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1. はじめに

1.1 背景と目的

我が国の多くの都市においては、人口の急激な減少と少子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、地域経済の活性化及び財政

の健全化により持続可能な都市経営を実現することが、今後のまちづくりを行っていく上での大

きな課題となっている。さらに、医療・福祉施設、商業施設や住居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等、福祉や交通

等を含めて都市全体の構造を見直し、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方で進めて

いくことが重要となっている。

以上の背景から、改正都市再生特別措置法では「コンパクトなまちづくり」と「公共交通によ

るネットワーク」の連携が重視されている。「コンパクトなまちづくり」の実現のためには、居

住や福祉などの民間の施設や活動が重要であることから、都市全体を見渡しながらその誘導を図

ることに初めて焦点を当てた「立地適正化計画」が策定できるようになっている。

葛城市でも、我が国の多くの都市と同じく、今後の人口減少と少子高齢化を背景とした課題を

有していることから「コンパクトなまちづくり」と「公共交通によるネットワーク」の連携を重

視したまちづくりを進める必要性が高まっている。「公共交通によるネットワーク」については、

葛城市生活交通ネットワーク実施計画（平成 27年 6月）を策定しており、「コンパクト・プラス・

ネットワーク」の両輪となる「コンパクトなまちづくり」を実現するための方策として、葛城市

立地適正化計画を作成する。
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1.2 立地適正化計画の特徴

（1）制度イメージ

立地適正化計画は下図に示すとおり、住民の居住を誘導する「居住誘導区域」とその中に医

療施設等の生活を支えるサービスを誘致する「都市機能誘導区域」を定める。また、都市機能

誘導区域には、「誘導施設」を定め、各都市機能誘導区域によって目指すまちづくりに応じた

施設を指定する。

都市機能誘導区域への誘導施設の誘致に対しては、国による補助金の交付や金融支援、税制

優遇等のインセンティブがある。一方で、居住誘導区域外や都市機能誘導区域外では、一定規

模以上の住宅開発や誘導施設の誘致等に関して届出が必要となる等、住民や民間事業者に対し

て緩やかな誘導施策が講じられることとなる。

出典：国土交通省「改正都市再生特別措置法等について」

図 立地適正化計画イメージ図
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（2）役割

葛城市では、制度の導入にあたって、コンパクト・プラス・ネットワークの推進に向けた下

記の役割を担うものとして、立地適正化計画を策定する。

＜都市計画と公共交通の一体化＞

Ø 平成 27 年 6 月に策定した「葛城市生活交通ネットワーク実施計画」との連携を前提

に、誰もが日常生活に困らない「交通ネットワークの整備・維持」と「居住や都市機

能の誘導・配置」を一体的に考え、『コンパクト・プラス・ネットワーク』のまちづ

くりを進める。

＜都市計画と民間施設誘導の融合＞

Ø 行政主導だけではなく、民間の力が上手く作用させられるように、民間施設の整備に

対する支援や立地を緩やかに誘導する仕組みを用意する。

Ø インフラ整備や土地利用規制など従来の制度と立地適正化計画との融合による新し

いまちづくりを可能とする。

＜まちづくりへの公的不動産の活用＞

Ø 財政状況の悪化や施設の老朽化等を背景として、平成 28 年 3 月に策定した「葛城市

公共施設マネジメント基本計画」との連携を前提に公的不動産を見直し、将来のまち

のあり方（コンパクト・プラス・ネットワーク）を見据えた公共施設の再配置・集約

を進める。

都市全域を見渡したマスタープランとして、市街地の活性化等の市内の課題解決に向けて、

時間軸をもったアクションプランとして運用することで効果的なまちづくりを目指してい

く。
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1.3 立地適正化計画の位置づけ

立地適正化計画は、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質をもつものであるため、

都市計画法に基づく市町村マスタープランの一部としてみなされる。そして、都市計画とも密接

に関係するため、市町村の建設に関する基本構想及び都市計画区域マスタープランに即す必要が

ある。

※ 都市計画区域マスタープランとは、長期的な視点に立って、都市の将来像と、その実現に向けての大きな道

筋を示しておくために策定されている計画。奈良県では、平成 16 年に策定、平成 23 年に改訂されている。

また、立地適正化計画は公共交通施策、商業施策、住宅施策、医療・福祉施策、農業施策等、

多様な分野と密接につながっており、市町村の定める各種計画との連携が必要となる。

葛城市では、下記に示す上位・関連計画と連携し、立地適正化計画の策定、運用を目指す。

図 立地適正化計画と関連計画の関係

葛城市総合戦略 新市建設計画

葛城市都市計画マスタープラン

葛城市立地適正化計画

連

携

【公共施設】
葛城市公共施設マネジメント基本計画

【公共交通】
葛城市生活交通ネットワーク基本計画

葛城市生活交通ネットワーク実施計画

【医療・福祉】
葛城市高齢者保健福祉計画

第 6 期介護保険事業計画

【子育て】
葛城市子ども・子育て支援事業計画

【福祉】
葛城市バリアフリー基本構想

【防災】
葛城市地域防災計画

葛城市

第二次総合計画
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2. 葛城市のまちづくり

2.1 まちづくりの現状

2.1.1 人口

(1) これまでの人口推移

葛城市の総人口の推移を見ていくと、昭和 55 年（1980 年）の 29,546 人から一定のペースで

増加し続けており、直近の国勢調査である平成 27 年（2015 年）の人口は 36,635 人となり、35

年間で約 7,000 人以上の人口増を記録している。

人口の増加とあわせて、人口構造も変化している。平成 22 年（2010 年）には、高齢化率（65

歳以上の人口比率）が昭和 55 年（1980 年）の 8.8％から 22.3％まで上昇している。それに伴

い、生産年齢人口（15～64 歳人口）の比率は 66.8％から 62.7％に、年少人口（0～14歳人口）

の比率は 24.3％から 15.0％にそれぞれ減少している。

出典：葛城市第二次総合計画

図 総人口の推移

出典：葛城市第二次総合計画

図 年齢構成の推移
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(2) 将来人口の推移

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来人口推計(平成 25 年 3 月推計)」による

将来人口推計及び住民基本台帳の人口移動に基づき、平成 27 年（2015 年）以降の将来人口を

推計すると、特段の人口減少対策を行わずに現状のまま推移した場合、平成 52 年（2040 年）

には 35,000 人を割り、平成 72年（2060 年）には約 31,000 人となって、平成 22 年（2010 年）

と比較して 1割以上の人口減少が予想されている。

また、年齢階層別にみると、老年人口は、平成 57 年（2045 年）まで増加すると推計されて

おり、高齢者の割合がますます高まると考えられる。特に、市街化区域の周辺部で老年人口の

割合が高くなると考えられる。一方、平成 52 年（2040 年）までに、生産年齢人口、年少人口

ともに、約 2割減少すると推計されている。

注：平成 22 年は男女年齢（5歳階級）別人口の合計

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来人口推計(平成 25 年 3 月推計)」による将来人口推

計及び住民基本台帳の人口移動に基づく。

出典：葛城市人口ビジョン

図 葛城市の将来人口

出典：葛城市人口ビジョン

図 年齢階層別の推計値
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※社会人口問題研究所による人口推計をもとに葛城市で住民基本台帳を用いて推計

図 将来的な老年人口の割合
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将来的な人口の分布をみると、市街化区域周辺部をはじめとする 25％以上の大字で３割以上

の人口減となると予測されている。また、葛城市の骨格をなす駅前賑わい交流拠点である尺土

駅周辺、近鉄新庄・ＪＲ大和新庄駅周辺でも、柿本を除き、疋田、尺土、北花内で人口が減少

すると見込まれる。

葛城市では、この人口減少社会を見据え、葛城市総合戦略を策定し、人口減少の抑制を目指

した対応策を示している。（後述）

表 将来人口推計に基づく大字毎の人口増減率（2010 年→2060 年）

図 将来人口推計に基づく大字毎の人口増減率（2010 年→2060 年）

（上の表を図化したもの）
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2.1.2 財政

(1) 財政状況

財政状況をみると、平成 26 年（2014 年）度普通会計決算では、歳入が約 173 億円、歳出が

約 165 億円となっている。直近 5年間の歳入推移をみると、依存財源が増加傾向にあり、内訳

をみると市債の割合が増加傾向にある。また、合併に伴う普通交付税の特例措置が平成 26 年

（2014 年）度で終了し、 段階的な縮減が始まっていることなどを踏まえると、今後も大幅な

増加は見込めない状況にあると考えられる。

同じく直近 5年間の歳出推移をみると、義務的経費が増加傾向にあり、少子高齢化の進展に

ともなう扶助費の割合が高くなっている。また、ここ数年は新市建設計画に基づく大型事業の

進捗により投資的経費も増加傾向にある。

出典：葛城市公共施設マネジメント基本計画

図 歳入の推移

出典：葛城市公共施設マネジメント基本計画

図 歳出の推移



－10－

(2) 今後の支出

市内の公共施設について、建築年別にみると、築 31～35 年（昭和 55～59 年）の施設が 17.2％、

次いで、築 36～40 年（昭和 50～54 年）の施設が 16.2％を占めている。平成 27 年度（2015 年）

末時点で、全体の約 51％が築 30 年を超えており、このまま全施設を維持した場合、10 年後に

は築 30 年が約 73％となることから、今後、維持管理に関する費用の増加が予想される。

今後、築後 65 年目に現状と同規模で建替えを行うことを前提として、現状の施設を維持する

ための改修を実施した場合、今後 40年間で改修に約 175.4 億円、建替えに約 133.7 億円、合計

で約 309.1 億円（年平均で約 7.7 億円）が必要との試算結果となっている。

出典：葛城市公共施設マネジメント基本計画

図 公共施設の築年数

出典：葛城市公共施設マネジメント基本計画

図 改修・建替えにかかる費用の試算
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2.1.3 交通

(1) 広域的な交通環境

葛城市内には 7つの鉄道駅があり、大阪都心地区へは約 40 分でアクセスできる良好な交通環

境が整っている。特に、特急停車駅である尺土駅からは、約 30分で大阪都心地区にアクセスで

きる。

また、広域道路網の背骨となる南阪奈道路がアクセスしており、大阪方面や関西国際空港方

面などと直結した良好な道路環境が整っている。

図 葛城市の交通網
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(2) 市内の交通環境

市内には、葛城市のコミュニティバスと奈良交通バスルートがある。コミュニティバスは平

成 28 年（2016 年）2月 15 日より新たなコミュニティバスが運行している。コミュニティバス

には市内をまわる環状線ルートと、地域を巡回し、また環状線ルートへの乗換えもできるミニ

バスルートがある。

図 葛城市内のバスルート
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参考 葛城市コミュニティバス

出典：葛城市 HP

出典：葛城市 HP
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2.1.4 土地利用

(1) 用途地域指定

葛城市の用途地域指定については、下図のとおりである。市街化区域の多くが住宅系の用途

に指定されている。

図 葛城市都市計画図
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(2) 災害区域

葛城市内では、下図のように災害区域が指定されている。また、市街化区域においても、二

上神社口駅周辺では土砂災害警戒区域、尺土駅周辺や葛城市東部の工業地域では、一部水災害

系の危険箇所や浸水想定区域に指定されている区域がある。

図 葛城市内の災害区域
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(3) 葛城市の緑地（金剛生駒紀泉国定公園）・山麓景観保全地区

