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はじめに 

１．計画の背景 

都市における今後のまちづくりにおいては，急激な人口減少や少子高齢化など様々な社会経済環

境の変化に対応することが大きな課題となっています。このため，厳しい財政環境等を踏まえつつ，

高齢者や子育て世代など誰もが安心して健康で快適な生活を送ることができる環境を提供するこ

とが求められています。 

笠岡市においても，土地利用規制の見直しや土地区画整理事業などの市街地整備，都市施設の整

備などにより，地域の活性化や効率的でまとまりのある市街地の形成を目指してきました。しかし，

人口減少や少子高齢化等を背景とした，まちの活力の低下，公共交通利用者の減少，空き家・空き

店舗の増加，さらには財政状況の硬直化などから，都市を維持していく上で深刻な課題が顕在化し

てきています。 

こうした課題を解決するためには，これまでの都市の拡大を前提とした都市づくりから，人口規

模に見合ったコンパクトでまとまりのある都市づくりへの転換を図ることが必要とされており，平

成 26年５月の都市再生特別措置法（以下「法」という。）の改正により，都市計画法を中心とした

従来の土地利用計画に加え，居住及び都市機能の誘導に向けた取組を推進するため「立地適正化計

画」の策定が新たに盛り込まれました。 

笠岡市では，これまでに整備してきた都市基盤や都市機能をはじめとする既存ストックを有効に

活用しながら，中心市街地を核とするコンパクトな市街地の形成と既存の地域を公共交通で結ぶ都

市軸の形成を目指した都市づくりを推進し，“「すむ」・「はたらく」・「たのしむ」，そして「つどう」

まち 生活元気都市かさおか”の実現を目的として『笠岡市立地適正化計画』を策定しました。 
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２．計画の目的と位置づけ 

(1)計画の位置づけ 

立地適正化計画は，市町村の総合計画，都道府県の都市計画区域マスタープランに即するととも

に，市町村の都市計画マスタープランとの調和が保たれ，かつ，都市の防災に関する機能の確保が

図られるよう配慮されたものでなければならないとされています。（法第 81 条第 9・10 項）また，

法定事項が記載された立地適正化計画が法定の手続きにより公表されたときは，市町村の都市計画

マスタープランの一部とみなされます。（法第 82条） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)目標年次 

本計画の目標年次は，2035年（令和 17年）とします。 

 

  

岡山県が定める計画 

笠岡都市計画区域マスタープラン 

笠岡市が定める計画 

第 7次笠岡市総合計画 

 

都市計画マスタープラン 

（平成 27年 4月策定） 

立地適正化計画 

個別具体の計画・事業 
（地域地区，都市施設，市街地開発事業等） 

 
【関連計画】 

・笠岡市人口ビジョン 

・笠岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・福山・笠岡地域公共交通網形成計画 

・笠岡市住宅マスタープラン 

・笠岡市定住促進ビジョン 

・笠岡市公共施設等総合管理計画 

・笠岡市産業振興ビジョン 

・第８次笠岡市行政改革大綱 

・笠岡市財政運営適正化計画 

・笠岡諸島振興計画 

など 

即
す
る 

即
す
る 

 

即する 

連 携 

立地適正化計画は，医療・福祉・商業等の都市機能や居住を誘導する区域を設定し，

これらを誘導するための施策等を推進するための計画です。 

なお，本計画は強制力を伴ったり，規制的手法によって移転を促したりするもので

はなく，施策等によりゆるやかに区域内への誘導を図り，持続可能なまちの実現を目

的としています。 
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(3)対象区域 

対象区域は，都市計画区域全域とします。 

ただし，都市計画運用指針や立地適正化計画作成の手引き等を踏まえると非線引きの都市計画区

域における誘導区域は，一定の人口密度を維持し生活サービス等の確保を図る区域とされています。

本市では都市計画マスタープランで設定した生活ゾーン（住居系用途地域）のうち，都市拠点と一

体となった区域を主な検討対象区域としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関連計画の対象区域等 
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第１章 現況把握及び将来の見通し  

１．笠岡市の概況 

(1)笠岡市の位置・地勢 

本市は，岡山県の西南部に位置し，西は広島県福山市と隣接しています。 

地形的には平野が少なく，干拓や埋立てによって陸地を拡大してきました。沖合には笠岡諸島が

あり，観光資源となっています。 

市の中心部をＪＲ山陽本線と国道２号が通過しており，東西の移動については比較的恵まれてい

ます。また，山陽自動車道が市の北部を通過し，新幹線乗り換えも福山駅まで 15分足らずで，広域

交通に関しても一定の利便性が確保されています。 

 

(2)沿革 

江戸時代に代官所陣屋が置かれてからは行政の中心部となり，港町，商業の町として栄え，明治

になってからは小田県の県庁所在地として，県西南部の中核的役割を担うようになりました。 

昭和 27 年４月に金浦町と合併して市制施行後，周辺町村を編入し，昭和 35 年４月には，面積

117.9ｋ㎡，人口 73,232人，16,604世帯を有する都市となりました。 

昭和 35 年の市制施行時点では，笠岡駅を中心とした約 1.2ha が人口集中地区となっており，既

成市街地が形成されていました。その後，埋立や干拓事業，丘陵部の住宅地開発により市街地が広

がっていますが，地形的な制約等から昭和 35 年における既成市街地と一体となる市街地は南東部

の番町，富岡の干拓地及び美の浜の埋立地に限られています。 

 

(3)広域的位置づけ 

岡山県西南部の中核都市であり，現在も井笠広域市町村圏（笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・

矢掛町）の中心都市である本市は，多様な都市機能が集積しており，県西南部の中心都市ゾーンに

位置づけられます。 

さらに，井笠地域３市２町に倉敷市や福山市を加えたより広域的な観点でみると，100 万人を抱

える都市圏域のほぼ中央に位置しています。 

また，高梁川流域圏の７市３町（新見市・高梁市・総社市・早島町・倉敷市・矢掛町・井原市・

浅口市・里庄町・笠岡市），備後圏域の６市２町（三原市・尾道市・福山市・府中市・世羅町・神石

高原町・笠岡市・井原市），井笠圏域の３市２町（笠岡市・井原市・浅口市・里庄町・矢掛町）の３

つの圏域で広域な連携の取組を進めています 

 

(4)市街地の広がり 

現在，本市の市域面積は 13,624ha であり，そのうち，11,852ha が都市計画区域に指定されてい

ます。また，都市計画区域内の 1,563haに用途地域が指定されています。 

 

■区域別面積 

 行政区域 都市計画区域 用途地域 

面積（ha） 13,624 11,852 1,563 

割合（％） 100.0 87.0 11.5 
   平成 31年 3月現在 
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本市における平成 27 年のＤＩＤ（人口集中地区）人口は 14,405 人で，ＤＩＤ面積は 4.0ｋ㎡で

す。ＤＩＤの変遷をみると，面積は概ね横ばいとなっていますが，区域内の人口が減少しているた

め，人口密度は減少しています。 

 

■ＤＩＤ人口と面積，人口密度の推移 

 平成７年 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

人口（人） 16,798 16,798 16,682 16,006 14,405 

面積（ｋ㎡） 4.1 4.2 4.1 4.1 4.0 

人口密度（人／ｋ㎡） 4,107.1 4,038.0 4,039.2 3,903.9 3,646.8 
資料：国勢調査 

 

  
凡　　　例

平成7年DID

平成27年DID

　

用途地域
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２．笠岡市の現況と将来見通し 

(1)現況 

a)人口・世帯数等 

①人口の推移等 

行政区域の人口の推移をみると，近年は人口の減少が続いています。用途地域内の人口は，平成

12年までは増加していましたが，その後は減少が続いています。 

平成 12年以降は減少率が高くなってきています。 
 

■人口の推移 

 H7年 H12年 H17年 H22年 H27年 

行政区域 
実績（人） 60,478 59,300 57,272 54,225 50,568 

増減率（％） － -1.9 -3.4 -5.3 -6.7 

都市計画区域 
実績（人） 56,299 56,113 54,706 52,059 48,943 

増減率（％） － -0.3 -2.5 -4.8 -6.0 

用途地域 
実績（人） 31,583 32,107 31,862 30,423 28,716 

増減率（％） － 1.7 -0.8 -4.5 -5.6 

資料：都市計画基礎調査 
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②500mメッシュ別人口増減（H７-H27）の状況 

平成７年から平成 27 年にかけての人口増減の状況をみると，幹線道路沿いなどで人口の増加が

みられますが，笠岡駅周辺の市街地は，用途地域内の他地域よりも人口が減少しています。 

資料：国勢調査(H7,H27) 

  

凡　　　例

H7～H27の人口増減

-30％以下

-30 - -20％

-20 - -10％

-10 - -5％

-5 - 0％

0 - 5％

5 - 10％

10 - 20％

20 - 30％

30％超

　

用途地域
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③年齢３区分別の人口 

年齢３区分別人口を昭和 55 年と平成 27 年で比較すると，年少人口（15 歳未満）は 21.3％から

11.0％と約半減している一方，老年人口（65 歳以上）は 15.6％から 34.8％と倍増しており，少子

高齢化が顕著に進行していることがわかります。 

 

  
総     数 男 女 

総数  15歳未満 15～64歳 65歳以上 総数 15歳未満 15～64歳 65歳以上 総数  15歳未満 15～64歳 65歳以上 

S55 
人数（人） 61,917 13,182 39,068 9,667 29,389 6,833 18,579 3,977 32,528 6,349 20,489 5,690 

割合（％） (100.0) (21.3) (63.1) (15.6) (100.0) (23.3) (63.2) (13.5) (100.0) (19.5) (63.0) (17.5) 

S60 
人数（人） 60,598 11,813 38,295 10,490 28,753 6,116 18,524 4,113 31,845 5,697 19,771 6,377 

