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Ⅰ 立地適正化計画の概要

【 計画期間 】
約 20年

１．立地適正化計画とは
立地適正化計画は、従来のまちづくり計画に加
えて、医療・福祉・商業など日常生活に必要な各
種施設（＝都市機能）や居住の維持・誘導の方針
を定めた計画です。 
本計画に基づき、様々な都市機能や住居がまと
まって立地し、住民が徒歩や公共交通で各種施設
を利用することができる『コンパクトシティ・プ
ラス・ネットワーク』のまちづくりを推進します。

２．計画で定める事項

■計画の内容 

＜計画の基本方針＞
計画の基本方針と求められる施策

＜都市機能誘導区域・誘導施設・誘導施策＞
都市機能誘導区域、誘導施設の設定及び誘導施策の整理

＜居住誘導区域・誘導施策＞
居住誘導区域の設定及び誘導施策の整理

＜まちづくりの推進に向けて＞
計画の目標値の設定、期待される効果の整理

及び計画の評価・進め方について

医療・福祉・商業などの都市機能を、都市の中心拠点や生活拠点に誘導・
集積することで、各種サービスの効率的な提供を図る区域

生活利便性の向上を図るため、都市機能誘導区域内において維持・誘導を
目指す施設 

人口減少下でも、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、各種
施設や地域コミュニティの持続性が確保されるよう居住を誘導する区域 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

誘導施設 

立地適正化計画では、都市機能の維持・誘導を
図る区域（＝都市機能誘導区域）、施設（＝都市
機能増進施設、以下「誘導施設」）、居住の維持・
誘導を図る区域（＝居住誘導区域）を定めます。
また、各区域へ維持・誘導を図るための施策を
整理しています。
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Ⅱ 計画の基本方針

１．まちづくりの方針と課題解決のための施策

１）市街化区域の人口減少・密度低下の抑制
２）既存の住宅地の積極的な活用
３）生活を支える都市機能の集積と公共交通の充実 

「にぎわい」と「住みやすさ」で選ばれる 
歩いて暮らせるまちづくり

⑴ 活気あるまちの核・
まちの副次核の形成

課題解決の 
ための施策 

まちづくりの
方針 

本市の課題 

⑵ 住宅地のにぎわいの
創出

⑶ 多様な世代が歩いて
暮らせるまちづくり

２．将来都市構造

様々な都市機能が集積するまちの核・まちの副
次核を形成するとともに、郊外の住宅地について
は、公共交通などによりまちの核・まちの副次核
との連携を図ります。 
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Ⅲ 都市機能誘導区域・誘導施設・誘導施策

１．都市機能誘導区域の設定

各種都市機能や交通結節機能を備えている東松山駅周辺と高坂駅周辺に都市機能誘導区域を設定します。

※上記区域内で土砂災害警戒区域・特別警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されているエリアは、都市機能誘導区域から除外します。
※上記区域内の都市公園・市管理の緑地のエリアは、都市機能誘導区域から除外します。（計画策定後に整備したものについても、同様に除外します。） 

■都市機能誘導区域
（高坂駅周辺） 

■都市機能誘導区域
（東松山駅周辺） 
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都市機能誘導区域（高坂駅周辺）

文化・交流
文化・地域交流センター 誘導
図書館 誘導

商 業 
中規模のスーパー 
(店舗面積 1,000 ㎡超 3,000 ㎡以下) 維持

金 融 
銀行・信用金庫 維持
郵便局・簡易郵便局 維持

子育て支援 

児童館 誘導
地域子育て支援拠点 維持
分娩に対応できる 
産科・産婦人科の診療所 誘導

高齢者支援 
老人福祉センター 誘導
地域包括支援センター 誘導

医 療

診療所（内科） 誘導
診療所（外科） 誘導
診療所（小児科） 誘導

都市機能誘導区域（東松山駅周辺）

行 政 
市役所 維持 
保健センター 維持 

文化・交流
文化・地域交流センター 維持 
図書館 維持 

商 業 

百貨店・総合スーパーなど 
(店舗面積 3,000㎡超) 維持 

中規模のスーパー 
(店舗面積 1,000 ㎡超 3,000 ㎡以下) 誘導

金 融 
銀行・信用金庫 維持 
郵便局・簡易郵便局 維持 

子育て支援 

児童館 誘導
地域子育て支援拠点 維持 
分娩に対応できる 
産科・産婦人科の診療所 維持 

高齢者支援 
老人福祉センター 維持 
地域包括支援センター 維持 

医 療

診療所（内科） 維持 
診療所（外科） 維持 
診療所（小児科） 維持 

※「維持」とある施設は、計画策定時点で都市機能誘導区域内に
あるものです。これらは、今後も維持していくことを基本としながら、
必要に応じて更に誘導することを目指します。また、「誘導」とある
施設は、計画策定時点では区域内に無いため、今後新たに誘
導することを目指します。 