葛城市の西部には、緑地（金剛生駒紀泉国定公園）と山麓景観保全地区があり、自然の保全

が優先される地域が存在する。山麓景観保全地区の一部は市街化区域と重複している。

図 葛城市の緑地（金剛生駒紀泉国定公園）・山麓景観保全地域
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2.1.5 施設の立地状況

(1) 行政サービス施設

葛城市には、新庄庁舎と當麻庁舎の２つの庁舎が存在する。

地域的な指標の一つである人口カバー率※をみると、15.1％となっている。市街化区域のうち、

加守や尺土、新町、忍海周辺では、各施設から 500ｍ以上離れた状況となっている。

※人口カバー率：対象地域の定住人口を元にした地域的な指標の一つ。

ここでは、施設から 500ｍのエリアに含まれる人口を総人口で除して算出している。

図 行政サービス施設の分布状況(市役所)

表 行政サービス施設の人口カバー率

カバー人口(2010) カバー率(2010) 

市役所 5,404 15.1%

施設名
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(2) 商業施設

商業施設(大規模店舗・コンビニエンスストア)が、市街化区域周辺を中心に点在している。

当麻寺駅、磐城駅周辺では、大規模店舗は立地していない。

人口カバー率をみると、大規模店舗が 26.8％、コンビニエンスストアが 37.2％となっている。

また、市街化区域のうち、加守では、各商業施設から 500ｍ以上離れた状況となっている。

図 商業施設の分布状況(左図：大規模店舗、右図：コンビニエンスストア)

表 商業施設の人口カバー率

カバー人口(2010) カバー率(2010) 

大型店舗・コンビニ 19,151 53.4%

大規模店舗 9,600 26.8%

コンビニ 13,323 37.2%

施設名
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(3) 教育施設

葛城市では、下図のように小学校が５校と中学校が２校立地している。

人口カバー率をみると、小学校が 25.7％、中学校が 12.0％となっている。

図 教育施設の分布状況(左図：小学校、右図：中学校)

表 教育施設の人口カバー率

カバー人口(2010) カバー率(2010) 

小学校 9,210 25.7%

中学校 4,312 12.0%

施設名
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(4) 子育て支援施設

葛城市では、下図のように子育て支援施設が立地している。新庄エリアに立地している子育

て支援センターでは、子育てに関する相談や親子で自由に遊べる場の提供を行っている。

人口カバー率をみると、幼稚園・保育所が 48.8％、子育て支援センターが 9.7％となってい

る。

図 子育て支援施設の分布状況 (左図：幼稚園・保育所、右図：子育て支援センター)

表 子育て支援施設の人口カバー率

カバー人口(2010) カバー率(2010) 

幼稚園・保育所 17,503 48.8%

子育て支援センター 3,471 9.7%

施設名
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また、(3)、(4)で示した子育てに関わる施設（教育施設、子育て支援施設）について、実際

にサービスを受ける年少人口に限った人口カバー率を示すと下記のとおりとなる。

幼稚園・保育所の人口カバー率が 50.5％であるほかは、年少人口の７割以上が子育て世代に

重要な施設の 500ｍ圏外に居住している。

表 子育てに関わる施設の年少人口カバー率

子育てに関わる施設 カバー率（2010）

小学校 24.9％

中学校 14.1％

幼稚園・保育所 50.5％

子育て支援センター 10.4％
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(5) 医療施設

葛城市では、下図のように医療施設が点在している。内科、外科・整形外科、小児科、産婦

人科のそれぞれは駅の周辺に立地している。

人口カバー率をみると、内科が最も高く、産婦人科が最も低い。

図 医療施設の分布状況(左図：内科、右図：外科・整形外科)

図 医療施設の分布状況(左図：小児科、右図：産婦人科)

表 医療施設の人口カバー率

カバー人口(2010) カバー率(2010) 

病院・クリニック 22,870 63.8%

内科 22,388 62.4%

外科 7,862 21.9%

整形外科 7,862 21.9%

小児科 14,848 41.4%

産婦人科 3,455 9.6%

施設名
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(6) 福祉施設

葛城市では、ゆうあいステーションが福祉施設として立地している。このゆうあいステーシ

ョンでは、福祉の総合的な活動拠点として、高齢者・障がい者をはじめ、すべての人たちが、

ともに健やかな生活を送れるように支援し、高齢者と子ども達の世代間交流も含めた総合的な

活動拠点として運営がなされている。

人口カバー率をみると、2.5％となっている。

図 福祉施設の分布状況

表 福祉施設の人口カバー率

カバー人口(2010) カバー率(2010) 

ゆうあいステーション 882 2.5%

施設名
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2.2 まちづくりの方向性（上位・関連計画等）

2.2.1 葛城市第二次総合計画

葛城市で最も上位となる計画として、葛城市第二次総合計画が策定されている。

この計画では、人口・産業活動及び市財政の動向をふまえ、高齢化が原因と考えられる産業構

造の変化を示すとともに、社会保障費の増加、労働人口の減少に伴う税収減を見越した行政サー

ビスの維持・向上と財政負担の軽減を両立させていくことを必要としている。

そのうえで、葛城市の将来像について、下記に示す４つの観点を挙げている。

【将来像に関する４つの観点】

① 一億総活躍社会の推進

l 地方公共団体として、地方創生を通じて地域の経済を活性化すること、若い世代の結

婚・出産・子育ての希望をかなえられるようにすること、高齢者のみならず、現役世

代を含めだれもが安心して生活できるようにすること等に取り組む必要がある。

② 地方創生の推進

l 「移住」、「集客」、「定住」の３本柱をまちづくりの基本とする。

（「葛城市総合戦略」の政策の柱として、明文化）

③ ファシリティマネジメント（公共施設マネジメント）の推進

l 今後少子高齢化が進展し、大幅な収入の増加が見込めないことを踏まえ、将来に必要

となる施設やサービスを見据えた上で、公共施設の再編による施設保有量の最適化（総

量縮減）に取り組み、行政サービスの維持・向上と財政負担の軽減を両立させていく

必要がある。

l 特に葛城市は合併自治体であり、用途や機能が類似・重複した施設があるため、その

機能や必要性をよく考慮して検討を進める必要がある。

④ コンパクトなまちづくり（立地適正化）の推進

l 葛城市として、今後の少子高齢化の進行を見据え、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、都市を持続可能なものとしていく必要がある。
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【葛城市第二次総合計画の概要】

Ø 計画期間：平成 29 年度（2017 年度）から平成 38 年度（2026 年度）までの 10 年間

Ø 都市の将来像 ：歴史を重ね、未来を育む 時代を超えて

愛される住みよい共存の都市 葛城
ま ち

Ø 政策の柱：

① 調和・共助 ～多種多様な価値観が共存するまち～

② 壮健・学習 ～心と身体が健やかに育まれるまち～

③ 活力・安全 ～にぎわいあふれる安心なまち～

≪ 3つの政策の柱と政策目標 ≫

図 政策目標と施策目標

政策の柱 政策目標

調和・共助

① 市民みんなが活躍できる社会の構築

② 豊かな自然の保全・継承

③ 歴史・文化と調和的な地域づくり

壮健・学習

① 誰もが生涯健康で過ごせるまちづくり

② 教育・学習による未来の市民づくり

③ 生涯学習による豊かな心の涵養

活力・安全

① 住みよいまちを支える社会基盤の実現

② 産業振興による地域の稼ぐ力の向上

③ 安心・安全な生活環境の整備
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2.2.2 葛城市総合戦略

平成 28 年（2016 年）３月に策定された葛城市総合戦略は、人口の現状と将来の展望（人口ビ

ジョン）をふまえ、地域の実情に応じた今後５か年の施策の方向を提示するものとなっている。

この戦略では、葛城市の“今”として、総人口は増加しつつも、高齢化率が上昇、年少人口比

率が減少していることを示している。将来人口については、市が対策を行わない場合として、平

成 72 年（2060 年）には平成 22 年（2010 年）に比べて、１割以上の人口減になると推計されてい

ることが示されている。さらには、25％以上の大字で３割以上の人口減となり、コミュニティ機

能の維持が危ぶまれることに言及している。

また、この戦略では市民アンケートを実施しており、葛城市が将来どのようなイメージのまち

になってほしいかを調査している。その結果、「高齢者や障がい者が安心して暮らせる福祉の充

実したまち」、「保健・医療が整ったいつまでも健康に暮らせるまち」、「防災・防犯体制が整

った安全・安心なまち」、「子育て支援や保育サービスなどが整い積極的に出産・子育てができ

るまち」、「豊かな自然と都市機能が調和したまち」が上位に挙げられている。

“ひと”は地域における活力の源であり、人口が減少の一途を辿れば「働き手」の減少による

地域経済の縮小や税収減を招くばかりか、地域活動の担い手の減少にもつながり、地域の活力が

損なわれることを危惧し、この戦略では葛城市の政策の柱について、下記に示す３つを挙げてい

る。

【政策の柱】

① 子育てに係る各種支援・取組を通じた人口増加（移住支援）

l 人口減少を克服するとした場合、自然増と社会増の両面から取り組むことが重要であ

る。そのため、「子育て支援の充実」を自然増のための１つ目の柱とする。

② 観光業を基幹とした産業の振興（集客支援）

l 市に根付いてきた産業の育成や、これまで埋もれてきた産業の掘り起しなど、地域の

産業を振興することで市の中心となる成長産業として育てていくことが必要となる。

そのため、今後の重点産業として「観光」と「農業」に関する取り組みを展開するこ

とを２つ目の柱とする。

③ 大字機能の強化を通じた地域のつながりの強化（定住支援）

l 市の人口を維持し、地域の魅力を高めるためには、市に住んでいる住民に今後も住み

心地良く、生涯にわたって暮らしてもらうことで人口の流出を防ぐ「定住」の観点も

重要である。そのため、本市の運営の一端を担う自治組織「大字」の機能の強化を通

じた地域コミュニティの活性化と定住の実現を図ることを３つ目の柱とする。
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図 葛城市総合戦略における政策の柱
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2.2.3 新市建設計画