割合（％） (100.0) (19.5) (63.2) (17.3) (100.0) (21.3) (64.4) (14.3) (100.0) (17.9) (62.1) (20.0) 

H2 
人数（人） 59,619 10,123 37,819 11,677 28,086 5,232 18,381 4,473 31,533 4,891 19,438 7,204 

割合（％） (100.0) (17.0) (63.4) (19.6) (100.0) (18.6) (65.4) (15.9) (100.0) (15.5) (61.6) (22.8) 

H7 
人数（人） 60,478 9,575 37,330 13,573 28,487 4,922 18,314 5,251 31,991 4,653 19,016 8,322 

割合（％） (100.0) (15.8) (61.7) (22.4) (100.0) (17.3) (64.3) (18.4) (100.0) (14.5) (59.4) (26.0) 

H12 
人数（人） 59,300 8,610 35,406 15,284 27,894 4,417 17,423 6,054 31,406 4,193 17,983 9,230 

割合（％） (100.0) (14.5) (59.7) (25.8) (100.0) (15.8) (62.5) (21.7) (100.0) (13.4) (57.3) (29.4) 

H17 
人数（人） 57,272 7,453 33,665 16,154 26,918 3,800 16,612 6,506 30,354 3,653 17,053 9,648 

割合（％） (100.0) (13.0) (58.8) (28.2) (100.0) (14.1) (61.7) (24.2) (100.0) (12.0) (56.2) (31.8) 

H22 
人数（人） 54,225 6,350 31,046 16,818 25,566 3,210 15,430 6,917 28,659 3,140 15,616 9,901 

割合（％） (100.0) (11.7) (57.3) (31.0) (100.0) (12.6) (60.4) (27.1) (100.0) (11.0) (54.5) (34.6) 

H27 
人数（人） 50,568 5,534 27,349 17,519 23,979 2,833 13,658 7,394 26,589 2,701 13,691 10,125 

割合（％） (100.0) (11.0) (54.3) (34.8) (100.0) (11.9) (57.2) (31.0) (100.0) (10.2) (51.6) (38.2) 

※総数には，年齢「不詳」を含む。  

※割合は，分母から不詳を除いて算出している。 資料：国勢調査 
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資料：国勢調査（H27） 

  

高齢化の状況図（２５０ｍメッシュ） 
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④地区別人口密度の状況 

国勢調査の小地域から算出した地区別人口密度現況をみると，用途地域の人口密度は 18.4人/ha，

用途地域外の人口密度は 2.0人/haとなっています。 

用途地域外ではほとんどの地区で人口が減少しています。 

 

 

■用途地域の人口密度 

地区名 
地区面積 

(ha) 

人口(人) 人口増加率 

(％) 

グロス人口密度 

（人/ha） 平成 17年 平成 27年 

富岡 73.2 2,646 2,501 -5.5 34.2 

中央町 11.1 939 825 -12.1 74.4 

笠岡 170.2 6,803 5,621 -17.4 33.0 

一番町 5.9 658 559 -15.0 95.3 

二番町 4.2 257 213 -17.1 50.9 

三番町 4.5 260 220 -15.4 48.9 

四番町 5.3 170 131 -22.9 24.8 

五番町 8.0 478 385 -19.5 48.3 

六番町 6.1 31 23 -25.8 3.8 

七番町 3.6 265 229 -13.6 63.6 

九番町 10.3 44 125 184.1 12.1 

十一番町 32.2 505 501 -0.8 15.6 

緑町 8.2 439 326 -25.7 39.6 

春日台 7.8 518 478 -7.7 61.3 

新横島 12.2 651 638 -2.0 52.3 

旭が丘 12.1 1,129 858 -24.0 71.1 

美の浜 38.5 2,393 2,206 -7.8 57.4 

城見台 16.0 1,127 963 -14.6 60.1 

西茂平 6.3 56 49 -12.5 7.8 

大井南 43.5 3,249 2,870 -11.7 66.0 

絵師 18.5 379 613 61.7 33.1 

金浦 23.4 1,399 1,090 -22.1 46.7 

吉浜 11.2 408 375 -8.1 33.4 

生江浜 39.8 1,341 1,250 -6.8 31.4 

相生 1.1 33 38 15.2 33.2 

用之江 32.2 480 610 27.1 19.0 

茂平 138.3 539 551 2.2 4.0 

小平井 3.7 64 86 34.4 23.2 

西大島 33.4 772 809 4.8 24.2 

西大島新田 14.2 668 787 17.8 55.2 

横島 71.6 1,075 990 -7.9 13.8 

入江 28.7 1,412 1,282 -9.2 44.7 

神島外浦 61.4 674 514 -23.7 8.4 

用途地域 1,563.0 31,862 28,716 -9.9 18.4 

     ※国勢調査で，平成 17年及び平成 27年ともに人口がない地区は表示していない。 

     ※グロス人口密度とは，地区面積に対する人口割合。可住地に対する人口割合はネット人口密度という。 
     

  ：増加している地区，  ：減少している地区 
     

資料：都市計画基礎調査 

 

  



12 

 

■用途地域外の人口密度 

地区名 
地区面積 

(ha) 

人口(人) 人口増加率 

(％) 

グロス人口密度 

（人/ha） 平成 17年 平成 27年 

富岡 17.2 3 13 333.3  0.8  

笠岡 374.5 365 417 14.2  1.1  

大井南 35.0 - 10 - 0.3  

園井 231.4 693 595 -14.1  2.6  

今立 334.3 972 874 -10.1  2.6  

馬飼 78.3 306 257 -16.0  3.3  

広浜 121.6 259 196 -24.3  1.6  

金浦 78.1 80 116 45.0  1.5  

吉浜 250.2 725 648 -10.6  2.6  

生江浜 79.4 73 41 -43.8  0.5  

大河 96.6 272 219 -19.5  2.3  

相生 149.5 214 192 -10.3  1.3  

大げ 159.3 871 753 -13.5  4.7  

用之江 153.8 324 179 -44.8  1.2  

茂平 183.7 253 244 -3.6  1.3  

有田 385.6 603 570 -5.5  1.5  

押撫 70.9 259 221 -14.7  3.1  

篠坂 195.0 392 359 -8.4  1.8  

入田 191.0 322 255 -20.8  1.3  

小平井 244.3 1,199 965 -19.5  3.9  

東大戸 424.2 1,281 1,171 -8.6  2.8  

西大戸 134.3 292 235 -19.5  1.7  

吉田 442.8 2,135 1,898 -11.1  4.3  

関戸 110.0 634 678 6.9  6.2  

尾坂 611.0 447 335 -25.1  0.5  

新賀 349.6 683 583 -14.6  1.7  

山口 529.2 1,134 968 -14.6  1.8  

走出 534.6 1,226 1,117 -8.9  2.1  

甲弩 415.0 1,052 963 -8.5  2.3  

大島中 483.6 1,507 1,242 -17.6  2.6  

西大島 547.1 1,319 1,128 -14.5  2.1  

西大島新田 50.3 339 298 -12.1  5.9  

神島 614.1 2,074 1,903 -8.2  3.1  

神島片島 47.0 288 285 -1.0  6.1  

神島外浦 327.3 133 104 -21.8  0.3  

カブト東町 209.1 12 6 -50.0  0.0  

カブト中央町 236.1 37 4 -89.2  0.0  

カブト南町 190.4 - 21 - 0.1  

拓海町 103.5 66 164 148.5  1.6  

用途地域のない区域 10,289.0 22,844 20,227 -11.5  2.0  

都市計画区域 11,852.0 54,706 48,943 -10.5  4.1  

     ※国勢調査で，平成 17年及び平成 27年ともに人口がない地区は表示していない。 

     ※グロス人口密度とは，地区面積に対する人口割合。可住地に対する人口割合はネット人口密度という。 
     

  ：増加している地区，  ：減少している地区 
     

資料：都市計画基礎調査 
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⑤100mメッシュ別人口密度の状況 

平成 22年の 100mメッシュでの人口密度をみると，中心市街地では古くからの市街地である笠岡駅

周辺で人口密度が高く，その他の地区では住宅団地開発等が行われた地区で人口密度が 60人／haを

超えるメッシュが多くなっています。その他の用途地域内は 40人／ha以上のメッシュが多く，用途

地域外は 40人／ha未満のメッシュが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査(H22)をもとに，国土技術政策総合研究所の推計式を用いて算出  

凡　　　例

H22人口密度

5人/ha以下

5～10人/ha

10～20人/ha

20～30人/ha

30～40人/ha

40～60人/ha

60人/ha超

　

用途地域
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⑥通勤の動向 

平成 7 年から平成 27 年の通勤流動をみると，常住地による就業者（市内に居住する就業者）と

従業地による就業者（市内で働く就業者）を比較すると，平成 7年は常住地による就業者が従業地

による就業者を 3,669人上回っていましたが，平成 27年では 1,221人と差が縮まっています。 

市外での就業先は福山市が最も多く，次いで倉敷市，里庄町となっています。本市で従業する人

の常住地（本市を除く）は，福山市が最も多く，次いで浅口市，井原市となっています。 

 

■通勤流動 

 

常住地に 

よる 

就業者数 

(人) 

流  出 従業地に 

よる 

就業者数 

(人) 

流  入 
従／常 

就業者比率

(%) 

就業者数 

(人) 

流出率 

(%) 

就業者数 

(人) 

流入率 

(%) 

平成 7年 28,805 11,196 38.9 25,136 7,527 29.9 87.3 

平成 12年 26,885 11,059 41.1 23,947 8,121 33.9 89.1 

平成 17年 25,795 11,333 43.9 23,044 8,582 37.2 89.3 

平成 22年 22,864 10,833 47.4 20,311 8,066 39.7 88.8 

平成 27年 22,176 10,126 45.7 20,955 8,865 42.3 94.5 

資料：国勢調査 
 

 

 

 

 

  

