと思うのが正直なところでございます。時間がないので、次の質問に移りたいと

思います。 

誘導区域の線引きについて伺います。上田市立地適正化計画の概要では、居住を誘導し、人口密度を維

持する区域として居住誘導区域を設定することとなっていますが、区域を線引きすることにより区域内

と区域外では具体的にどのような違いが生じるのでしょうか。また、計画案では中心市街地のスポンジ

化が進行する一方、家屋の新築は郊外への立地が多いとありますが、その要因は何だと分析しているの



でしょうか。同じく計画案では空き家の効率的な利活用について言及していますが、具体的にどのよう

なことを想定しているのでしょうか。そして、居住誘導区域外の空き家の位置づけはどのようになるの

でしょうか。以上、第３問としてお聞きします。          

 

◎都市建設部長（翠川潔君） 

誘導区域の線引きについてご質問をいただきました。最初に、誘導区域の線引きにより区域内と区域外

ではどのような違いが生じるかでございます。都市機能誘導区域は、交通アクセス性、都市機能の集積状

況を勘案し、都市全体における医療、福祉、商業等各種生活サービス施設の効率的な提供拠点を目指す区

域とされております。また、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ーが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域

とされております。 

立地適正化計画が策定されますと、都市再生特別措置法第 88 条第１項に基づきまして、立地適正化計画

区域内で居住誘導区域外における３戸以上の住宅の建築目的の開発行為、または３戸以上の住宅等を建

築する場合等については、行為の着手の 30 日前までに市への届け出が必要となってまいります。都市機

能誘導施設として設定を予定している誘導施設でございますが、上田及び丸子地域では駅、バスターミ

ナル、図書館、健康増進施設、加えて上田地域では大、中規模の商業施設、丸子地域では高等教育機関で

あり、計画区域内で都市機能誘導区域外に同じ機能の施設を整備する場合についても、都市再生特別措

置法第 108 条に基づきまして市への届け出が必要となってまいります。 

次に、計画案で示されている中心市街地のスポンジ化、郊外立地などの分析についてのご質問でござい

ます。2011 年から 2015 年の５年間にかけての住宅の新築戸数につきましては、都市計画基礎調査によ

りますと、上田用途地域内が 997 戸に対しまして、用途地域外が 1,679 戸でございました。また、2006

年から 2017 年の 12 年間にかけて市の条例に基づく開発事業届がございました宅地分譲の区画数は総数

で 324 区画ございまして、そのうち約７割に当たる 238 区画は神科地区 95 区画、城下地区 73 区画、川

辺・泉田地区 70 区画といった状況でございます。さらに、共同住宅の建築を目的とした開発事業届につ

きましては、部屋の総数で申し上げますが、1,274 部屋に対しまして、川辺・泉田地区が 253 部屋、神川

地区が 153 部屋、以下城下地区 148 部屋、西部地区が 97 部屋などという結果になっております。 

このような状況から、共同住宅も含めた新築の住宅につきましては、上田用途地域の外縁の千曲川右岸

地域では神科・神川地区でございまして、左岸地域では城下、川辺・泉田地区にかけての建築が多く、そ

の要因といたしまして、まず１つとして、中心市街地が比較的近く便利である、２つ目として、開発可能

な一定程度の広さを持つ農地等がある、３つ目として、取引価格が比較的安価に設定できて、子育て世代

に人気があるといったようなことが挙げられると考えられます。   

一方、上田用途地域内につきましては、もともと人口密度が高いため人口減少も多いといった状況にあ

り、さらに土地利用が居住地や商業地等で一旦完結しているという状況もございまして、開発事業届に



該当するような 3,000 平方メートル以上超えるような規模の敷地面積を確保することはなかなか難しい

状況が用途地域内にはあるというふうに考えられます。そのため、上田用途地域内における新築住宅の

傾向としては、敷地面積が比較的小さい共同住宅や小規模の開発が行われているといった状況でござい

まして、上田用途地域の外縁部郊外へ立地が広がったというふうに考えております。 

次に、計画案の中で空き家の効率的な利活用の具体的な考えについてのご質問でございます。また、居住

誘導区域外での空き家の位置づけといったことのご質問でございます。この立地適正化計画の中で空き

家の効率的な利活用といったことを掲げておりますが、具体的施策につきましては、今後上田市空き家

等対策協議会等での協議を通じまして具体的な政策の立案や制度設計等を行い、活用など推進方策の検

討を行う予定となってございます。そのため、居住誘導区域外の空き家についても地域に即した政策の

立案を今後検討していくことになるということでございます。以上でございます。 

 

◆８番（井澤毅君） 

ご答弁いただきました。時間がないので、次の質問に移りたいと思います。 

誘導区域の線引きをすることによって区域内と区域外で不動産価格に格差が生じ、個人の資産、財産に

影響を及ぼすおそれは考えられないか。また、居住誘導区域の設定により投機を目的とした土地取引の

誘発が危惧されますが、区域設定にかかわる情報の管理や機密保持についてどのように考えているので

しょうか。また、居住誘導区域の設定は小中学校の通学区の設定にも影響してくるのでしょうか。以上、

第４問としてお聞きします。 

 