平成 15 年（2003 年）12 月に策定（平成 26 年（2014 年）12月に一部変更）された新市建設計

画は、合併後の新市建設を総合的かつ効果的に推進していくための基本方針を定めるとともに、

方針に基づいた計画を策定し、その実現に努め、新市の均衡ある発展と住民福祉の向上をめざす

ものとして、下記のとおり策定された。

【新市建設計画の概要】

≪ 新市のまちづくり施策の体系 ≫

Ø 計画期間：平成 17年度（2005 年度）から平成 31 年度（2019 年度）までの 15年間

Ø 新市におけるまちづくりの課題：

「恵まれた自然と生活環境の中で、地域で支え合い、安心で住み良い、

活力のあるまちづくり・人づくり」

Ø 新市づくりの基本方針：

① 教育・文化の充実・創造 ② 保健・医療・福祉の充実

③ 産業の育成・創造 ④ 生活環境の整備

⑤ 都市基盤の整備

Ø 将来像実現の方策：

調和のとれた新しい風土の創造をめざし、まちづくりに積極的に関わる『新

市民』への意識変革を図り、住民参画型、住民と連携した新市づくり

教育・文化の充実・創造

・学校教育の充実 ・生涯学習の充実

・生涯スポーツの推進 ・青少年の健全育成

・歴史・文化遺産の継承

保健・医療・福祉の充実 ・保健・医療の充実 ・地域福祉の充実

産業の育成・創造
・農林業の振興 ・商工業の振興

・観光・レクリエーションの振興

生活環境の整備

・住環境の整備と利便性の確保 ・河川の整備

・衛生環境の充実 ・景観形成の推進

・防災・防犯・交通安全対策等の推進 ・情報・通信の整備

都市基盤の整備
・都市環境の整備 ・道路網の整備

・自然環境の保全と活用 ・上下水道の整備
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2.2.4 葛城市都市計画マスタープラン

葛城市都市計画マスタープランは、まちづくりの具体性ある将来ビジョンを明らかにし、その

ための市街地像を示しながら、地域ごとのきめ細かな整備方針、施設等の計画を定めるものとし

て策定されている。

歴史的環境や田園環境といった恵まれた環境・景観を保全するとともに、観光・レクリエーシ

ョンや教育、福祉などへの活用、良質な住宅地としての需要への対応など、秩序ある土地利用や

自然環境等の保全、都市基盤の充実・活用などを図っていく指針となる。

【葛城市都市計画マスタープランの概要】

出典：葛城市都市計画マスタープラン

図 将来都市構造図

Ø 計画期間：平成 38年度（2026 年度）までの 10 年間

Ø 都市づくりの目標

：自然・歴史的環境の中で、安全で住み良い、魅力と活力のあるまち
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2.2.5 葛城市生活交通ネットワーク実施計画

平成 27 年（2015 年）6月に策定された葛城市生活交通ネットワーク実施計画は、「公共交通の

継続的な運行」や「公共交通の活性化」等の観点を踏まえ、葛城市における新たな公共交通手法

として、コミュニティバスを活用した公共交通の再編を行っている。

出典：葛城市生活交通ネットワーク実施計画

図 葛城市のコミュニティバス網の概要
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2.2.6 市民の意向

葛城市では、先に示した葛城市総合戦略の策定にあたり、平成 27 年（2015 年）10 月に葛城市

市民アンケートを実施し、市民ニーズの把握を行っている。

(1) 市民が求める将来イメージ

葛城市に求めるまちづくりの将来イメージについて、「高齢者や障がい者が安心して暮らせ

る福祉の充実したまち」（68.8％）、「保健・医療が整ったいつまでも健康に暮らせるまち」

（58.4％）、「防災・防犯体制が整った安全・ 安心なまち」（56.3％）、「子育て支援や保育

サービスなどが整い積極的に出産・子育てができるまち」（47.3％）、「豊かな自然と都市機

能が調和したまち」（33.0％）が上位に挙げられた。

したがって、高齢化を見据えた医療・福祉のほか、安全・安心、豊かな自然との調和といっ

た質の高い住空間、子育て世代への配慮に対する期待の高さがうかがえる結果となっている。

出典：葛城市市民アンケート(平成 27 年 10 月)

図 市民が求める将来イメージ
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(2) 「住みやすい」「住みにくい」と感じた理由

葛城市で居住するにあたって、「住みにくい」と感じた理由については、「交通・通勤・通

学が不便だから」（50.0％）、「日ごろの買い物などが不便だから」（48.7％）、「福祉・医

療施設が利用しにくいから」（38.5％）が上位に挙げられた。

したがって、生活に不可欠な施設の整備に対するニーズの高さがうかがえる。

出典：葛城市市民アンケートの結果について

図 「住みやすい」「住みにくい」と感じた理由
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だから）

日ごろの買い物などが便利だから

（不便だから）

保育所や公園などの子育て環境が

よいから…

学校などの教育環境がよいから

（不満があるから）

文化・スポーツ施設が利用しやすい

から…

福祉・医療施設が利用しやすいから

（利用しにくいから）

気候がよいから（不満があるから）

自然が豊かだから（不満があるか

ら）

まちなみや景観がよいから（不満が

あるから）

災害が少なく安全だから（不安だか

ら）

治安がよいから（不満があるから）

行政サービスが利用しやすいから

（不十分であると思うから）

その他

特にない

不明・無回答

住みにくい（n=78）

18.1 

19.7 

6.8 

17.7 

17.6 

5.4 

7.5 

2.9 

3.6 

5.4 

20.4 

6.0 

23.2 

10.2 

1.5 

0.5 

1.4 

44.5 

0%20%40%60%80%

生まれ育ったまちだから

（出身地でなく、まちに愛着を感じないから）

親や子、友人・知人がいるから

（親や子、友人・知人がいないから）

価格や広さなど住宅事情がよいから

（不満があるから）

交通・通勤・通学が便利だから（不便だから）

日ごろの買い物などが便利だから（不便だから）

保育所や公園などの子育て環境がよいから

（不満があるから）

学校などの教育環境がよいから

（不満があるから）

文化・スポーツ施設が利用しやすいから

（利用しにくいから）

福祉・医療施設が利用しやすいから

（利用しにくいから）

気候がよいから（不満があるから）

自然が豊かだから（不満があるから）

まちなみや景観がよいから（不満があるから）

災害が少なく安全だから（不安だから）

治安がよいから（不満があるから）

行政サービスが利用しやすいから

（不十分であると思うから）

その他

特にない

不明・無回答

住みやすい（n=814）

生まれ育ったまちだから（出身地でなく、まちに愛着を感じないから）

親や子、友人・知人がいるから（親や子、友人・知人がいないから）

価格や広さなど住宅事情がよいから（不満があるから）

交通・通勤・通学が便利だから（不便だから）

日ごろの買い物などが便利だから（不便だから）

保育所や公園などの子育て環境がよいから（不満があるから）

学校などの教育環境がよいから（不満があるから）

文化・スポーツ施設が利用しやすいから（利用しにくいから）

福祉・医療施設が利用しやすいから（利用しにくいから）

気候がよいから（不満があるから）

自然が豊かだから（不満があるから）

まちなみや景観がよいから（不満があるから）

災害が少なく安全だから（不安だから）

治安がよいから（不満があるから）

行政サービスが利用しやすいから（不十分であると思うから）

その他

特にない

不明・無回答
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(3) 高齢化社会を見据えた対応について

① 生活する上で困っていること、10 年後の生活を考えて不安なこと

10 年後の生活を考えて不安なこととして、「親や自分自身への十分な介護・介助ができな

い」（41.9％）ことが挙げられている。また、「近くで食料や日用品を買えない」（25.1％）

ことを心配している市民も多くなっている。

出典：葛城市市民アンケートの結果について

図 生活する上で困っていること、10 年後の生活を考えて不安なこと

n=919

15.6 

10.0 

8.1 

6.3 

3.7 

9.6 

8.7 

17.0 

14.8 

15.9 

3.8 

6.4 

26.8 

14.1 

25.1 

16.2 

8.4 

3.4 

5.1 

7.3 

5.9 

19.7 

14.4 

41.9 

5.9 

7.7 

13.9 

11.6 

0% 20% 40% 60%

近くで食料や日用品を買えない

近くに病院や診療所がない

近くに金融機関や郵便局がない

子どもの通う保育所・幼稚園・学校が遠い

子どもの通う保育所・幼稚園・学校の子どもが少ない

あなた自身の通勤・通学が不便

文化・芸術・スポーツ・生涯学習活動の場がない

台風・集中豪雨・地震など災害で被災のおそれがある

治安において不安がある

親やあなた自身への十分な介護・介助ができない

住んでいる人が少なく、地域コミュニティが

成り立たない

その他

特にない

不明・無回答現在の不安 10年後不安
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② 福祉の充実のために取り組んでいくべき施策

高齢化への不安が高まる中、福祉の充実のために取り組んでいくべき施策としては、「高

齢者や障がい者が入所（入居）できる施設の整備」（54.7％）と多くなっており、施設の整

備に対するニーズの高さがうかがえる。

出典：葛城市市民アンケートの結果について

図 福祉の充実のために取り組んでいくべき施策

54.7 

26.4 

25.1 

26.3 

24.3 

35.6 

23.6 

40.2 

1.2 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者や障害者が入所（入居）できる施設の整備

高齢者や障害者が日中活動できる場の充実

高齢者や障害者などが生活しやすいバリアフリー化の

推進

地域全体で高齢者や障害者などを見守り、支える

しくみづくりの整備

生活に困窮している人や世帯への支援の充実

元気な高齢者の働く場の確保や障害者が自立できる

就労支援策の充実

地域における助け合い、支え合いが生まれる福祉意

識の向上

通院や買い物のためのコミュニティバスの充実

その他

不明・無回答
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(4) 人口減少対策としての若者世代に向けた対応について

① 結婚・出産の希望をかなえるためにどのような支援が必要か

結婚・出産の希望をかなえるために必要な支援については、「安定的な雇用の確保（正社

員・職員就職のための支援、きめ細やかな相談支援など）」（44.2％）、「安全で、安心し

て子育てできる地域の環境の整備」（42.2％）、「必要とするすべての人が利用できる保育

サービスの充実」（36.2％）、「産婦人科や小児科など安心できる医療体制」（34.6％）、

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進する取り組み」（30.6％）が多く

挙げられている。

したがって、働く場の確保と子供を産んで育てる環境双方からの整備が求められている。

出典：葛城市市民アンケートの結果について

図 結婚・出産の希望をかなえるためにどのような支援が必要か

44.2 

30.6 

34.6 

36.2 

28.2 

13.0 

42.2 

16.6 

7.0 

5.0 

5.6 

7.0 

8.3 

3.7 

3.3 

6.6 

0% 20% 40% 60%

安定的な雇用の確保（正社員・職…

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・…

産婦人科や小児科など安心できる…

必要とするすべての人が利用でき…

結婚祝金の給付、住宅取得や家…

不妊や妊娠などへの経済的支援

安全で、安心して子育てできる地…

地域社会で子育てをする環境や…

健康診査などによる母子保健の充実

妊娠期から産後（出産後概ね１年…

少子化全般にわたる啓発事業や…

出会いの場の提供や結婚へのプ…

三世代同居・三世代近居に対する…

住宅事情の改善や公共住宅への…

その他

不明・無回答

安定的な雇用の確保（正社員・職員就職の
ための支援、きめ細やかな相談支援など）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
を推進する取り組み