4,308 

1,278 

1,057 

1,024 

926 

3,241 

1,253 

1,035 

1,307 

1,025 

福山市 
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b)公共交通の状況 

本市にはＪＲ笠岡駅があり，ＪＲ山陽本線が市域を東西に通っています。運行本数は上下線とも

に１時間あたり 4本程度が確保され，1日当たりの乗車人員は約 3,600人程度となっています。 

路線バス等は，（株）井笠バスカンパニーにより，路線バスがＪＲ笠岡駅を中心に 10路線，デマ

ンド型乗合タクシー（予約制）が 2路線運行されています。 

海上交通は，旅客船とフェリーがあり，笠岡港（住吉）から旅客船が，笠岡港（伏越）からフェ

リーが運航しています。フェリーは，人口規模の大きい白石島，北木島のみの運航となっています。 

 

■鉄道・路線バス等のサービス状況 

鉄道（JR山陽本線：笠岡駅）  路線バス等 

年 度 
乗車人員 

(人／日) 

 
路線名 運営会社 運行頻度 備考（上下本数等） 

平成 23年度 3,700  笠岡-矢掛線 

（株）井笠バス

カンパニー 

26 上下：各 13本/日 

平成 24年度 3,697  笠岡-井原線 48 上下：各 24本/日 

平成 25年度 3,749  美の浜線 37 上り：17本/日，下り：20本/日 

平成 26年度 3,623  笠岡 

 -大井ハイランド-尾坂線 
6 上下：各 3本/日 

平成 27年度 3,618  

平成 28年度 3,692  
笠岡 

 -総合スポーツ公園線 

4 

8 

スポーツ公園・城見台回り：2本/日， 

城見台・スポーツ公園回り：2本/日 

上下：各 4本/日 

平成 29年度 3,633  

  

   笠岡-乗時線 9 上り：5本/日，下り：4本/日 

   神島線 8 上下：各 4本/日 

   笠岡-福山線 5 上り：3本/日，下り：2本/日 

   笠岡-広東線 3 東廻り：1本/日，西廻り：2本/日 

   今井循環線 - 【予約制】デマンド型乗合バス 

   尾坂線 - 【予約制】デマンド型乗合バス 

   
大島線 4 

スポーツ公園・城見台回り：2本/日， 

城見台・スポーツ公園回り：2本/日 

平成 31年 3月現在 

資料：事業者 HP調べほか 

■笠岡諸島航路等の状況 

事業者 種類 航路※主な寄港地 

三洋汽船 

旅客船（普通船） 
・笠岡港（住吉）～高島～白石島～北木島～真鍋島 

・笠岡港（住吉）～高島～飛島～六島 

旅客船（高速船） ・笠岡港（住吉）～白石島～北木島～真鍋島 

フェリー ・笠岡港（伏越）～白石島 

笠岡フェリー フェリー ・笠岡港（伏越）～北木島 

瀬戸内クルージング フェリー ・笠岡港（伏越）～白石島～北木島 

平成 31年 3月現在 

資料：事業者 HP調べほか 

 

■500m圏域人口カバー率（路線バス） 

 バス停から 500m圏 

用途地域 
（工業・工専を除く） 

圏域人口 28,283 

全体人口 28,716 

カバー率 98.5% 

用途地域外 

圏域人口 14,839 

全体人口 20,227 

カバー率 73.4% 

都市計画区域 
（工業・工専を除く） 

圏域人口 43,123 

全体人口 48,943 

カバー率 88.1% 

※公共交通の徒歩圏については，一般的な高齢者の徒歩圏である 500ｍとしました。  
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平成 31年 3月現在 

  

バス停からの徒歩圏図 

福山市 

徒歩圏は 500mとした。 
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c)土地利用規制，土地利用，都市機能の状況 

①主な土地利用規制の状況 

本市は，地形的な制約等から国道２号沿道から海岸部にかけて建物が密集しており，これらの地

域に用途地域を指定しています。また，南部の福山市と接する海岸沿いは工業地となっており，工

業系の用途地域を指定しています。その他，幹線道路沿道や住宅団地等にも用途地域を指定してい

ます。 

また，都市計画区域内の用途地域外には，特定用途制限地域を指定しています。 
 

■各用途地域の面積一覧表 

単位：ha 

１低層 １中高 ２中高 １住居 ２住居 近商 商業 準工 工業 工専 合計 

213 21 111 243 43 44 25 220 65 578 1,563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

福
山
市 

凡　　　例

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

用途地域図 
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②土地利用の状況 

土地利用の状況をみると，用途地域内のほとんどが住宅，商業，工業用地等の土地利用となって

います。 

都市拠点である笠岡駅周辺地区と番町地区は，商業用地や公益施設用地，住宅用地が混在した土

地利用となっています。 

用途地域外は住宅と農地が一体となった集落地と山林等で形成されています。 

また，南側の干拓地は，農業用地として利用されています。 

 

 

  

土地利用現況図 
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土地利用現況図（中心部拡大） 
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③都市機能施設の立地状況等 

将来を見据え，適切な都市機能施設のあり方を検討するため，本市における商業，福祉，医療，

子育て支援施設等の状況を整理するとともに，施設からの徒歩圏（500ｍ）における人口カバー率を

算出しました。 

※都市機能施設の徒歩圏については，一般的な高齢者の徒歩圏である 500ｍとしました。 

 

【商業施設】 

商業施設は，広域型の 1,000㎡を超える店舗と地域密着型の食品スーパー，コンビニエンススト

アについて立地状況を整理しました。 

大規模な商業施設は，市東部の国道２号沿道に集中して立地し，中心部をカバーしています。 

食品スーパーや地域の生活を支える役割を担いつつあるコンビニエンスストアは，幹線道路沿道

に立地しています。 

用途地域内は概ね徒歩圏内となっていますが，市域西側では，大規模店舗やスーパーの立地が少

なく，小規模なコンビニエンスストアの立地割合が高くなっています。 

 

■500m圏域人口カバー率 

 
コンビニ 

① 

スーパー 

② 

①と②をあ

わせた圏域 

大規模店舗 

③ 

①と②と③を 

あわせた圏域 

用途地域 
（工業・工専を除く） 

圏内人口 13,801 7,705 18,034 11,548 20,675 

全体人口 28,716 28,716 28,716 28,716 28,716 

カバー率 48.1% 26.8% 62.8% 40.2% 72.0% 

用途地域外 

圏内人口 1,700 1,325 2,812 224 2,917 

全体人口 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 

カバー率 8.4% 6.6% 13.9% 1.1% 14.4% 

都市計画区域 
（工業・工専を除く） 

圏内人口 15,501 9,030 20,845 11,772 23,592 

全体人口 48,943 48,943 48,943 48,943 48,943 

カバー率 31.7% 18.5% 42.6% 24.1% 48.2% 
 

 

【観光】 

本市の観光客は，平成 29 年には 126 万人となっています。推移をみると平成 24 年から平成 28

年にかけては増加傾向となっていますが，平成 28年から平成 29年にかけては約１万人減少してい

ます。 

また，令和元年に笠岡諸島が日本遺産に認定されています。 

 

■観光客数の推移                             単位：千人 

 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 対前年比 

笠岡・笠岡諸島 1,091 1,168 1,226 1,266 1,274 1,260 98.9 

資料：平成 29年岡山県観光客動態調査報告書 
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凡　　　例

# コンビニエンスストア

! 食品スーパー

" 大型小売店

コンビニからの徒歩圏

食品スーパーからの徒歩圏

大規模店舗からの徒歩圏

用途地域

住居・商業・混在系用途地域

工業系用途地域

徒歩圏は 500mとした。 

商業施設の位置と徒歩圏図 
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【福祉施設】 

老人福祉法第５条の３に規定される通所介護施設（老人デイサービスセンター）の状況を整理し

ました。 

老人デイサービスセンターは，通所介護施設が 11 箇所，小規模な地域密着型通所介護施設が 18

箇所立地しています。 

高齢者通所介護施設は送迎が基本になりますが，用途地域内の人口カバー率を算出すると約 51％

となっています。 

 

  福祉施設（通所介護）の位置と徒歩圏図 

■500m圏域人口カバー率 

 施設から 500m圏 

用途地域 
(工業・工専を除く) 

圏内人口 14,586 

全体人口 28,716 

カバー率 50.8% 

用途地域外 

圏内人口 3,632 

全体人口 20,227 

カバー率 18.0% 

都市計画区域 
(工業・工専を除く) 

圏内人口 18,218 

全体人口 48,943 

カバー率 37.2% 

 
徒歩圏は 500mとした。 

凡　　　例

! 通所介護施設

通所介護施設からの徒歩圏

用途地域

住居・商業・混在系用途地域

工業系用途地域
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【医療施設】 

市内には，病院は 3 箇所，内科診療を行う診療所は 16 箇所あります。病院及び診療所の立地状

況をみると，用途地域内に 15箇所，用途地域外に 4箇所立地しています。 

 

 

  

凡　　　例

! 病院

! 診療所

病院からの徒歩圏

診療所からの徒歩圏

用途地域

住居・商業・混在系用途地域

工業系用途地域

医療施設の位置と徒歩圏図 

■500m圏域人口カバー率 

 施設から 500m圏 

用途地域 
(工業・工専を除く) 

圏内人口 14,639 

全体人口 28,716 

カバー率 51.0% 

用途地域外 

圏内人口 1,992 

全体人口 20,227 

カバー率 9.8% 

都市計画区域 
(工業・工専を除く) 

圏内人口 16,631 

全体人口 48,943 

カバー率 34.0% 

 
徒歩圏は 500mとした。 
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【子育て支援施設】 

子育て支援施設は，こども園が 2箇所，保育園（所）は 13箇所，幼稚園が 9箇所（都市計画区域

外の１箇所を含む）あります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子育て支援施設と徒歩圏図 

■500m圏域人口カバー率 

 施設から 500m圏 

用途地域 
(工業・工専を除く) 