２．誘導施設の設定

３．都市機能誘導区域内への誘導施策

施策の方向性 主な施策 

⑴ 都市機能が充実したまちの核・まちの副次核の形成 

届出制度の運用
民間事業者に対する情報提供の充実
都市計画制度の活用
公共施設の適正化 

⑵ 公共交通による市内ネットワークの形成 

公共交通の利便性の向上
公共交通の利用拡大に向けた取組
地域公共交通網形成計画の策定 

⑶ にぎわいや交流を支える取組の推進

駅周辺道路や駅前広場の整備・改善
観光・商業の振興との連携 
低未利用地の有効活用

都市機能誘導区域の外で特定の開発・建築等の行為をする場合や、都市機能誘導区域内で誘導施
設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に基づき、事前に市へ届出を行う必要があります。
また、居住誘導区域の外で特定の開発・建築等の行為（3 戸以上の住宅の建築など）をする場合も、
事前に市へ届出を行う必要があります。
詳しくは、市ホームページ又は届出の手引きをご覧ください。 

立地適正化計画に基づく届出制度



5 

※区域内で土砂災害警戒区域・特別警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されているエリアは、居住誘導区域から除外します。
※区域内の都市公園・市管理の緑地、市管理の調整池のエリアは、居住誘導区域から除外します。（計画策定後に整備したものについても、同様に除外します。） 

松山エリア（599ha）

沢口町・殿山町エリア（44ha）

高坂エリア（170ha）

Ⅳ 居住誘導区域・誘導施策

高坂丘陵エリア（97ha）

■居住誘導区域 
（松山エリア、 
沢口町・殿山町エリア）

■居住誘導区域 
（高坂エリア、 
高坂丘陵エリア）

１．居住誘導区域の設定
住宅地としての土地利用が想定されている４つのエリア（松山、高坂、高坂丘陵、沢口町・殿山町）に
居住誘導区域を設定します。
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施策の方向性 主な施策 

⑴ 「市街地の更なる拡散の防止」と「まちなか居住の
促進」の一体的な推進 

届出制度の運用
市民・民間事業者に対する情報提供の充実
都市計画制度の適切な運用
定住人口確保に向けた施策との連携 

⑵ 公共交通によるネットワークの形成 
公共交通の利便性の向上
公共交通の利用拡大に向けた取組
地域公共交通網形成計画の策定 

⑶ 都市基盤の整備・改善や災害対策などによる良
好な居住環境の形成 

道路、下水道、公園の整備・改善
災害に強いまちづくりの推進 
地区計画制度の活用

⑷ 官民連携による魅力ある地域づくりの推進
空き家の撤去と有効活用の促進 
低未利用地の適切な管理と有効活用の促進
民間まちづくり活動の支援

※区域内で土砂災害警戒区域・特別
警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区
域に指定されているエリアは、都市機
能誘導区域及び居住誘導区域から
除外します。 
※区域内の都市公園・市管理の緑地、
市管理の調整池のエリアは、都市機
能誘導区域及び居住誘導区域から
除外します。（計画策定後に整備し
たものについても、同様に除外しま
す。） 

２．居住誘導区域内への誘導施策

■都市機能誘導区域 
及び居住誘導区域 
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P（計画）・D（実行）・C（評価）・
A（見直し）サイクルに基づき、計画
の進行を継続的に管理していきま
す。

Ⅴ まちづくりの推進に向けて

１．評価指標及び目標値・期待される効果

活気あるまちの核・ 
まちの副次核の形成施策 

まちづくり 
の方針

住宅地の
にぎわいの創出 

多様な世代が歩いて 
暮らせるまちづくり

達成状況を 
評価する 
ための指標 

指標１ 
都市機能誘導区域内に 
おける低未利用地の割
合の減少

指標２ 
居住誘導区域内の人口 
密度の維持

指標３ 
居住誘導区域内における
公共交通利用圏域の割合
の増加

期待される 
効果 

効果１ 
居住誘導区域内の地価の
維持 

効果２ 
公共交通に対する市の 
財政負担の増加抑制

効果３ 
市民の定住意向の向上

【目標値】 
58 人/ha (居住誘導区域
全体) かつ、各エリアの居
住誘導区域の人口密度が
いずれも 40 人/ha 以上 

【目標値】
100％ 

【目標値】 
14.7％未満

「にぎわい」と「住みやすさ」で選ばれる
歩いて暮らせるまちづくり

２．計画の評価・見直しの進め方

【発 行】東松山市 【発行日】平成 31 年４月
【問合せ】東松山市都市整備部都市計画課 電話番号：0493-23-2221 

〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1丁目 1番 58号