産婦人科や小児科など安心できる医療体制

必要とするすべての人が利用できる
保育サービスの充実

結婚祝金の給付、住宅取得や
家賃に対する助成などの経済的支援

不妊や妊娠などへの経済的支援

安全で、安心して子育てできる
地域の環境の整備

地域社会で子育てをする環境
や雰囲気の整備

健康診査などによる母子保健の充実

妊娠期から産後（出産後概ね１年間）まで、
相談支援や訪問などのケアの充実

少子化全般にわたる
啓発事業や教育の実施

出会いの場の提供や結婚への
プラスイメージの醸成

三世代同居・三世代近居に対する
支援や助成

住宅事情の改善や公共住宅への
優先入居などの配慮

その他

不明・無回答n=301
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② 子育て環境の充実のために取り組んでいくべき施策

今後、子育て環境の充実のために取り組んでいくべき施策としては、子どもに対する医療

費助成の充実（43.9％）のほか、子どもの遊び場の整備（41.9％）、子ども若者支援センタ

ーの設置（31.6％）が求められている。

出典：葛城市市民アンケートの結果について

図 子育て環境を充実するために、どのようなことに力を入れるべきか
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③ 葛城市から転居したいと思う理由

「結婚」、「子どもの誕生や成長に備えて子育て、教育面を重視するため」、「住宅の質

（広さや設備など）の改善」など、子育て世代や子育てを見据えた世代に重要と考えられる

項目が『葛城市から転居したいと思う理由』の上位に挙がっている。

出典：葛城市市民アンケートの結果について

図 転居したいと思うきっかけ

18.5

15.4

21.5

21.5

15.4

3.1

1.5

3.1

10.8

0.0

3.1

4.6

13.8

6.2

18.5

3.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

親からの独立

就職

転職や転勤・転属

結婚

子どもの誕生や成長に備えて子育て、教育面を重視するため

親世帯との同居（二世帯住宅含む）

子ども世帯との同居（二世帯住宅含む）

親からの家の相続

住宅の質（広さや設備など）の改善

ローン、家賃などの住居費負担の軽減

自然の豊さや生活利便性の高さなど、住環境に魅力を感じたため

災害の少ない安全な地域で暮らすため

（転居先が）高齢期にも住みやすい住宅・環境であるため

（転居先が）かつての在住・在学地であり、なじみがあるため

その他

不明・無回答
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2.3 まちづくりの課題

2.3.1 今後の見通し

(1) 人口推移

葛城市では、昭和 55 年（1985 年）以降、人口の増加が続いている。しかしながら、人口構

造をみると、平成 22 年（2010 年）には 65 歳人口が 22.3％となっており、市民の高齢化が進ん

でいる。

今後については、特段の人口減少対策を行わなかった場合、市の人口は平成 52 年（2040 年）

に 35,000 人を割り、平成 72 年（2060 年）には約 31,000 人まで、人口減少が進むと推計され

ている。

(2) 都市構造

将来的な人口の分布をみると、平成 72 年（2060 年）には市街化区域周辺部をはじめとする

25％以上の大字で３割以上の人口減となり、コミュニティ機能の維持が危ぶまれている。

また、葛城市の骨格をなす駅前賑わい交流拠点である尺土駅周辺、近鉄新庄・ＪＲ大和新庄

駅周辺でも、大字別にみると、柿本を除き、疋田、尺土、北花内で人口減少が見込まれ、都市

核の活力低下が懸念される。

活力低下にともない、都市核で生活に必要な施設の撤退が始まると、市民の生活利便性が低

下するとともに、葛城市が有する相対的な魅力が低下し、さらなる人口減少が全市的に広がる

可能性がある。

(3) 市財政

(1)で示した全市的な人口減少や高齢化は、労働者人口の減少に伴う税収減、高齢者数の増加

に伴う社会保障費の増大など、歳入・歳出の両面に影響を及ぼすことが想定される。

また、高度経済成長期に整備した公共施設の老朽化が進んでおり、今後建物の大規模改修や

建替えのタイミングが一定時期に集中し、その維持管理に関する費用の増加が予想される。
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このままでは、人口減少に起因した厳しい財政問題を抱え、

地域の魅力や活力の低下が深刻なまちになっていく恐れがある。

全市的の人口減少

公的施設の老朽化

高齢化の進展

インフラコストの増加

労働人口の減少

⇒税収減

社会保障費の増加

都市核の人口減少

周辺人口の減少

都市核の衰退

地域コミュニティの喪失

厳しい財政

地域の

魅力・活力

の低下
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2.3.2 講ずべき対策（ターゲット）

市の人口を維持し、地域の魅力を高めるためには、現在市に住んでいる住民に今後も住み心地

良く、生涯にわたって暮らしてもらうことで人口の流出を防ぐ「定住」が重要である。

その際、まちの活性化を考える上では、地域の活力を担う働く世代や子ども、ならびに地域に

根付いた文化やコミュニティを守る元気なシルバー世代をそれぞれ守っていくことが重要になる

と考えられる。また、都市構造のバランスを考える上では、まちの生活拠点となる都市核を維持

するため、生活に必要な施設を効率的に誘導する集約型のまちづくりが必要になると考えられる。

したがって、葛城市立地適正化計画では、子育て世代、シルバー世代（高齢者）をメインター

ゲットとしながら、集約型の「住み続けられる」まちづくりを目指す。

(1) 子育て世代（働く世代＋子ども）

対策をしない場合、まちの活力を支える生産年齢人口や年少人口の減少が著しく、平成 22 年

（2010 年）に比べ、平成 52 年（2040 年）では約２割減、平成 72 年（2060 年）では約３割減

となる見込みになっている。

また、市民へのアンケートでは、「結婚」、「子どもの誕生や成長に備えて子育て、教育面

を重視するため」、「住宅の質（広さや設備など）の改善」など、子育て世代や子育てを見据

えた世代に重要と考えられる項目が『葛城市から転居したいと思う理由』の上位に挙がってい

る。

若い世代がいなくなると、まちを支える仕組みを維持することがますます難しくなることか

ら、ライフステージに応じて、働くこと、育てることに恵まれたまちづくりを通して、定住を

促していく。

⇒ コンセプト：子育て世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり

(2) シルバー世代（高齢者）

葛城市でも高齢化が進展し、老年人口は平成 22年（2010 年）に比べ、平成 52 年（2040 年）

では 1.4 倍となる見込みになっている。

また、これらの老年人口の割合が市街化区域周辺部で高くなる一方、生活を支える施設は中

心部に集中しており、このままの居住が続くと、生活が不便になる（外出ができず、不健康な

生活に陥る）高齢者が増加すると見込まれる。

地域に根付いた文化やコミュニティを守る担い手として、住み心地良く健康に過ごしてもら

うことができる集約型のまちづくりを通して、まちの活力を維持していく。

⇒ コンセプト：高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住み続けられるまちづくり
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2.3.3 まちづくりの課題

それぞれのターゲットへの対応を考える上での共通の課題として、今後の財政状況をふまえた

下記を前提とする。

【まちづくりの課題（共通）】

Ø いかに既存の施設の立地を活かした居住を誘導するか。

Ø 施設が足りない場合について、いかに効率的かつ効果的な施設整備をするか。
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(1) 子育て世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり

子育てを取り巻く現状として、前述したとおり以下が挙げられる。

【市民ニーズ】（出典：葛城市市民アンケート結果）

Ø 葛城市に求めるまちづくりの将来イメージについて、「子育て支援や保育サービス

などが整い積極的に出産・子育てができるまち」に期待している人が約５割となっ

ている。

Ø 働く場の確保と子供を産んで育てる環境双方からの整備が求められている。

【地域の現状】

Ø 市内に居住する 6 割ほどが市外に働く場を持っている。

Ø 教育施設は市内に小学校が 5 箇所、中学校が 2 箇所立地している。それらの人口カ

バー率は小学校が 25.7％、中学校が 12.0％となっている。

Ø 幼稚園・保育所施設は市内に 11 箇所立地している。それらの人口カバー率は

48.8％となっている。

Ø 子育て支援センターは市内に 1 箇所立地している。それらの人口カバー率は 9.7％

となっている。

Ø 小児科は市内に7 箇所立地している。それらの人口カバー率は41.4％となっている。

Ø 産婦人科は市内に３箇所立地している。それらの人口カバー率は、9.6％となっている。

Ø 日常的な生活を支える商業施設(大規模店舗)は市内に 6 箇所立地している。それら

の人口カバー率は 26.8％となっている。

現状をふまえると、安心して、子どもを産み、育て、また、親が働ける環境を整備すること

が期待されている。一方、幼稚園・保育施設、小学校や中学校などの施設がそれぞれ市内に点

在しているが、居住地の分布の関係からそれら施設の人口カバー率は低いものもみられる。ま

た、多くの居住者が市外に働く場を持っており、子育てをしながら、親が職住近接で働けるケ

ースは少ない可能性がある。

したがって、「子育て世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり」に向けた固有の課

題については、下記が挙げられる。

【まちづくりの課題（子育て世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり）】

Ø いかに子育てに必要な場所・環境（医療、保育、その他子育てしやすい地域環境）

を整備するか。

Ø いかに、子育てする親が安心して働ける環境を整備するか。
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(2) 高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住み続けられるまちづくり