圏内人口 13,823 

全体人口 28,716 

カバー率 48.1% 

用途地域外 

圏内人口 4,251 

全体人口 20,227 

カバー率 21.0% 

都市計画区域 
(工業・工専を除く) 

圏内人口 18,074 

全体人口 48,943 

カバー率 36.9% 

 

凡　　　例

幼稚園

保育園（所）

こども園

こども園

保育園（所）

幼稚園

用途地域

住居・商業・混在系用途地域

工業系用途地域

徒歩圏は 500mとした。 
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【中心市街地における都市機能施設の立地状況】 

本市の中心市街地は，ＪＲ笠岡駅周辺と番町地区の２つの地区で構成されています。ＪＲ笠岡駅

周辺に市役所や大型商業施設，番町地区に国や県の行政機関が集積しています。 

なお，笠岡駅周辺の中心市街地では，国道２号沿道等への大規模小売店舗の進出等により商店街

の店舗数の減少が進むとともに，人口も減少し，空き家・空き店舗が増加しています。 

  

笠岡駅周辺地区 

番町地区 
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d)建築物・地価 

①宅地開発の状況 

開発許可の状況をみると，用途地域内では年間１件程度，用途地域外では年間数件程度となって

います。 

 

年  次 
用  途  地  域 

住  宅 商  業 工  業 公共公益 そ の 他 合  計 

平成 24年度 
14,969.23㎡ -㎡ -㎡ -㎡ -㎡ 14,969.23㎡ 

6件 -件 -件 -件 -件 6件 

平成 25年度 
-㎡ -㎡ -㎡ -㎡  -㎡ 

-件 -件 -件 -件  -件 

平成 26年度 
2,701.32㎡ -㎡ -㎡ -㎡ -㎡ 2,701.32㎡ 

1件 -件 -件 -件 -件 1件 

平成 27年度 
-㎡ 1,326.59㎡ -㎡ -㎡ -㎡ 1,326.59㎡ 

-件 1件 -件 -件 -件 1件 

平成 28年度 
-㎡ 5,520.49㎡ -㎡ -㎡ -㎡ 5,520.49㎡ 

-件 1件 -件 -件 -件 1件 

平成 29年度 
-㎡ -㎡ -㎡ -㎡ 1,486.11㎡ 1,486.11㎡ 

-件 -件 -件 -件 1件 1件 

平成 30年度 
20,130.11 ㎡ -㎡ -㎡ -㎡ -㎡ 20,130.11㎡ 

3件 -件 -件 -件 -件 3件 
       

年  次 用  途  地  域  外 

 住  宅 商  業 工  業 公共公益 そ の 他 合  計 

平成 24年度 
4,335.9㎡ -㎡ -㎡ 9,941.3㎡ 2,171.64㎡ 16,448.84㎡ 

1件 -件 -件 1件 1件 3件 

平成 25年度 
12,090.4㎡ -㎡ -㎡ -㎡ -㎡ 12,090.4㎡ 

3件 -件 -件 -件 -件 3件 

平成 26年度 
2,337.63㎡ 8,041.0㎡ 74,776.43㎡ -㎡ -㎡ 85,155.06㎡ 

1件 1件 2件 -件 -件 4件 

平成 27年度 
1,160.07㎡ -㎡ 18,072.86㎡ 9,664.4㎡ -㎡ 28,897.33㎡ 

1件 -件 3件 1件 -件 5件 

平成 28年度 
-㎡ 9,855.65㎡ 29,810.69㎡ 10,049.49㎡ -㎡ 49,715.83㎡ 

-件 3件 3件 2件 -件 8件 

平成 29年度 
-㎡ -㎡ 80,902.02㎡ -㎡ -㎡ 80,902.02㎡ 

-件 -件 6件 -件 -件 6件 

平成 30年度 
-㎡ -㎡ 2,000.53㎡ -㎡ 2,0893.05㎡ 22,893.58㎡ 

-件 -件 1件 -件 2件 3件 

資料：都市計画課調べ 
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②空き家の分布状況 

本市の空き家は，笠岡地区や富岡地区，番町地区で多くみられますが，その他の地域にも点在し

ており，市全域に空き家が分布しています。 

 
 

 用途地域 
 

用途地域外 都市計画区域外 合計 
うち，DID区域 

空き家戸数（A） 429戸 251戸 601戸 829戸 1,859戸 

割合 23.1% 13.5% 32.3% 44.6% 100.0% 

資料：市調査（H25） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

空き家の状況図 

笠岡地区 

(主)笠岡井原線西側の住宅密集地や笠

岡・富岡地区の国道２号北側等で空き

家が多い。 

資料：市調査(H25) 

富岡地区，番町地区 

凡　　　例

空き家（H25調査）

  

平成27年DID

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域
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③空き家バンクの契約状況 

空き家バンクの契約状況をみると，平成 21 年から平成 30 年の 10 年間で 127 件の契約となって

います。そのうち，賃貸と売買の割合をみると，年度によりばらつきはあるものの，賃貸は売買の

約２倍の契約数となっています。 
 

■空き家バンクの契約状況 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 合計 

契約数（件） 5 3 14 15 2 13 10 14 21 30 127 

 賃貸 4 3 8 11 2 10 8 9 13 14 82 

 売買 1 0 6 4 0 3 2 5 8 16 45 

資料：市調査 

 

④地価（地価公示） 

本市の地価は，平成 22年以降下落が続いていますが，下落幅はやや減少傾向にあります。 

 

 住宅地 商業地 
市街化調整 

区域内宅地 
全用途 

平成 20年 44,900 80,600 20,700 45,600 

平成 21年 46,200 79,300 20,300 45,900 

平成 22年 36,800 76,200 － 44,600 

平成 23年 35,600 73,800 － 43,200 

平成 24年 34,500 71,500 － 41,900 

平成 25年 33,400 69,400 － 40,600 

平成 26年 32,600 67,700 － 39,600 

平成 27年 31,700 65,900 － 38,500 

平成 28年 30,800 64,000 － 37,400 

平成 29年 30,100 63,000 － 36,700 

平成 30年 29,500 62,000 － 36,000 

※平成 21年から平成 22年にかけては，線引きの廃止により住宅地の調査地点が統合された

ため，住宅地の下落率が大きくなっている。 

資料：地価公示の概要（岡山県） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地価公示の概要（岡山県）  
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e)災害のおそれがある区域等 

①土砂災害警戒区域等 

土砂災害防止法による本市の土砂災害警戒区域は，市域全域に広く指定されています。また，一

部の区域では土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域が指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：岡山県資料 

  

凡　　　例

土砂災害警戒区域（土石流）

土砂災害特別警戒区域（土石流）

土砂災害警戒区域（急傾斜）

土砂災害特別警戒区域（急傾斜）

　

用途地域

土砂災害警戒区域とは，土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（土砂災害防止法）に基づいて行われる調

査の結果，土砂災害（がけ崩れ，土石流，地

すべり）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と認めら

れる区域であり，危険の周知，警戒避難体制

の整備が行われます。 
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②浸水想定区域 

市北東部の小田川沿いが水防法による浸水想定区域となっており，甲弩地区の農地では２ｍ～

４ｍの浸水が想定されています。 

 
資料：小田川浸水想定区域図（平成 30年，岡山県） 

 

③高潮に伴い浸水が懸念される区域 

本市において高潮に対しての具体的な浸水想定区域等は示されていませんが，沿岸部に市街地が

形成されている地勢上，高潮被害を受けた経緯があります。 

特に，平成 16年８月 30日から 31日にかけて，大型で強い勢力をもつ台風 16号が大潮の日の満

潮時に接近した際には，30 日午後 10 時頃から急激に潮位が上昇したことにより，市内沿岸部に高

潮による被害が続出しました。（市内の被害は，全壊家屋１棟，床上浸水 595棟，床下浸水 439棟。）

このような状況を受けて，防潮堤の整備を行っています。 

 

  

浸水想定区域とは，水防法に基づき，洪水予報河川及び水位周知河川

に指定した河川について，洪水時に堤防が決壊または氾濫したという

仮定のもとで，住宅などが水につかることが想定される区域です。 
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④津波浸水想定区域 

番町地区や干拓地などで地震発生時の津波による浸水が想定されています。 

資料：笠岡市ハザードマップ 

  

津波浸水想定区域とは，津波防災地域づくりに関する法律（津

波防災地域づくり法）に基づき設定される区域で，最大クラス

の津波が，地震による堤防決壊など悪条件下で発生した場合

に，住宅などが水につかることが想定される区域です。 

笠岡湾干拓地 
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f)財政等 

①歳入歳出 

平成 30年度の普通会計歳入は，265億円程度，歳出は 257億円程度となっています。 

 
 

年度 
歳入 歳出 

財政力指数 
（千円） （千円） 

24 22,051,014 21,401,631 0.51  

25 22,503,855 23,064,671 0.52  

26 22,900,216 22,282,518 0.53  

27 23,879,668 23,298,658 0.54  

28 24,303,371 23,793,587 0.55  

29 26,875,346 26,193,981 0.56 

30 26,468,309 25,713,959 0.57 

              資料：笠岡市 

 

資料：笠岡市 
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②公共施設にかかる経費 

【投資的経費の推移】 

近年では，平成 14年が総合スポーツ公園整備のため，平成 25年が土地開発公社経営健全化

計画に基づく公社土地の先行取得事業のため，平成 26 年が防災・減災事業等の積極的な実施

により，投資的経費が多くなっています。 

    資料：笠岡市公共施設等総合管理計画 

 