◎都市建設部長（翠川潔君） 

誘導区域の設定による影響などについて幾つかご質問をいただきました。  

立地適正化計画公表後の土地の取引価格の動向につきましては、予測といたしまして、土地取引におけ

る通常の経済活動によるものが最も影響するというふうに考えておりますが、今後誘導区域内において

展開される具体的な施策の内容によっては土地価格に影響してくることも考えられます。中心市街地に

おける平成 13 年から平成 23 年にかけての地価の動向でございますが、例えば中央西一丁目では下落率

が 70％、緑が丘三丁目の住宅では下落率 60％、中央六丁目住宅店舗では下落率が 80％、常入一丁目の

住宅におきましては下落率 57％、上丸子の宮ノ前の住宅では下落率が 46％というような数字になってお

りまして、立地適正化計画公表後、強いインセンティブを生み出す施策を講じた場合には、地価の下げ止

まりといったものも期待されるというふうに考えます。  

次に、区域設定の情報管理や機密保持についてのご質問でございます。人口減少社会に対応したまちづ

くりは行政と地域が一体となって進めていく必要があると考えておりまして、行政機関、民間事業者、市

民の皆様に対して広く知らしめて多くのご意見をいただく必要がありますことから、計画案については

区域も含めて全て公表をしておるところでございます。立地適正化計画が策定された後の施策の検討に



つきましても、多くの方との協働の中で検討を進めていく必要があるというふうに考えております。各

地域にございますまちづくり、地域づくりに関係する団体の皆様や地域協議会、民間事業者の皆様など

他の行政関係の皆様を含め、多くの意見を取り入れた中で施策は具体的に検討されていくこと、これが

重要であるというふうに考えております。立地適正化計画公表後、強いインセンティブを生み出す施策

を講じた場合であっても、長期的スパンで誘導を図っていくものでございまして、直ちに土地価格に影

響するものではないというふうに考えております。 

次に、誘導区域の設定は小中学校の通学区の設定にも影響するかとのご質問でございます。通学区域は

就学予定の子供たちが就学すべき小中学校の指定をする際の判断基準として、市町村教育委員会があら

かじめ設定した区域のことでございます。この通学区域につきましては、法令上の定めはなく、就学する

学校の指定が恣意的に行われたり、いたずらに保護者に不公平感を与えたりすることのないようにする

ことなどを目的として、道路や河川の地理的状況、地域社会がつくられてきた歴史的な経緯や住民感情

等、それぞれの地域の実情を踏まえ、各市町村教委の判断に基づいて設定されておるというものでござ

います。上田市におきましてもこのような考え方を踏まえ、基本的には自治会単位で通学区域を定めて

おるところでございます。したがいまして、立地適正化計画の策定が直ちに通学区域に影響することは

ないものと考えております。以上でございます。 

  

◆８番（井澤毅君） 

ただいま誘導区域の線引きについてご答弁いただきました。税制面でも行政サービスでも格差のある誘

導区域の内側と外側、不動産価格に差が出てくるのは当然のことだと思います。それはすぐにではなく

も、個人の資産、財産に大きく影響を及ぼすことは明らかです。また、地域にとって学校は核となる場所

であります。そして、学校もコミュニティスクールに代表されるように、地域に支えられ、地域に見守ら

れ、地域の学校として子供たちを育てています。長い時間をかけてでき上がった地域コミュニティーの

崩壊につながるようなことがあってはならないことだと考えます。居住誘導地域に病院や施設を集め、

税制面の手厚い行政サービスで市民を誘導できたとしても、少子高齢化の世の中でそこに集まってくる

のはやはりご高齢の方になってしまうのではないでしょうか。いっとき人を集めることができたとして

も、20 年後、30 年後にはまた同じ結果が待っているのではないでしょうか。 

先週の新聞のコラムに全戸配布された上田市の立地適正化計画の文書について次のように書かれていま

した。大切なことは、この地を愛し、住みつき、その上で子宝をふやすための施策を行政がどのように創

出するかだ。居住者の奪い合いでない形で上田市の人口減少に歯止めをかける施策について、この文章

は一言半句も触れていない。その意味でこの文章は悲劇的に悲観的だと書かれております。 

国の平均年齢が世界一である日本において、少子高齢化は避けることのできない現実であります。しか

し、それは捉え方によっては成熟した社会になるということでもあります。少子高齢化、人口減少社会に

あっても将来への希望や生きがい、心の満足と豊かさを感じられるような社会を目指していくべきでは



ないでしょうか。市民の精神的な豊かさや生活の質の向上、成熟した社会にふさわしい新しい豊かさを

つくり出す必要があるのではないでしょうか。 

最後の質問になります。この上田市立地適正化計画のような上田市の将来像を左右するような計画は

誰が、どのような形で決めていくべきものだとお考えでしょうか。所信表明で土屋市長がおっしゃった

市民が主役、市民力を高めるまちづくり、人を大切にするまちづくり、共感力によるまちづくり、暮らし

やすさ起点の発想で住みやすいまちづくり、この４つの視点で将来に夢と希望を持てる上田、誰もが生

き生きと住みやすい上田を築き上げ、次の世代へ引き継いでいけることを願いまして、私の一般質問を

終わります。 

上田市の将来像を左右するような計画は誰が、どのような形で決めていくのか教えてください。  

 

◎都市建設部長（翠川潔君） 

最後に、立地適正化計画のように上田市の将来像に影響する計画はどのような形で決定していくべきも

のと考えているかとの質問でございます。立地適正化計画は、第二次上田市総合計画、上田市都市計画マ

スタープラン等の上位計画に則して計画策定されるものでありますが、本計画は上田市が目指す都市構

造の未来図を示す重要な計画であるという側面を持ち合わせております。したがいまして、策定に当た

りましては、都市再生特別措置法などの関係法令など定められたルールに沿った手続を確実に行ってい

くことはもちろんのこと、本計画は上田市が目指す将来の姿に道筋をつける計画であることを計画策定

に携わる行政、市民、市議会など共通の認識の中で進めるべきものと考えております。以上でございま

す。    

 