高齢者を取り巻く現状として、前述したとおり以下が挙げられる。

【市民ニーズ】（出典：葛城市市民アンケート結果）

Ø 約７割の人が「高齢者や障がい者が安心して暮らせる福祉の充実したまち」、約６

割の人が「保健・医療が整ったいつまでも健康に暮らせるまち」に期待している。

Ø 「交通・通勤・通学が不便だから」、「日ごろの買い物などが不便だから」、「福

祉・医療施設が利用しにくいから」が住みにくい理由の上位に挙げられている。

Ø 高齢化への不安が高まる中、施設の整備に対するニーズの高さがうかがえる。

【地域の現状】

Ø 高齢化率（65 歳以上の人口比率）は、平成 22 年（2010 年）に 22.3％にまで

上昇している。

Ø 高齢者人口については、平成 57 年（2045 年）まで増加すると推計されており、

高齢者の割合がますます高まる。

Ø 医療施設は市内に19箇所立地している。それら全体の人口カバー率は63.8％となって

いる。

Ø 日常的な生活を支える商業施設（大規模店舗）は市内に 6 箇所立地している。それ

らの人口カバー率は 26.8％となっている。

Ø 福祉施設は市内に１箇所となっている。その人口カバー率は 2.5％となっている。

現状をふまえると、高齢化を見据えた福祉の充実が期待されている。

一方、高齢者が元気に外出する目的地となる施設は市内に点在しているが、居住地の分布の

関係からそれら施設の人口カバー率は低いものもみられる。

したがって、「高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住み続けられるまちづくり」に向けた

固有の課題については、下記が挙げられる。

【まちづくりの課題（高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住み続けられるまちづくり）】

Ø 10 年後を見据え、いかに高齢者等が入居・活動できる場を整備するか。

Ø いかに誰もが安心して生活できる生活サービス施設を確保するか。
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2.4 まちづくりの方針（課題解決のための施策・誘導方針）

2.4.1 子育て世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり

「子育て世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり」に対する課題への対応として、暮

らす場、育てる場、働く場を提供することとし、それぞれの観点から施策・誘導方針を下記のと

おり、設定する。

【まちづくりの課題】

Ø いかに子育てに必要な場所・環境（医療、保育、その他子育てしやすい地域環境）を

整備するか。

Ø いかに、子育てする親が安心して働ける環境を整備するか。

【施策（誘導方針等）】

Ø 子育て世代向け住宅の整備（暮らす場の提供）

Ø 子育て支援施設の整備（育てる場の提供）

Ø テレワーク拠点の整備（働く場の提供）

【期待される効果】

Ø 若い世代（子育て世代）の人口維持

【まちづくりの方針】

Ø 安心して子どもを預けられる場と親が働く場が一体となった地域づくりを行う。

Ø 安全・安心が実感できる質の高い地域づくりを行う。
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2.4.2 高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住み続けられるまちづくり

「高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住み続けられるまちづくり」に対する課題への対応と

して、集う場、健康を支える場、自立した生活の場の提供と地域公共交通ネットワークの連携を

前提とし、それぞれの観点から施策・誘導方針を下記のとおり設定する。

【まちづくりの課題】

Ø 10 年後を見据え、いかに高齢者等が入居・活動できる場を整備するか。

Ø いかに誰もが安心して生活できる生活サービス施設を確保するか。

【施策（誘導方針等）】

Ø 高齢者福祉施設の整備（集う場の提供）

Ø 医療拠点の整備（健康を支える場の提供）

Ø 日常的な医療・買物施設の整備（自立した生活の場の提供）

【期待される効果】

Ø 高齢者が安心・安全に暮らせる地域の醸成

⇒ 高齢者の健康寿命の上昇

【まちづくりの方針】

Ø 既存施設や地域公共交通ネットワークを活用し、高齢者が自立して生活できる地域づ

くりを行う。
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2.4.3 全世代をターゲットに取り組むべき全市的なまちづくり

全世代をターゲットに取り組むべき全市的なまちづくりに対する課題への対応として、世代間

連携の促進（交流の場、支えあいの場）の場を確保することを前提とし、それぞれの観点から施

策・誘導方針を下記のとおり、設定する。

【まちづくりの課題】

Ø いかに既存の施設の立地を活かした居住を誘導するか。

Ø 施設が足りない場合について、いかに効率的かつ効果的な施設整備をするか。

【施策（誘導方針等）】

Ø コミュニティ施設の整備（世代を超えた交流の場）

Ø 福祉・保育の併設型施設の整備（世代を超えた支えあいの場）

【期待される効果】

Ø 世代間交流の促進

⇒ 文化の継承

⇒ 地域で支えあう仕組みの醸成

【まちづくりの方針】

Ø 重複する施設の都市拠点への集約など、他のまちづくり計画と連携し、世代間が身近

に交流できる。
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3．居住誘導区域の設定

3.1 居住誘導区域の設定方針

葛城市の居住誘導区域を検討するにあたり、下記の考え方に基づき、葛城市域内の市街化区域

を対象に「居住誘導区域に含めることが望ましいと考えられる地域」と「居住誘導区域に含めな

いことが望ましいと考えられる地域」を選定する。

【居住誘導区域の設定方針】

l 居住誘導区域に含める地域の人口密度については、都市的地域として扱われる人口集中

地区の基準（4千人/ｋｍ2）を目安とする。

l 地理的につながったエリアは 1つの居住誘導区域として設定する。

l 都市機能の効率的な利用、持続的な維持を見据え、約 5千人の人口規模以上となる居住

誘導区域を設定する。

l 生活に必要な機能や住居が一定程度集積している地域を居住誘導区域の候補として、土

地利用に加え、都市機能の立地状況も含めた観点から設定する。

l 葛城市の自然保全として、葛城市西部の緑地と山麓景観地域については居住誘導区域か

ら除外する。

l 対象区域における災害等の危険性を考慮し、土砂災害警戒区域に含まれる地域について

は居住誘導区域から除外する。

参考表 各市街化区域の人口規模（2010 年）

※ 各地域における総人口の算出方法

各地域の総人口は、100ｍメッシュあたり人口を加算する方法で算出した。メッシュ内に地域の境界線があ

る場合、当該地域が含まれる面積割合でメッシュ人口を按分したものを加算した。

例：総人口 1,000 人のメッシュＡに地域Ｂの区域が３割含まれる場合

地域ＢにおけるメッシュＡでの人口 ＝ 1,000 人 × 0.3 ＝ 300 人

総人口 面積 人口密度

（千人） （ｋｍ2） （千人/ｋｍ2）

二上神社口 住居 0.6 0.1 5.5

当麻寺・磐城 住居 5.6 1.2 4.5

尺土 住居 6.0 0.9 6.4

新庄 住居、商業、準工業 7.3 1.7 4.3

忍海 住居、準工業 1.3 0.5 2.9

東部工業 工業 0.1 0.5 0.1

市街化区域 全体 20.9 4.9 4.2

地域 主な土地利用
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【土地利用に対する考え方について】

葛城市の市街化区域には、住居系以外に、工業地域が１地区（新町）、準工業地域が２地区

（東室、南花内）、近隣商業地域が１地区（新庄駅前通り線沿道）指定されている。
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Ａ．工業地域について

工業地域については、工業のための地域であるが、住宅、商店等は立地できる。しかし、

まちづくりに欠かせない教育施設、医療施設を立地できない地域である。

したがって、魅力ある居住区域として、葛城市が積極的に多様なサービスを一体的に整備、

提供することが難しい地域であることから、居住誘導区域に指定するのは適当でないと考え

られる。

Ｂ．準工業地域について

準工業地域については、「主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域」とされて

いる。ただし、住宅や商店、教育施設、医療施設など、立地施設に対する制限はない。

他都市の事例をみると、工業地域や工業専用地域は居住誘導区域から除外することとされ

ているが、準工業地域は区域にも含まれているケースがみられる。

葛城市でも、上位計画、地域特性、周辺地域とのつながりをふまえつつ、居住誘導区域を

検討することが望ましいと考えられる。なお、葛城市都市計画マスタープランでは、東室、

南花内エリアの準工業地域も含めて市街地ゾーンに指定し、まちづくりを進めることが明記

されている。

Ｃ．近隣商業地域について

近隣商業地域については、「まわりの住民が日用品の買物などをするための地域」とされ

ている。居住者の生活と関わりの強い地域であり、居住誘導区域として、居住の促進と一体

的に捉えることが望ましいと考えられる。
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3.2 居住誘導区域の検討

3.2.1 居住誘導区域に含まない地域

(1) 二上神社口地域

二上神社口地域は、住居系の土地利用で、人口密度が約 5.5 千人/ｋｍ2 であり、総人口は約

0.6 千人となっている。人口密度は高くなっているが、人口が少ないことから、下記に示す「都

市機能の維持に必要と考えられる周辺人口規模」が維持できないと考えられる。そのため、こ

の地域では、都市機能の立地状況等を勘案し、【居住誘導区域の設定方針】とは合致しないこ

とから、居住誘導区域に含まないこととする。

ただし、葛城市生活交通ネットワーク実施計画に基づき、生活拠点となる尺土地域や新庄地

域を結ぶ地域公共交通を確保し、地域住民の生活の質を保つことで、既存集落の維持に努める。

(2) 東部工業地域

東部工業地域は、工業系の土地利用で、人口密度が約 0.1 千人/ｋｍ2 であり、総人口は約 0.1

千人となっている。土地利用、人口規模それぞれの観点からみて、この地域は【居住誘導区域

の設定方針】とは合致しないことから、居住誘導区域に含まないこととする。

ただし、この地域は「スポーツ振興施設・機能を集約する地域」として、市の全体像を考え

るうえで重要なエリアの一つとして、他の関連計画等により、活力あるまちづくりを推進する。

参考図 都市機能の維持に必要と考えられる周辺人口規模

出典：改正都市再生特別措置法等について
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3.2.2 居住誘導区域に含める地域