【維持補修費の推移】 

維持補修費は，平成 15年までは減少傾向でしたが，その後は，施設の老朽化に伴い増加傾向

にあります。 

特に，平成 24 年からは公共施設長寿命化事業として，計画的に施設の維持補修を行ってき

たため，増加傾向となっています。 

 
    資料：笠岡市公共施設等総合管理計画 
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(2)将来見通し 

①人口の将来見通し 

本市の人口推移をみると，平成７年（1995年）に一時的に人口が増加しましたが，その後は減少

傾向が続いています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，少子高齢化の進行により急

速に人口減少が進むと予想され，本市の人口は令和 17年（2035年）では 37,342人になると予測さ

れています。これは，近年の社会情勢や本市の都市動向がこのまま推移していく場合の推計値です。 

 

  S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 2020 2025 2030 2035 2040 

総数 

人数

（人） 
60,598 59,619 60,478 59,300 57,272 54,225 50,568 47,246 43,844 40,553 37,342 34,196 

割合

（％） 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 

年少 

人数

（人） 
11,813 10,123 9,575 8,610 7,453 6,350 5,534 4,938 4,378 3,903 3,499 3,199 

割合

（％） 
(19.5) (17.0) (15.8) (14.5) (13.0) (11.7) (10.9) (10.5) (10.0) (9.6) (9.4) (9.4) 

生産

年齢 

人数

（人） 
38,295 37,819 37,330 35,406 33,665 31,046 27,439 24,625 22,248 20,098 18,012 15,689 

割合

（％） 
(63.2) (63.4) (61.7) (59.7) (58.8) (57.3) (54.3) (52.1) (50.7) (49.6) (48.2) (45.9) 

老年 

人数

（人） 
10,490 11,677 13,573 15,284 16,154 16,818 17,595 17,683 17,218 16,552 15,831 15,308 

割合

（％） 
(17.3) (19.6) (22.4) (25.8) (28.2) (31.0) (34.8) (37.4) (39.3) (40.8) (42.4) (44.8) 

資料：日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所） 
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資料：国勢調査結果をもとに，国土技術政策総合研究所の推計式を用いて算出 

  

将来人口密度分布図（2040年） 
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②財政の将来見通し 

平成 30年度の普通会計歳入は，265億円程度，歳出は 257億円程度となっています。しかし，今

後は，人口減少・少子高齢化の進行により，市税や地方交付税などの一般財源は縮小傾向となる一

方で，社会保障関連経費は増加が見込まれ，財政運営は非常に厳しいものとなることが予測されま

す。笠岡市財政運営適正化計画（令和元年度）に基づく，2029 年（令和 11 年度）の歳入は 212 億

円程度（平成 30年度の約 80％）と推計されています。 

 
 

 H27決算 H28決算 H29決算 H30決算 Ｒ11推計 R11/H30 

歳入（千円） 23,879,668 24,303,371 26,875,346 26,468,309 21,193,038 80.1% 

歳出（千円） 23,298,658 23,793,587 26,193,981 25,713,959 21,180,971 82.4% 

資料：笠岡市財政運営適正化計画（R1度） 

 

③公共施設維持に係る費用等の将来見通し 

平成 28年に策定した笠岡市公共施設等総合管理計画によると，過去５年の実績（投資的経費・維

持補修費）の年平均額は，28億 6千万円となっています。一方，更新費用の推計では，ハコモノ施

設が 27億 4千万円／年，道路が 12億 8千万円／年，橋梁が 1億 7千万円／年となっており，年間

41億 9千万円の更新費用がかかります。 

過去の実績と比較すると毎年 13 億 3 千万円が不足することになるため，ハコモノ施設を中心に

長寿命化を推進するとともに，再配置等による財政規模に見合った適正な維持管理を図る必要があ

ります。 

資料：笠岡市公共施設等総合管理計画 
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３．上位・関連計画 

 

(1)第 7次笠岡市総合計画 平成 30年 
 

①将来都市像 

元気・快適・ときめき進化するまち笠岡 

 【基本理念】 

   ・協働と共生による市民主役の笠岡づくり 

   ・満足感を実感・体感できる笠岡づくり 

   ・安心して暮らせる自立した笠岡づくり 
 

②将来人口フレーム 

平成 37(2025)年の人口フレーム 46,461人 
 

③笠岡づくり戦略の柱 

 ～ 将来ビジョンの実現に向けた４つの基本戦略と１つの計画推進戦略 ～ 

 

経営戦略“稼ぐ” 
笠岡市にとって，これからの笠岡づくりを考えていく上

で，地域経済の活性化は重要であり，笠岡市が定住の地と

して選ばれるためにも，そこに安定した仕事があることが

不可欠です。 

こうした視点から，農業・水産業等の既存の地域産業に

加え，観光産業等の新たな産業の創出に取り組む等，笠岡

市の豊かな地域資源や立地条件を活用した地域経済の活

性化を図ることで，市民・事業者を含めた市全体として“稼

ぐ”ことのできる経済・経営環境の創出を進めていきます。 

活性化戦略“賑わう” 
全国的な人口減少社会の中で，都市としての一定の人口

規模を維持・確保していくための取組や市民と行政との協

働によるまちづくりの取組がこれまで以上に重要になってきます。 

こうした視点から，笠岡市のまちづくりの主役である市民の参画と協働を基本としながら，ひとを惹き付け

る求心力をもった魅力ある都市空間・環境の形成に取り組むとともに，笠岡諸島等，市内のそれぞれの地域状

況・特性に応じた都市機能の整備や多様な交流を促進し，暮らす市民の営みや行き交うひとで“賑わう”まち

づくりを進めていきます。 

未来戦略“輝く” 
笠岡市には様々な資源がありますが，笠岡市に生まれ，育つ子どもたちや暮らす市民こそが笠岡市の最大の

宝・財産であると考えます。 

こうした視点から，一人でも多くの子どもたちが笠岡市で生まれ，育つことのできる環境を整えていくとと

もに，笠岡市に暮らす誰もが笠岡市を自らの故郷として愛することのできる誇りと郷土愛の醸成により，笠岡

市の現在と未来をつなぐことのできる“輝く”ひとづくり，“輝く”笠岡づくりを進めていきます。 

安定戦略“安らぐ” 
少子高齢社会や頻発する大規模災害等を背景に，これまで以上に安心・安全に対するニーズが高まる一方で，

都市化・小家族化や生活スタイルの多様化等を背景に，地域における結びつきが希薄化する等，地域が本来も

っていたはずの地域力が弱まってきています。 

こうした視点から，笠岡市民の誰もがいつまでも住みなれた地域の中で元気に安心して暮らしていけるよう

な仕組みづくりを進めるとともに，防災・防犯等の安全面における生活機能の向上を図り，市民誰もが“安ら

ぐ”ことのできる笠岡づくりを進めていきます。 

計画推進戦略 
厳しい財政状況の中，安定的・計画的な笠岡づくりを進めていく上で，行財政の健全化や都市としての競争

力の確保・向上等がこれまで以上に求められています。 

こうした視点から，４つの基本戦略に基づく笠岡づくりを着実に進めていくため，その基礎体力としての行

財政の健全化や財源の確保を進めるとともに，笠岡づくりに関する市民向けの情報発信だけではなく，笠岡市

の魅力を広く市外にも発信していくシティ・プロモーションにも取り組みます。また，本計画による笠岡づく

りを俯瞰的に捉える進捗・計画管理を通じて，本市の笠岡づくりを総合的かつ計画的に推進していきます。  
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(2)笠岡市都市計画マスタープラン 平成 27年 

①目標年次 

平成 27年（2015年）を基準年次とし，20年後の 2035年を目標年次と設定します。 

 

②まちづくりの理念・都市の将来像等 

【まちづくりの理念】 

・地域特性に応じた魅力的で個性あるまちづくり 

・憩いやうるおい，安らぎ等に資する豊かな環境を守り育てるまちづくり 

・笠岡市が本来有するにぎわいと活力の再生 

・市民の積極的なまちづくりへの参画による市民主体のまちづくり 

【都市の将来像】 

「すむ」・「はたらく」・「たのしむ」まち 生活元気都市かさおか 

【まちづくりの目標】 

・「快適生活環境都市」～安心して暮らせる快適で魅力のあるまち 

・「環境文化交流都市」～豊かな自然環境が守られたうるおいのあるまち 

・「井笠地域の中核拠点都市」～にぎわいと活力のあるまち 

③将来人口 

将来人口は総合計画で設定している計画人口フレームの傾向を参考に，2035 年の人口を概ね

45,000人と設定します。 

 

④将来都市構造 

【都市構造を構成する 3要素の将来方向】 
拠 点：各種都市機能の集積や整備充実を図ることによって，人・モノ・情報等の交流が一層活性化する地区の形

成を目指します。 

 
都市拠点 

広域商業・業務，行政サービスや生活文化機能の拠点となる笠岡市の中心

拠点 

 産業・生産拠点 市の活力を支える地域産業機能の整備・集積を図る拠点 

 
みどりの活動拠点 

レクリエーション等市内外の人々の交流や自然とのふれあいを促進する

拠点 

 交通拠点 人・モノ・情報の交流の結節となる広域交通の拠点 

 地域拠点 都市拠点を補完し，地域の日常生活機能の中心となる拠点 

都市軸：各拠点を相互に連携し，人・モノ・情報等の往来を支援するとともに新たな機能を誘導する交通軸の強化

を目指します。 

 
国土連携軸 

近畿圏や九州圏などとの交流を促進し，産業・観光・文化等の活力ある都

市づくりを支える軸 

 広域都市軸 市の産業交流活動を支える東西方向の広域都市軸 

 主要都市軸 井笠地域のつながりを強化する南北方向の主要都市軸 

 副都市軸 2つの都市軸を補完する物流や人々の活動の副都市軸 

ゾーン：地域特性に応じた土地利用の推進を目指します。 

 生活ゾーン 良好な都市環境の形成を目指す，住宅市街地や商業業務市街地 

 産業流通ゾーン 既存及び新たに整備される工業・流通市街地 

 みどりの自然ゾーン 貴重な地域資源である自然環境を保全するゾーン 

 水とみどりの 

レクリエーションゾーン 

市内外の人々がゆとりとうるおいを感じレクリエーション・交流活動が

図れるゾーン 

 みどりのくらしゾーン 農村集落と農地が一体となった地区 

 みどりの生産ゾーン 大規模かつ近代的な営農による農地が広がる笠岡湾干拓地 
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(3)福山・笠岡地域公共交通網形成計画 平成 29年 
 

①地域公共交通ビジョン 

誰もが移動しやすく，人の交流が活発になる地域公共交通の実現 
 

②基本方針 

ｱ)様々な交通の連携強化による効率的で利用しやすい地域公共交通網の構築 

対象地域は，都市機能が集積した中心市街地，周辺部，島しょ部など，多様な地域特性を有

する。鉄道，バス，乗合タクシーなどの特性のある様々な交通形態を活用し，各々の地域の実

情に適した多様な移動サービスを運用するとともに，乗り継ぎの改善等により交通手段間の有

機的な連携を強化し，効率的で，利便性の高い地域公共交通網を構築する。 

ｲ)利用者の需要に応じた持続可能な運行（運航）方法への見直し 

地域公共交通ネットワークの維持を図るため，サービス水準と利用状況に著しい乖離がある

場合にサービス内容を見直す流れを整え，推進する。 

ｳ)多様な運行方法による過疎化・高齢化に対応した移動手段の確保 

需要が小さく過疎化が進む地域では，路線バス等の公共交通を導入しても維持が困難といえ

る。また高齢化が進む地域では，より自宅に近い箇所での乗降が可能な移動サービスの意向が

強い。こうした，過疎化・高齢化が進む地域が今後増加することを踏まえて，住民主導により，

日常生活を支える移動手段を確保し，かつ維持するための事業や仕組みを整え，推進する。 

ｴ)多様な関係者と連携した積極的な利用促進施策の推進 

地域公共交通をより多くの方に活用してもらうために，利用意識の醸成（モビリティ・マネ

ジメント），わかりやすい情報提供など，多様な関係者と連携して多様な機会を活用した利用促

進施策を展開する。 
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(4)笠岡都市計画区域マスタープラン 平成 29年 

①人口・産業の将来予測等 

本区域は，人口は減少しており，将来的にも急激な人口の減少が予測されている。 

本区域の商業販売額は，将来的に減少すると予測されている。 

本区域の工業出荷額は将来的に増加すると予測されるが，用途地域内の未利用地の積極的な活用

により，工業系の新たな土地需要は小さいと予測される。 
 

②将来都市構造 

将来都市構造では，笠岡駅周辺及び番町地区が地域都市拠点に位置づけられている。また，茂平

内陸工業団地や茂平臨海工業団地，笠岡港港町地区工業用地，山陽自動車道笠岡ＩＣ周辺の笠岡中

央内陸工業団地などの既存工業団地が産業拠点として位置づけられている。 
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(5)笠岡市人口ビジョン 平成 30年 

①将来の人口予測 

近年の笠岡市における人口減少の要因となっている「合計特殊出生率の低下・出生数の減少」，

「若者の市外への流出」などが今後も改善されなかった場合における笠岡市の人口予測は，2040年

には約 2 万人減の約 34,000 人，2060年には約 3万 2 千人減の約 22,000 人になると予測されます。 

なお，本計画の目標年次である 2035年では，約 37,000人になると予測されています。 

 

 

②目指すべき将来の方向 

ｱ)婚姻率の上昇 

婚姻率を平成 28年以降 1割上昇し 2.88‰を達成するための有効な施策を展開します。 

ｲ)合計特殊出生率の上昇 

合計特殊出生率を，2021年に 1.5，2026年に 1.6，2031年に 1.7，2036年に 1.8，2041年以降

毎年 1.9を維持するための有効な施策を展開します。 

ｳ)社会動態の収束と増加 

社会動態を 2019年に減少傾向が終結し，2020年以降毎年前年比２人ずつ増加し，2044年以降

毎年 50人の転入超過（社会増）となるよう有効な施策を展開します。特に将来人口に大きな影響

を与える 20～39 歳の若者，特にその中でも女性の転出抑制・転入促進となるための有効な施策

を展開します。 
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(6)笠岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略 平成 30年 

①笠岡市における５つの基本目標 

ア 新しいしごと・安定した雇用を創出する 

イ 笠岡への新しいひとの流れをつくる 

ウ 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる 

エ 子どもが健やかに育つ教育環境をつくる 

オ 時代に合った特色ある地域をつくり，地域と地域の連携をすすめる 

 

②施策の体系 

【基本目標】 

ア 新しいしごと・安定した雇用を創出する 

○数値目標 

指標 基準値 目標値（2019） 

市内事業所就業者数 

（経済センサス） 
18,224人(2012) 18,500人 

起業による雇用者数 
56人 

(2010～2014 累計) 

78人 

(2015～2019 累計) 

 

イ 笠岡への新しいひとの流れをつくる 

○数値目標 

指標 基準値 目標値（2019） 

笠岡への移住者数 

（転入後，１年以上居住） 
1,087人(2013) 1,100人 

社会動態増減数 △206人（2014） ０人 

 

ウ 若い世代の結婚・妊娠・出産・子育ての希望をかなえる 

○数値目標 

指標 基準値 目標値（2019） 

市内合計特殊出生率 1.34(2013) 1.54 

婚姻率 2.62‰(2014) 2.88‰ 

注：婚姻率「（年間の 20～39歳の女性婚姻数）／（年末総人口）」（千分率；‰） 

 

エ 子どもが健やかに育つ教育環境をつくる 

○数値目標 

指標 基準値 目標値（2019） 

学校に行くのが楽しい 

児童・生徒の割合 
（全国学力・学習状況調査報告書） 

小学校 84.6％(2014) 

中学校 82.9％(2014) 

小学校 87.0% 

中学校 85.4% 

 

オ 時代に合った特色ある地域をつくり，地域と地域の連携をすすめる 

○数値目標 

指標 基準値 目標値（2019） 

人口集中地区の人口比率 

（国勢調査基準に準じる） 
33.56%（2014） 35.0% 
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(7)第８次笠岡市行政改革大綱（2018年度～2021年度） 

①実施期間 

2018年度から 2021年度までの４年間 

②主要な数値目標（指標） 

ｱ)財政指標【2021年度末】 

①実質公債費比率 6.5％未満 

②将来負担比率 80.0％未満 

③経常収支比率 96.0％未満 

④財政調整基金残高 10億円以上 

ｲ)定員管理の目標値 

○2018年度以降は，新たな定員適正化計画に基づき定員の見直しを行う。 

2018年度普通会計の職員数 ３６０人 

ｳ)行政改革の効果額【各年度末】 

①単年度財政効果額 ５億円 

③取組の内容と主な実施項目 
取組の内容 主な実施項目 

１ 行政サービスの質の向上  

 (１)施策・事業の効果的な推進 ①行政評価の活用 

②市民意識調査の実施 

(２)職員の育成と確保 ①人材育成基本方針の推進 

②人事評価システムの有効活用 

③多様な人材の確保 

④業務内容に応じた定員管理の適正化 

(３)行政組織の見直し ①組織機構の見直し 

②教育施設の規模の適正化 

③幼稚園と保育所の連携・一体化 

(４)業務の見直し ①行政情報化・情報セキュリティ対策の推進 

②指定管理者制度の効果的な運用 

③民間活力活用の推進 

④広域連携の検討・推進 

(５)行政情報の提供と市民参加の推進 ①広報紙とホームページ等による情報発信の充実 

②財政情報の公開 

③審議会等への女性・若者層の登用，公募等による市民参加の推進 

２ 歳入の確保  

 (１)自主財源の確保 ①課税客体の的確な把握 

②市税等の収納率向上及び滞納繰越金の縮減 

③企業誘致等による新たな税源のかん養 

④広告料等新たな財源確保 

⑤使用料及び手数料の見直し 

⑥ふるさと納税・クラウドファンディング等の推進 

(２)依存財源の確保 ①特定財源の確保 

３ 歳出の適正化，将来負担の軽減  

 (１)経費の削減 ①内部管理経費の節減合理化 

②補助金の見直し 

(２)将来の財政負担への備え ①市全体の債務の抑制 

②適正な基金残高の維持 

(３)給与の適正化 ①給与の適正化 

(４)公営事業の適正化 ①上下水道事業の経営適正化 

②市民病院の経営健全化 

４ 市有財産等の適正な管理  

 (１)市有財産等の管理と有効活用 ①適切な財産管理と有効活用 

②未利用施設・地の処分と有効活用 

③施設の耐震化・長寿命化 

④公用車の効率的な運用 
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(8)笠岡市住宅マスタープラン（笠岡市住生活基本計画） 平成 26年 

①計画期間 

平成 26年度から，10年後の平成 35年度を計画期間と設定します。 

 

②住宅政策における理念 

①「ふるさと」としての愛着を抱ける 

②暮らしの便利さ快適さを実感できる 

③他ではできない暮らしを実現できる 

④防災や健康，環境に配慮されている 

⑤それらの継続性が，将来も見込める 

 

【キャッチフレーズ】 

住もうや，笠岡！  
きっと創れる ～自分らしい住まい～  

ずっと暮らせる ～安らぎの生活環境～ 

 