(1) 当麻寺・磐城地域並びに尺土地域

住居系の土地利用であり、人口密度も人口集中地区の基準（4千人/ｋｍ2）を上回る値となっ

ている。

また、総人口では、当麻寺・磐城地域、尺土地域それぞれをみると、都市機能を維持するた

めに必要と考えられる約５千人以上の人口規模を満たしており、さらに隣接する２つの地域を

１つの圏域と考えると、約 11.6 千人の人口規模となる。

したがって、当麻寺・磐城地域並びに尺土地域を一体的に考え、積極的な居住誘導を図るこ

とが望ましい地域になると考えられる。

(2) 新庄地域

住居系を中心とした土地利用であり、総人口が都市機能を維持するために必要と考えられる

約５千人の周辺人口規模を満たしている。

また、人口密度も人口集中地区の基準（4千人/ｋｍ²）を上回る値となっている。

したがって、新庄地域は積極的な居住誘導を図ることが望ましい地域になると考えられる。

なお、上位計画の考え方、まちのつながりもふまえると、準工業地域である東室地区も含めた

まちづくりが妥当と考えられる。

(3) 忍海地域

総人口、人口密度とも【居住誘導区域の設定方針】で示した基準に満たないが、隣接する新

庄地域と一体的に考えると約 8.6 千人の人口規模となる。

また、この地域は、商業施設、医療・福祉施設、子育て施設等が既に立地した地域である。

また、工業地域が近接し、職住近接のまちづくりが期待できる地域でもある。

したがって、既存都市機能の有効活用の観点からも、忍海地域は積極的な居住誘導を図るこ

とが望ましい地域になると考えられる。なお、上位計画の考え方、まちのつながりもふまえる

と、準工業地域である南花内エリアも含めたまちづくりが妥当と考えられる。

3.2.3 市街化調整区域等との連携

市街化調整区域に存在する集落については、人口が少ない地域もあるが、地域の伝統や文化

を維持する必要がある。そのため、葛城市総合戦略、葛城市公共施設マネジメント基本計画、

葛城市生活交通ネットワーク実施計画等、葛城市で策定されている計画や事業と補完しつつ支

援を行う。
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3.3 居住誘導区域

3.2 で検討した結果をふまえ、居住誘導区域に含める地域の人口規模を整理すると、総人口は

約 20.2 千人、面積が約 4.3 ㎢となり、人口密度は約 4.7 千人/㎢となる。

表 居住誘導区域に含めることが望ましいと考えられる地域の人口規模（2010 年）

総人口 面積 人口密度

（千人） （ｋｍ2） （千人/ｋｍ2）

当麻寺・磐城 住居 5.6 1.2 4.7

尺土 住居 6.0 0.9 6.4

新庄 住居、商業、準工業 7.3 1.7 4.3

忍海 住居、準工業 1.3 0.5 2.9

※ 当麻寺・磐城 / 尺土 － 11.6 2.1 5.4

※ 新庄 / 忍海 － 8.6 2.1 4.0

候補区域 全体 － 20.2 4.3 4.7

地域 主な土地利用
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図 葛城市の居住誘導区域
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4. 都市機能誘導区域の設定

『葛城市生活交通ネットワーク基本計画』に示された駅勢圏が 500ｍで設定されていることに

基づき、都市機能誘導区域についても、居住誘導区域に定めたエリアのうち、駅や公共施設を中

心とした 500ｍ圏を前提とし、道路や河川境界など、地域の特性に応じて、区域を設定した。

各地域の具体的な都市機能誘導区域は次頁以降に示す。

図 葛城市の都市機能誘導区域
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図 当麻寺・磐城エリアの誘導区域
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図 尺土エリアの誘導区域
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図 新庄エリアの誘導区域
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図 忍海エリアの誘導区域
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5. 将来の都市構造

「3.居住誘導区域の設定」並びに「4.都市機能誘導区域の設定」で設定した区域については、

葛城市全体のまちづくりを見据えつつ、エリアの特徴を活かした地域のまちづくり（6章参照）

を行い、下記に示す葛城市の将来の都市構造を構築する。

(1) 当麻寺・磐城エリア

☆ 高齢者が自立して生活できる安心・安全な地域をつくる！

医療、買物サービス等を提供する既存施設が少ない地域である。

しかしながら、高齢化に伴い、医療、買物サービスへの期待、必要性がいっそう高ま

る地域になる。ただし、人口規模に見合わない施設やサービスの誘導は困難かつ望まし

くないため、新たな施設やサービスの誘導については、人口配置の適正化と一体で考え

る必要がある。

したがって、葛城市が進める「すもう、葛城市」のリーディング地域と位置付け、若

い世代を周辺から誘導し、高齢者と子育て世代が一緒に賑わいをつくり、支えあう中で、

生活に必要なサービスが受けやすい地域とすることを目指す。

(2) 尺土エリア

☆ 葛城市のターミナル。生活サービスの集約で働く世代を定着させる！

市内唯一の特急・急行停車駅であり、大阪都心へのアクセスが市内で最も優れた地域

である。

しかしながら、駅周辺は密集市街地、狭隘な道路空間であることや、高齢化、空き家
きょうあい

の増加が進む地域となっており、大阪都心へ通勤する子育て世代が住みやすい環境にな

っていないといえる。また、駅周辺には、生活に必要な買物サービスを提供する施設が

少ない。

したがって、居住環境の整備と買物施設の充実を一体的に進めることで、尺土エリア

だけでなく、市内全域のターミナル機能を強化する地域とすることを目指す。
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(3) 新庄エリア

☆ 医療拠点として、市民の健康を守る！

高齢化にともない、市域で最も医療施設が集積している地域として、新庄エリアへの

期待はより高まると考えられる。

市民の健康的な生活を支えるうえでは、現在、個々のサービスとして提供されている

医療サービスについて、横断的な連携のもと、総合的な地域包括ケアシステムの構築を

進めていくことが必要となる。

不足する施設の誘導、既存施設の横断的なサービスの提供など、地域が一体となって

総合的な医療サービスを提供する地域とすることを目指す。

(4) 忍海エリア

☆ 職住近接で働く世代を定着させる！

地域の東側に工業団地があり、近くに働く場を有している地域である。

しかしながら、行政サービス施設が立地していないことや、エリアと工業団地を結ぶ

アクセスが不十分な地域となっている。一方、幼稚園・保育所や小学校が立地するとと

もに、国道沿いには大規模店舗も立地しており、市内でも、働く世代にとって、施設が

充実した地域の一つとなっている。

したがって、行政サービスの提供、工業団地へのアクセス性を高めることで、居住環

境の優れた職住近接の地域とすることを目指す。

(5) その他のエリア

市街化区域である二上神社口駅周辺や市街化調整区域に存在する集落については、人口

の多少にかかわらず、地域の伝統や文化を維持する必要がある。そのため、総合戦略や公

共施設マネジメント基本計画、生活交通ネットワーク基本計画等、葛城市で策定している

関連計画や事業と補完しつつ支援を行う。ただし、長期的には、居住誘導区域への集約を

促し、まちのコンパクト化・高密度化を図っていく。

東部の工業地域については、「スポーツ振興施設機能を集約する地域」として、市の全

体像を考えるうえで重要なエリアの一つとして、他の関連計画等により、スポーツ施設を

軸とした活力あるまちづくりを推進する。
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6. 地域のまちづくり

6.1 当麻寺・磐城エリア

6.1.1 地域の特性

(1) 人口の見通し（平成 22年（2010 年） ⇒ 平成 52 年（2040 年））

平成 22年（2010 年）と比べ、平成 52 年（2040 年）には、総人口をみると、約 170 人増加す

ると見込まれる。また、地域内の老年人口は約 70％増加し、生産年齢人口は約９％、年少人口

は約 26％減少すると見込まれる。

平成 52年（2040 年）には、当麻寺駅や磐城駅周辺において、高齢化率 28％を上回る地域が

多くなると見込まれる。また、現状でも、周辺に比べて、高齢者夫婦のみの世帯や独居老人が

多い地域になっている。

(2) 施設の分布

高齢者の生活を支援する施設として、行政サービス施設（市役所）、病院・クリニック、保

健福祉施設などが地域の縁辺部を中心に立地している。しかし、地域全体で大規模店舗が立地

していない。

子育て世代の生活を支える施設として、幼稚園・保育所や教育施設が地域の縁辺部を中心に

立地している。ただし、地域全体で子育て支援センターは立地していない。

(3) その他

古代からまちが発展し、最も古くから祭りごと等が行われている地域の一つである。

當麻寺、相撲館「けはや座」など、市域の文化や歴史を伝える観光資源が周辺に存在してい

る。
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図 総人口 2010 図 総人口 2040（社人研）

図 年少人口 2010 図 年少人口 2040（社人研）

図 高齢化率 2010 図 高齢化率 2040（社人研）
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図 当麻寺・磐城周辺の施設分布
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6.1.2 地域の問題点（立地適正化計画を実施しない場合の「地域の今後」）

(1) 生活弱者となる高齢者の増加

地域全体で高齢者が増加する中で、特に当麻寺駅や磐城駅周辺では、平成 52 年（2040 年）

の高齢化率が 28％を上回ると見込まれる。これらの付近は、高齢者夫婦のみの世帯や独居老人

が多い地域であり、高齢者自らが買物や通院など、生活に必要な日常行動を担っていくことが

求められる地域となる。しかしながら、地域内に大規模店舗が存在しないことや、駅周辺に医

療施設が少ないことから、自動車を利用できなくなるような高齢者の日常生活を十分にケアで

きず、高齢者が外出できずに生活弱者が増加する地域になる恐れがある。

(2) 受け継がれた文化の断絶、観光資源の低活用

高齢化が進み、担い手が不足すると、地域特有の古くからの祭りごとが維持できず、文化の

継承が難しい地域となる恐れがある。また、市域の文化や歴史を伝える担い手がいないと、観

光資源が有する本来の価値が十分に発揮されなくなる恐れも考えられる。

(3) 子育てする親の孤立

このままでは、この地域の生産年齢人口や年少人口は大幅に減少することから、子育てする

親が孤立する地域になる恐れがある。

6.1.3 地域の課題

(1) 高齢者が自立して生活できる環境の確保

地域全体で高齢者が増加する中で、外出できない生活弱者の増加を防ぐため、施設の立地、

移動環境整備などを通じ、いかに高齢者が自立して生活できる環境を確保するかが課題となる。

(2) 文化や観光資源を活かした高齢者の活躍の場の確保

文化や歴史の発信が重要となるなかで、いかに文化や歴史を伝える担い手となる高齢者が活

躍できる場を確保するかが課題となる。

(3) 子育てする親を地域で支援できる体制の整備

この地域は、幼稚園・保育所、小学校、中学校が立地しており、子育てを担うエリアとして、

孤立する子育て世代の発生を防ぐため、施設の立地、ソフト対策を通じ、いかに子育てする親

を地域で支援できる体制を整備するかが課題となる。
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6.1.4 目指すべき地域づくりの方向性

(1) 市民一人ひとりが地域で自立していきいきと暮らせる地域づくり

高齢化が進む中でも、市民一人ひとりが地域で自立していきいきと暮らせる地域づくりを目

指すことが今後重要になると考えられる。そのため、歩いて暮らせる地域の実現に向けた道路

環境整備、買物や医療サービスを誰もが受けられる施設や仕組みの整備を図る。

(2) 市民が担い手となって、葛城市らしさを守り、伝える地域づくり

古代から発展したまちとして、古くからの祭りごと等を維持し、葛城市らしさ、地域の文化

や伝統をいつまでも残すためには、市民が担い手となって、葛城市らしさを守り、伝える地域

づくりが重要になる。そのため、増加する高齢者に、いきがい、活躍の場を提供し、文化や歴

史を伝える担い手になってもらえる環境の整備を図る。

(3) 親も子も笑顔で育つ地域づくり

幼稚園・保育所や教育施設が揃う市域でも恵まれた地域であり、周辺部から働く世代を誘導

するため、親も子も笑顔で育つ地域づくりを目指すことが今後重要になると考えられる。その

ため、子育て世代へのケアを見据えた地域のつながりを生む子育て支援施設や働きながら生活

できる環境の整備を図る。

6.1.5 立地適正化計画が当麻寺・磐城エリアに果たす役割

當麻庁舎や集積する行政・公共施設、空き家を有効に活用し、目指すべき地域づくりの方向性

に対応する下記の施設やサービスを適切に誘導、集約する。

【誘導・集約する施設】

・高齢者の生活を支える小規模な日常買物施設

・地域の集会、交流やボランティア活動を支えるコミュニティ施設

・地域のつながり、子育て世代の支援拠点となる子育て支援センター

・働く場と子供を預ける場が一体となったテレワーク拠点

・子育て世代向け住宅(「すむなら葛城市住宅取得事業」との連携)
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6.2 尺土エリア

6.2.1 地域の特徴

(1) 人口の見通し（平成 22年（2010 年） ⇒ 平成 52 年（2040 年））

平成 22 年（2010 年）と比べ、平成 52 年（2040 年）には、総人口をみると、90 人減少する

と見込まれる。また、地域内の老年人口は約 55％増加する一方、生産年齢人口は約 16％、年少

人口は約 23％減少すると見込まれる。

平成 52年（2040 年）には、尺土駅周辺において、高齢化率が 35％を上回るエリアが多くな

り、他の市域と比べても高齢化が進むと見込まれる。特に、尺土駅南側では周辺地域に比べて、

高齢者夫婦のみの世帯や独居老人が集中する地域が存在している。

(2) 施設の分布

高齢者の生活を支援する施設として、病院・クリニックが立地している。一方、行政サービ

ス施設、保健福祉施設は立地していない。

子育て世代の生活を支える施設として、幼稚園・保育所が立地する一方、教育施設や子育て

支援センターは立地していない。

(3) その他

尺土駅は市内唯一の特急・急行停車駅となっており、大阪都市圏まで 30 分でアクセスが可能

な地域となっている。

また、尺土駅周辺では道路が狭く、歩道が十分でない箇所が存在しているほか、地域の縁辺

部（南側）では他の地域に比べて、空き家が集中している。
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図 総人口 2010 図 総人口 2040（社人研）

図 年少人口 2010 図 年少人口 2040（社人研）

図 高齢化率 2010 図 高齢化率 2040（社人研）
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図 尺土エリアの施設分布
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6.2.2 地域の問題点（立地適正化計画を実施しない場合の「地域の今後」）

(1) 生活弱者となる高齢者の増加

地域全体で高齢者が増加する中で、特に尺土駅南側では、平成 52 年（2040 年）の高齢化率

が 35％を上回ると見込まれている。これらの付近には大規模店舗、行政サービス施設、保健・

福祉施設が存在していない。また、北側では道路が狭く、歩道が十分に整理されていない。そ

のため、安全に歩くことに不安を抱える高齢者の日常生活を十分にケアできず、高齢者が外出

できずに生活弱者が増加する地域になる恐れがある。

(2) 空き家の増加による生活環境の悪化

地域の縁辺部（南側）では、平成 52 年（2040 年）の高齢化率が駅周辺と比べて低く、20 人

以上の年少人口が維持されるエリアも存在する。一方で、既に空き家の多いエリアであり、高

齢者夫婦のみの世帯や独居老人が多い地域でもあるため、世代交代がなされない場合、今後、

さらなる空き家の増加が見込まれる。そのため、空き家の増加により、防災力や治安、衛生、

景観面等で重大な問題を抱える地域になる恐れがある。

(3) 尺土駅が持つポテンシャルの未活用

尺土駅は市内唯一の特急・急行停車駅となっており、大阪都市圏まで 30 分でアクセス可能な

地域であるにもかかわらず、働く世代である生産年齢人口は、平成 22 年（2010 年）から平成

52 年（2040 年）で約 16％減少する見込みとなっている。市内唯一の特急・急行停車駅という

ポテンシャルを活かしきれておらず、今後も生産年齢人口の流出が発生する地域となる恐れが

ある。
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6.2.3 地域の課題

(1) 高齢者が自立して生活できる環境の確保

地域全体で高齢者が増加する中で、外出できない高齢者の増加を防ぐため、施設の立地、移

動環境、サービスの受容環境の整備などを通じ、いかに高齢者が自立して生活できる環境を確

保するかが課題となる。

(2) 空き家を有効に活用した拠点性や地域の魅力の維持・再生

空き家の増加が見込まれる中で、地域特性を活かして、いかに空き家を有効に活用し、拠点

性や地域の魅力を維持・再生するかが課題となる。

(3) 大阪都心圏へのアクセス性を活かした子育て世代の誘導

市内唯一の特急・急行停車駅である尺土駅のアクセス性を活かし、大阪都市圏へ通勤する生

産年齢人口、特に子育て世代をいかに誘導するかが課題となる。

6.2.4 目指すべき地域づくりの方向性

(1) 市民一人ひとりが地域で自立していきいきと暮らせる地域づくり

高齢化が進む中でも、市民一人ひとりが地域で自立していきいきと暮らせる地域づくりを目

指すことが今後重要になると考えられる。そのため、歩いて暮らせる地域の実現に向けた道路

環境整備、買物や行政、保健福祉サービスを誰もが受けられる施設や仕組みの整備を図る。

(2) 世代を超えた交流を育み、支えあう地域づくり

市域での拠点性、大阪都市圏へのアクセス性に恵まれた地域であり、働く世代にとって、魅

力が高い地域となっている。また、高齢者も多い地域であることから、空き家が多い特性を活

かし、世代を超えた交流を育み、支えあう地域づくりを目指すことが今後重要になると考えら

れる。そのため、子育て世代と高齢者が交流を図る施設の整備や機会の創出、子育て支援施設

や働きながら生活できる環境の整備を図る。

(3) 移動利便性を活かした子育て世代にとって働きやすい、子育てしやすい地域づくり

周辺部から働く世代を誘導するため、移動利便性を活かした子育て世代にとって働きやすい、

子育てしやすい地域づくりを目指すことが今後重要になると考えられる。そのため、子育て世

代へのケアを見据えた地域のつながりを生む子育て支援施設や働きながら生活できる環境の整

備を図る。
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6.2.5 立地適正化計画が尺土エリアに果たす役割

魅力の高い駅周辺、空き家を有効に活用し、地域づくりの方向性・課題に対応する下記の施設

やサービスを適切に誘導、集約する。

また、居住誘導区域に設定することにより、周辺の地域特性を踏まえた住環境の整備や、道路・

河川等都市基盤の整備が図られ、居住性の向上だけでなく、地域の防災力の向上を目指す。

【誘導・集約する施設】

・拠点性を高める商業施設や行政サービス施設

・高齢者と幼児・児童が共に過ごせる福祉・保育の併設型施設

・働く場と子供を預ける場が一体となったテレワーク拠点

・子育て世代向け住宅（「すむなら葛城市住宅取得事業」との連携）
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6.3 新庄エリア

6.3.1 地域の特徴

(1) 人口の見通し（平成 22年（2010 年） ⇒ 平成 52 年（2040 年））

平成 22年（2010 年）と比べ、平成 52 年（2040 年）には、総人口をみると、約 420 人増加す

ると見込まれる。また、地域内の老年人口が約 83％増加すると見込まれる。一方、生産年齢人

口は約８％、年少人口は約 21％減少すると見込まれている。平成 52 年（2040 年）には、北東

部を除いて、地域全体で高齢化率 28％を上回る地域が多くなると見込まれる。

また、地域の西部では、独居老人が多くなっている。一方、地域の縁辺部で、駅周辺に比べ

て、年少人口や核家族世帯が多い地域がみられる。

(2) 施設の分布

高齢者の生活を支援する施設として、行政サービス施設（市役所）、大規模店舗、病院・ク

リニック、保健福祉施設などが立地している。

子育て世代の生活を支える施設として、幼稚園・保育所や教育施設、子育て支援センターが

立地している。

(3) その他

古代からまちが発展し、最も古くから祭りごと等が行われている地域の一つである。

図 人口推移 図 施設の人口カバー率
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図 総人口 2010 図 総人口 2040（社人研）

図 年少人口 2010 図 年少人口 2040（社人研）

図 高齢化率 2010 図 高齢化率 2040（社人研）
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図 新庄エリアの施設分布
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6.3.2 地域の問題点（立地適正化計画を実施しない場合の「地域の今後」）

(1) 生活弱者となる高齢者の増加

平成 52年（2040 年）に高齢化率 28％を上回るエリアが多くなると見込まれる。他地域と同

様、高齢者の日常生活を十分にケアできず、外出できない高齢者が増加する地域になる恐れが

ある。

(2) 受け継がれた文化の断絶

高齢化が進み、担い手が不足すると、地域特有の古くからの祭りごとが維持できず、文化の

継承が難しい地域となる恐れがある。

(3) 子育てする親の孤立

地域の縁辺部では、生産年齢人口が維持される地域になると見込まれる。核家族の増加が続

くと、地域のつながりが乏しく、子育てする親が孤立する地域になる恐れがある。

6.3.3 地域の課題

(1) 高齢者が自立して生活できる環境の確保 / 既存施設の有効活用

地域全体で高齢者が増加する中で、外出できない高齢者の増加を防ぐため、施設の立地、移

動環境、サービスの受容環境の整備などを通じ、いかに高齢者が自立して生活できる環境を確

保するかが課題となる。また、その際には、いかに既に集積している行政・公共サービス、医

療サービスを活用するかが重要な課題となる。

(2) 文化の担い手となる世代の確保

高齢者が増加、若い世代が減少する中で、いかに地域行事に参加する文化の担い手となる世

代を確保するかが課題となる。

(3) 子育てする親を地域で支援できる体制の整備

孤立する子育て世代の発生を防ぐため、施設の立地、ソフト対策を通じ、いかに子育てする

親を地域で支援できる体制を整備するかが課題となる。
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6.3.4 目指すべき地域づくりの方向性