③住生活の基本目標 

①住めば住むほど好きになるまちづくり ～ 市への愛着度，住環境の安定性の向上 ～ 

【施策の展開】 

・ 次世代に受け継ぐ良質な住宅ストックの形成 

・ うるおいと安らぎの住宅地景観の保全 

・ 多世代が支えあいながら暮らせる住環境の整備 

②豊かな生活を実現できるまちづくり ～ 居住地の快適性，利便性の向上 ～ 

【施策の展開】 

・ 地域ごとの特性を活かした快適な住環境の形成 

・ 日々の暮らしを支える基盤の確保，維持 

・ 市営住宅の再編と連動したこれからの地域づくり 

③あこがれの暮らしを実現できるまちづくり ～ 住環境の独自性，希少性の向上 ～ 

【施策の展開】 

・ それぞれのライフスタイルに適合する住宅の供給とマッチング 

・ 個性的なライフスタイルの提案，地域文化の発信 

・ 空き家・空き地の活用 

④安全と環境を守り続けるまちづくり ～ 防災の安全性，環境対策の強化 ～ 

【施策の展開】 

・ 住まいの安全の確保 

・ 地域の防災・防犯対策の推進 

・ 環境共生型居住の実現 

⑤明るい未来を描きだせるまちづくり ～ 市民生活の安心・活力の喚起 ～ 

【施策の展開】 

・ 住宅確保要配慮者の安定的な居住の確保 

・ 市内での安定した居住継続への支援 

・ 住民による主体的な住環境づくりの推進 
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４．立地適正化計画におけるまちづくりの現況・問題・課題 

項目 現況  問題点 

    (1)人口 ・全市的に人口の減少と少子高齢化が進行 

・用途地域内では笠岡駅周辺人口が特に減

少 

・国道２号及び主要幹線沿道では人口が増加 

▶ 

 

▶ 

 

▶ 

●人口減少・少子高齢化に伴う課題の顕在化 

・全市的な人口減少，少子高齢化に伴う，住民の

生活を支えるサービスの提供や地域活力の維

持が困難になる懸念 

(2)公共交通 ・ＪＲ山陽本線（4本程度／時間）が運行 

・笠岡駅が公共交通の拠点で，一日当たり約

3,600人が乗車 

・路線バスは笠岡駅を中心に 10路線が運行 

・路線バスの停留所からの徒歩圏は，非住居

系以外の用途地域内をほとんどカバー 

・デマンド型乗合タクシー(予約制)が 2 路線運

行 

・旅客船が笠岡港（住吉）から，フェリーが笠岡

港（伏越）から運航 

●公共交通の利用者減とサービス低下の懸念 

・現在の路線バスは，国，岡山県，笠岡市からの

補助金によって路線を維持しており，厳しい環

境 

・笠岡諸島における人口減少と高齢化の加速度

的な進行に伴う，海上交通利用者数の減少 

(3)土地利用・都

市機能・観光 

 

・国道２号沿道から海岸部にかけての建物密

集地や，南部の工業地，幹線道路沿道や住

宅団地等に用途地域を指定 

・用途地域外の都市計画区域には特定用途

制限地域を指定 

・都市拠点（笠岡駅周辺・番町地区）は，商業

業務施設と公共公益施設，住宅が混在 

・スーパーやコンビニは幹線道路沿道に分布 

・大型店は国道２号沿道に多く立地 

・平成 29年の観光客は，年間 126万人 

・令和元年に笠岡諸島が日本遺産に認定 

・南側の干拓地は，農業用地として利用 

●集積の低い市街地 

・都市拠点である市街地中心部は，都市機能施

設と住宅が混在した都市機能の集積が低い土

地利用 

・用途地域内に一団で開発できる土地が少ない 

●生活サービス施設等のサービス低下の懸念 

・商業・業務機能の笠岡駅周辺，番町，国道２号

沿道への分散による中心市街地の空洞化 

・隣接・近接する福山市や倉敷市における消費

者の吸引 

・人口減少に伴う日常生活サービス施設のサー

ビスの低下や施設存続の危機 

・観光客の受入施設等の環境整備 

・ＪＲ笠岡駅と笠岡諸島交流センターの動線整備 

(4)建築物・地価 ・開発許可は，用途地域内では年間１件程

度，用途地域外では年間数件程度 

・空き家は，市全域に分布し，笠岡地区や富

岡地区，番町地区で集積 

・地価は平成 22年以降下落，ただし下落幅は

減少傾向 

●空き家・空き地の増加と市街地の空洞化 

・市街地中心部では空き家・空き地の増加等が

顕在化 

・近年，適切な管理が行われずに放置された空

き家や空き地が増加しており，市街地の空洞化

や地域住民の生活環境への影響が懸念 

(5)災害のおそれ

がある区域等 

・土砂災害防止法による土砂災害警戒区域

は，山林の斜面部に指定され，一部は土砂

災害防止法による土砂災害特別警戒区域に

指定 

・北東部の小田川沿いが水防法による浸水想

定区域で，甲弩地区の農地では２ｍを超え

る浸水を想定 

・津波防災地域づくり法による津波による浸水

想定は，中心市街地の海岸部の一部で最大

４ｍ程度の浸水深を想定，ただし津波高さを

超える防潮堤が整備済み 

●これまでにない災害リスクの顕在化 

・大規模地震の発生や台風，局地的な集中豪雨

等による想定を超える被害が懸念 

(6)財政等 ・平成 30年度の普通会計歳入は，265億円程

度，歳出は 257億円程度 

・市税などの一般財源は縮小傾向 

・防災関連事業や長寿命化事業の実施等に

より，市債残高は増加傾向 

・老朽化や劣化が進んだ公共施設が多い 

●厳しい財政下での施設更新・サービス維持 

・社会保障や公共施設の更新・長寿命化に要す

る経費は今後も増加すると予測 

・これまでと同様の行政サービス提供は将来困

難となる可能性がある 

・改修・整備が必要な公共施設の費用の確保 
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検討すべき課題 

 ■中心市街地の活性化 

◇中心市街地の再構築，拠点性の向上 

・中心市街地の活性化に向けて，既存施設や遊休地，空き店舗，空き家等を活用した効率的・ 

 効果的な土地利用を推進するほか，多くの人が集う様々な取組を行うことにより，賑わいを

創出する必要があります。 

・市街地の南北をつないで笠岡駅の利便性向上を図るほか，積極的なバリアフリー化を図るな

ど，すべての市民が安全で快適な生活を送れる施設整備を進めることが必要です。 

・活性化を図るため，適正な土地利用規制や誘導を行う必要があります。 

◇交流人口の増加 

・中心市街地の再構築や近隣都市と連携した観光促進などによる来訪者の増加を促進すること 

 で，地域の活性化を図る必要があります。 

・観光の玄関口である笠岡諸島交流センターとＪＲ笠岡駅との動線整備や利便施設の充実が求

められます。 

 

■公共交通網の維持 

・公共交通の果たす役割を踏まえ，需要等に対応した路線，運行ダイヤなどの見直し，新たな 

 運行方法などを検討していく必要があります。 

・交流人口の拡大による海上交通の利用者の確保や，航路の整理，鉄道やバスとの連携強化な

どにより，航路を堅持する必要があります。 

 

■持続的で，安心・安全な居住環境づくり 

◇持続可能な居住環境づくり 

・人口減少や少子高齢化が進んでも，持続的な地域運営ができる体制づくりが必要です。 

・空き家・空き地の有効活用や利便性の高い公共交通沿線への居住の誘導を進め，人口密度の

維持や日常生活サービス機能を存続・確保する必要があります。 

・良好な住環境創出のために効率的で均衡ある施設整備，適正な土地利用誘導が求められます。 

◇安心・安全な居住環境づくり 

・建物の耐震化や避難場所の周知など，すべての人が安全・安心に暮らせる都市環境の構築が 

 必要です。 

・特に，土砂災害・水害など命に関わる危険性が高い地区等は，防災・減災対策を進める必要

があります。 

 

■限られた財源の効果的な活用 

・限られた財源の中で最大の効果が得られるよう，施策の重点化を図るとともに，既存のスト 

 ックの有効活用が必要です。 

・戦略的かつ継続可能な施設管理体制の構築とともに，公共施設の複合的な利用など柔軟性を

持った施設の活用を検討する必要があります。 
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第２章 都市づくりの基本方針 

 

１．都市づくりの基本的な考え方・計画の基本理念 

(1)都市づくりの基本方針 

本市は岡山県西南部の拠点都市として発展し，ＪＲ笠岡駅周辺を中心として平地部に市街地が形

成されるとともに，周辺の集落地では豊かな自然に囲まれた環境が維持され，身近に自然とふれあ

える生活空間が形成されています。 

一方，道路・下水道等の都市施設は，市街地では整備が進められているものの，郊外集落地の一

部では整備が遅れ，都市環境上の問題を抱えています。 

また，多くの都市と同様に，本市においても人口減少が急速に進んでいます。今後も，人口減少

は続くことが予想され，これまで維持されてきた都市機能や活力が衰退していくことが懸念されま

す。 

このため，都市活力を維持するためのコンパクトな市街地の形成と，これまで培われた地域資源

等を活用し地域の活性化を図るため，多極ネットワーク型の市街地への再構築を目指します。 

本計画においては，上記のまちづくりの基本的考え方を踏まえるとともに，平成 27 年に改訂さ

れた笠岡市都市計画マスタープランが描く都市の将来像「すむ・はたらく・たのしむまち 生活元

気都市かさおか」を目指すとともに，多様な交流により，人が「つどう」ことによる賑わいの創出

を目指します。 

 

 

(2)都市づくりの基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「すむ」・「はたらく」・「たのしむ」，そして「つどう」まち 