(1) 市民一人ひとりが地域で自立していきいきと暮らせる地域づくり

高齢化が進む中でも、市民一人ひとりが地域とつながり、担い手となって暮らせる地域づく

りを目指すことが今後重要になると考えられる。そのため、駅や新庄庁舎を中心として、高齢

者が元気に暮らせるよう、地域に集積する医療サービスの一体化（総合病院化）や歩いて暮ら

せる地域の実現に向けた道路環境整備、買物や行政、保健・福祉サービスを誰もが受けられる

施設や仕組みの整備を図る。

(2) 葛城市らしさ、地域の伝統がいつまでも残る地域づくり

古代から発展したまちとして、古くからの祭りごと等を維持し、葛城市らしさ、地域の伝統

がいつまでも残る地域づくりを目指すことが今後重要になると考えられる。そのため、子育て

世代と高齢者の交流により、文化の継承を実現する施設や仕組みの整備を図る。

(3) 親も子も笑顔で育つ地域づくり

幼稚園・保育所や教育施設が揃う市域でも恵まれた地域であり、周辺部から働く世代を誘導

するため、親も子も笑顔で育つ地域づくりを目指すことが今後重要になると考えられる。その

ため、子育て世代へのケアを見据えた地域のつながりを生む子育て支援施設や働きながら生活

できる環境の整備を図る。

6.3.5 立地適正化計画が新庄エリアに果たす役割

庁舎・駅周辺、空き家、市営住宅など公共施設の跡地を有効に活用し、地域づくりの方向性・

課題に対応する下記の施設やサービスを適切に誘導、集約する。

【誘導・集約する施設】

・地域に集積する医療サービスの一体的な受付機能を有する医療統括拠点

・地域の生活を支える小規模な医療・買物施設

・地域の集会、交流を支えるコミュニティ施設

・高齢者と幼児・児童が共に過ごせる福祉・保育の併設型施設

・働く場と子供を預ける場が一体となったテレワーク拠点

・子育て世代向け住宅（「すむなら葛城市住宅取得事業」との連携）
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6.4 忍海エリア

6.4.1 地域の特徴

(1) 人口の見通し（平成 22年（2010 年） ⇒ 平成 52 年（2040 年））

平成 22 年（2010 年）と比べ、平成 52 年（2040 年）には、総人口をみると、50 人減少する

と見込まれる。また、地域内の老年人口は約 49 ％増加すると見込まれる。一方、生産年齢人

口は約 19％、年少人口は約 15％減少すると見込まれている。

また、平成 52 年（2040 年）には、地域全体で高齢化率 28％を上回る地域が多くなると見込

まれる。

(2) 施設の分布

高齢者の生活を支援する施設として、大規模店舗、病院・クリニックなどが立地している。

子育て世代の生活を支える施設として、幼稚園・保育所や教育施設が立地している。一方、

子育て支援センターが立地していない。

(3) その他

東側に工業団地が近接している。

図 人口推移 図 施設の人口カバー率
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図 総人口 2010 図 総人口 2040（社人研）

図 年少人口 2010 図 年少人口 2040（社人研）

図 高齢化率 2010 図 高齢化率 2040（社人研）
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図 忍海エリアの施設分布
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6.4.2 地域の問題点（立地適正化計画を実施しない場合の「地域の今後」）

(1) 生活弱者となる高齢者の増加

平成 52年（2040 年）に高齢化率 28％を上回るエリアが多くなると見込まれる。そのため、

他地域と同様、高齢者の日常生活を十分にケアできず、外出できない高齢者が増加する地域に

なる恐れがある。

(2) 工業団地と近接する地域ポテンシャルの未活用

工業団地の近くということもあり、工業団地で働く世代にとって職住近接した魅力的な地域

となる。しかし、そのポテンシャルが活用できていないため、子育て世代の若者の定住が進ま

ないと、幼稚園・保育所や教育施設が低利用化し、活力が低下した地域につながる恐れがある。

6.4.3 地域の課題

(1) 世代間の相互協力の場の確保

生活弱者となる高齢者に対して、地域で支えるコミュニティを生むため、いかに世代間の相

互協力の場を確保するかが課題となる。

(2) 工業団地との近接性を活かした働く世代の流入促進

隣接する工業団地の活性化とあわせて、地域の活力向上、既存の幼稚園・保育所や教育施設

を活かすため、いかに工業団地との近接性を活かして、働く世代の誘導を図るかが課題となる。

6.4.4 目指すべき地域づくりの方向性

(1) 市民一人ひとりが地域で自立していきいきと暮らせる地域づくり

働く世代の流入と合わせて、地域活性化、高齢者の生活支援の観点から、世代を超えた交流

を育み、支えあう地域づくりを目指すことが今後重要になると考えられる。そのため、子育て

世代と高齢者が交流を図る施設の整備や機会の創出、子育て支援施設や働きながら生活できる

環境の整備を図る。

(2) 働くこと、暮らすこと、双方から利便性の高い地域づくり

今後、工場誘致と合わせて、働く世代の移住・定住を誘導する中で、ニーズに応じた利便性

の高い地域づくりを目指すことが今後重要になると考えられる。そのため、職住近接の強みを

生かすアクセス手段（地域公共交通）の整備や、働く世代の生活を支える施設やサービス、子

育て世代へのケアを見据えた地域のつながりを生む子育て支援施設や働きながら生活できる環

境の整備を図る。
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6.4.5 立地適正化計画が忍海エリアに果たす役割

既存施設が密集している立地を有効に活用し、地域づくりの方向性・課題に対応する下記の施

設やサービスを適切に誘導、集約する。

【誘導・集約する施設】

・地域の生活を支える小規模な日常買物施設

・地域のつながり、子育て世代の支援拠点となる子育て支援センター

・働く場と子供を預ける場が一体となったテレワーク拠点

・子育て世代向け住宅（「すむなら葛城市住宅取得事業」との連携）
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7. 目標値の検討

7.1 人口目標

葛城市立地適正化計画では、持続的かつ効率的な都市構造を実現するため、「全市の人口」に

占める「居住誘導区域の人口」の割合を高めることを人口指標の考え方に定め、今後の目標値と

する。

【「全市の人口」に占める「居住誘導区域の人口」の割合】

＜平成 22 年＞ 55％ ⇒ ⇒ ⇒ ＜平成 52 年＞ 60％

【人口目標を達成することにより期待されるまちの姿】

Ø 子ども（年少人口）と親世代である働く世代（生産年齢人口）の維持・確保により、歳

入の増加が期待される。

Ø 新たなインフラ整備が必要な周辺部ではなく、既存インフラが整ったエリアに子育て世

代が誘導されることにより、新たなインフラ整備に係る税金投入が抑制される。

Ø 生活に必要な施設が集約しているエリアに高齢者が誘導されることにより、歩いて暮ら

すことが可能となり、健康的な生活が維持され、健康寿命の延伸による社会保障費や介

護保険料が抑制される。

Ø さらに、居住誘導区域に人口が集約されると、地価の向上による税収の増加のほか、店

舗の立地など生活に必要な商業活動が活性化されることから、税収の増加、まちの賑わ

いの双方からの効果が期待される。



－83－

7.2 その他の指標

人口目標を実現するための立地適正化計画の施策を評価する指標として、目指すべき「子育て

世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり」、「高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住

み続けられるまちづくり」の観点から、下記の項目を設定する。

(1) 「子育て世代が安心して楽しく住み続けられるまちづくり」に関する施策目標

葛城市における立地適正化計画では、子育て世代への取り組みとして、子育て世代が安心し

て働くことができ、地域で育てるまちづくりの実現が目標となる。また、その結果として、葛

城市に住み、いきいきと暮らし、子育てを行う働く世代の居住が推進されると期待できる。

＜定量的な目標＞

〇 母親が子育てしながら働ける環境の整備

〇 地域で育む子育て環境の整備

＜目標達成により期待される指標＞

※１ 何も対策をしなかった場合の想定値：12.4％

※２ 基準年のペース（年間 50 件）を目標年までの 20 年間、維持し続けることを目標に設定

⇒ 子ども（年少人口）と親世代である働く世代（生産年齢人口）の維持・確保により、歳

入の増加が期待される。また、既存インフラが整ったエリアに子育て世代が誘導される

ことにより、新たなインフラ整備に係る税金投入の抑制が期待される。

施策評価指標 基準年 目標年

テレワーク拠点の数
１箇所

(平成 28 年度)

４箇所

＜１エリアごとに１箇所＞

(平成 52 年度)

施策評価指標 基準年 目標年

放課後や地域コミュニティ等を

活用した教育支援の年間実施日数

8 日

（平成 26 年度）

200 日

＜１エリアごとに 50 日（１日/週）＞

（平成 52 年度）

期待される指標 基準年 目標年

子ども（年少人口）の維持
15.0％

(平成 22 年度)

15.0％※１

(平成 52 年度)

「すもう 葛城市」の申請件数

（居住誘導区域に限る）

52 件

(平成 28 年度)

1,200 件

(平成 29～52 年度までの 24 年間※２)
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(2) 「高齢者をはじめ、誰もが明るく元気に住み続けられるまちづくり」に関する施策目標

葛城市における立地適正化計画では、高齢者をはじめとする市民への取り組みとして、地域

で支えあいながら、多世代が共生・交流しながら、市民が自立できるまちづくりの実現が目標

となる。また、その結果として、健康寿命が延伸されると期待できる。

＜定量的な目標＞

〇 地域の人々が集える拠点の整備

〇 多世代共生・交流の支援

〇 周辺環境の整備による高齢者が生活・外出しやすい環境の確保

＜目標達成により期待される指標＞

⇒ 生活に必要な施設が集約しているエリアに高齢者が誘導されることにより、高齢者は歩

いて暮らすことが可能となり、健康的な生活が維持され、健康寿命（平均自立期間）の

延伸による社会保障費や介護保険料の抑制が期待される。

施策評価指標 基準年 目標年

空き家を活用した交流拠点数
０箇所

(平成 28 年度)

４箇所

＜１エリアごとに１箇所＞

(平成 52 年度)

施策評価指標 基準年 目標年

交流拠点を利用した

多世代交流イベントの実施日数

（例：すもうに関する催しなど）

0 日

（平成 28 年度）

48 日

＜１エリアごとに 12 日（１回/月）＞

（平成 52 年度）

施策評価指標 基準年 目標年

買物支援を行う拠点施設数
0 件

（平成 28 年度）

４箇所

＜１エリアごとに１箇所＞

(平成 52 年度)

高齢者（６５歳以上）の外出率
56.4％

(平成 22 年度)

77.8％

<H22 での市民全体の外出率>

(平成 52 年度)

期待される指標 基準年 目標年

健康寿命（平均自立期間）の延伸

男性:18.23 年

女性:20.66 年

（平成 24 年度）

男性:20.00 年

女性:24.00 年

（平成 52 年度）
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8. 施策達成状況の評価

立地適正化計画においては、都市全体を見渡しながら居住や都市機能を誘導する区域を設定す

るとともに、これらを誘導するための施策等が記載されることとなる。その検討にあたっては、

一つの将来像として、おおむね 20 年後の都市の姿を展望することが考えられるが、あわせてその

先の将来も考慮することが必要である。また、おおむね５年ごとに評価を行い、必要に応じて立

地適正化計画や関連する都市計画の見直し等を行うことが望ましく、動的な計画として運用する。

葛城市においても、下図に示すとおり、PDCA サイクルによって立地適正化計画の内容及び施策

について検討を行うこととする。

図 検討サイクル