生活元気都市かさおか 
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２．都市づくりの基本目標 

都市計画マスタープランとの整合を図りつつ，都市づくりの基本目標を以下のように定めます。 
 

＜基本目標＞ 

1.賑わいと活力のあるまちづくり 

①中心市街地を拠点に，さまざまな地域と連携するまち 

・広域的交流や地域間連携を視野に中心地としてふさわしい都市機能を確保します。 

・また，井笠圏域，備後圏域及び高梁川流域の各都市と連携するとともに，100 万人圏域の中

心に位置するポテンシャルを活かした地域活性化や生活環境整備に取り組みます。 

※100万人圏域：笠岡市は，倉敷市，広島県福山市，井笠圏域を含めた人口 100万人都市圏 

②来訪者等が集い，快適で多様な交流を楽しめるまち 

・来訪者や通勤・通学者等が集い，快適で多様な交流を楽しめる空間づくりを行います。 
 

2.交通ネットワークが充実した利便性の高いまちづくり 

①交通結節点の整備により公共交通機関で移動しやすいまち 

・市の玄関口である笠岡駅と本市の特徴である島しょ部への玄関口である港湾施設（旅客船タ

ーミナル）周辺の整備による連携強化を図ります。 

・路線バスの維持，笠岡駅，笠岡港の整備・充実等により公共交通サービスの確保を図ります。 

②拠点間がスムーズに連携するまち 

・２つの都市拠点・各地域の拠点を結ぶ公共交通網の機能強化や，拠点間を安心・快適に歩け

る歩行者軸の確保など，拠点をつなぐ交通ネットワークの強化に取り組みます。 
 

3.安心して暮らせる快適で魅力のあるまちづくり 

①居住者のだれもが歩いて暮らせるまち 

・生活に必要な諸機能や就業場所がコンパクトに集合し，それぞれをバリアフリーでつなげる

ことにより，少子・高齢社会に対応した空間づくりを行います。 

・特に，中心市街地では，歩いて暮らせるまちづくりや高質な住宅地形成など安全・安心・快

適な住環境の形成を目指します。 

②“この地域に住み続けたい”と思えるまち 

・地域の持続的な維持を目指して居住地としての環境整備を行い，地域の人口密度の維持・低

下の抑制を行います。 

・安全性に配慮した生活道路の整備や住宅地の安全性の確保等により安全，安心な地域づくり

を行います。 

・適切な土地利用の誘導や都市基盤の整備，生活拠点にふさわしい多様な生活を支える住環境

の整備等に努めます。 
 

4.既存ストックを活用した効率的で持続可能なまちづくり 

・厳しい財政状況を踏まえて，既存ストックを活用しつつ，都市施設等の効率的な整備を進め

るとともに，官民連携による公共施設の建設，維持管理，運営，長寿命化等に取り組みを推

進します。  
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３．将来都市構造 

都市づくりの実現に向けた都市の構造は多極ネットワーク型とし，人口減少に対応した持続可能

な都市づくりに向けて，中心市街地の密度を高め，中心市街地と地域の拠点が相互に連携する「多

極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を目指します。 

 

【将来都市構造のイメージ】 

拠 点 

 都市拠点 ・広域商業・業務，行政サービスや生活文化機能の拠点となる笠岡市の中心拠点 

都市軸 

 国土連携軸 ・近畿・九州圏などとの交流を促進し，産業・観光・文化等の活力ある都市づくりを支える軸 

 広域都市軸 ・市の産業交流活動を支える東西方向の広域都市軸 

 主要都市軸 ・井笠地域のつながりを強化する南北方向の主要都市軸 

 副都市軸 ・２つの都市軸を補完する物流や人々の活動の副都市軸 
 

 

市街地の拡大とスプロール化を

抑制し，まとまりのある市街地と

地域生活拠点の形成を図り，それ

らをネットワークで結びます 

まとまりのある市街地 
（市街地の密度の向上等） 
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第３章 誘導区域の設定 

(1)都市機能誘導区域の検討 

①基本的な考え方 

・都市計画運用指針の考え方を踏まえ，基本理念に示した「すむ」「はたらく」「たのしむ」，そして

「つどう」を創出する都市機能を誘導する区域を定めます。 

・都市機能誘導区域は，高度利用を促進する商業地域を指定している区域を基準に，上位・関連計

画における位置づけ等も踏まえ，将来にわたり都市機能の集積を図るべき地域を選定します。 

②本市における都市機能誘導区域の設定 

・本市では，笠岡駅周辺と番町地区に商業地域を指定しており，それらの区域は上位・関連計画に

おいて，以下のように位置づけられています。 

【第 7次総合計画】 

・ＪＲ笠岡駅周辺を都市拠点として，商業施設や居住の活性化を官民連携で推進し，埋立や公

共施設の建設も視野に入れながら集客力の向上による交流人口の増加や中心市街地として

の拠点性向上により都市機能強化を図り，定住人口の増加へとつなげるとしています。 

【都市計画マスタープラン】 

・求心力が高く，賑わいと活気のある本市の中心としてＪＲ笠岡駅周辺と番町地区の２地区を

都市拠点と位置づけ，２つの拠点間の連携を図りつつ，地域内交通の利便性を高め，安全で

秩序ある中心拠点の形成を目指すとしています。 

【都市計画区域マスタープラン】 

・笠岡駅周辺及び番町地区は，近隣都市との機能分担を図りながら，県西南部の中心としての

都市機能の維持・充実を図るとしています。 

・以上の点を踏まえ，笠岡駅周辺及び番町地区周辺に都市機能誘導区域を設定します。 

③２地区の役割分担の考え方 

笠岡駅周辺と番町地区は近接していることから，それぞれの特性を活かした拠点形成を図るとと

もに，２地区の連携，一体化を促進することで，より効果的な都市拠点の形成を目指します。 

ⅰ）笠岡駅周辺地区〈市全体の中心拠点としての役割〉 

・ＪＲ笠岡駅周辺を市の中核的な都市拠点として位置づけ，都市基盤の充実と魅力ある都市景

観の形成等により，笠岡市の顔としての商業の活性化，各種サービス施設の集積，居住者の

定住，集客・交流機能の充実を促します。 

・ＪＲ笠岡駅を交通結節点として機能強化を図り，市外及び市内各地域からのアクセス性の向

上を図り，誰もが歩ける範囲で各種サービスが提供される機能的な空間形成を図ります。 

ⅱ）番町地区〈新しい文化・交流拠点としての役割〉 

・番町地区はシビック・文化拠点として位置づけ，各種の公共公益施設の集積を活かすととも

に，良好な住宅地と生活環境の維持・保全を図り，本市の新しい生活文化の創出をリードす

る拠点の形成を目指します。 
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④区域の概略設定検討 

ⅰ）笠岡駅周辺地区（中心拠点） 

手順１)基準となる区域の設定 

・本地区の商業地域は，ＪＲ笠岡駅を中心とした国道２号と都市計画道路金崎浜田線の間とそ

れらに接続する都市計画道路笠岡小平井線，駅前川辺屋線，市役所五番町線沿道等に指定し

ており，この区域を基準に都市機能誘導区域を設定します。 

 

手順２)除外する区域の検討 

・戸建て住宅地に特化し，今後も商業・業務系の施設の立地や高層マンション等の立地が想定

されない西側の住宅地を除外します。 

・土砂災害防止法による土砂災害警戒区域は除外します。 
※本市の津波防災地域づくり法による津波浸水想定区域は，番町地区や干拓地等に広く想定されていますが，防潮堤が整

備されており，避難訓練の実施などを含む防災意識の高揚に努めているため，除外する区域の対象から外しました。 

・地形地物を区域境界の基本とするため，外縁部の一部を除外します。 

 

  

凡　　　　例

　

人口集中地区

[手順1]基準となる区域を設定

　　

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

凡　　　　例

基準となる区域

　　

除外する区域

DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD
DDDDDD

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

低密度な住宅地

外縁部の境界調整
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手順３)基準となる商業地域と一体的に都市機能の誘導を図る区域の検討 

・ＪＲ笠岡駅南側の近隣商業地域及び準工業地域のうち，港との一体性の確保や大規模商業施

設の立地状況等を踏まえ，基準となる区域と一体的となる区域を都市機能誘導区域とします。 

・小田県庁跡は，岡山県西南部及び広島県南東部の中心となっていた歴史的経緯を踏まえ，今

後の活用等にも配慮して，都市機能誘導区域とします。 

・商業地域に囲まれている市役所西側の近隣商業地域は，商業地域と一体となった土地利用の

形成が考えられるため，都市機能誘導区域とします。 

・市役所東側の駐車場等は，一部が公有地で周辺との一体的な利用も想定されため，都市機能

誘導区域とします。 

 

設定した都市機能誘導区域 

 

  

凡　　　　例

都市機能誘導区域

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

用途地域外周

　

人口集中地区
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ⅱ）番町地区（中心拠点） 

手順１)基準となる区域の設定 

・本地区の商業地域は，警察署や文化施設などが集積する約８haの区域を指定しており，この

区域を基準に都市機能誘導区域を設定します。 

 

手順２)除外する区域の検討 

・土砂災害防止法による土砂災害警戒区域は除外します。 
※番町地区に広く想定されている津波防災地域づくり法による津波浸水想定区域は，防潮堤が整備されており，避難訓練

の実施などを含む防災意識の高揚に努めているため，除外する区域の対象から外しました。 

  

凡　　　　例

基準となる区域

　　

除外する区域

土砂災害警戒区域

低密度な住宅地

外縁部の境界調整

凡　　　　例

　

人口集中地区

[手順1]基準となる区域を設定

　　

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域



57 

 

手順３)基準となる商業地域と一体的に都市機能の誘導を図る区域の検討 

・商業地域西側のエリアには，官公庁施設や公共公益施設が立地しており，土地利用の一体性

や地形の状況等を踏まえ，都市機能誘導区域とします。 

・国道２号沿道は多様な商業施設が立地しており，商業地域と一体的な土地利用の形成が可能

なため，都市機能誘導区域の候補地となりますが，土砂災害防止法による土砂災害警戒区域

が指定されているため，現段階では都市機能誘導区域外としました。 

・南側の運動公園等も長期的には都市機能を誘導することも考えられますが，現段階では都市

機能を誘導する構想がなく，既存施設との一体的な土地利用も考えづらいことから，都市機

能誘導区域外としました。 

 

設定した都市機能誘導区域 
 

 

 

  

凡　　　　例

都市機能誘導区域

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

用途地域外周

　

人口集中地区
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(2)居住誘導区域の検討 

①基本的な考え方 

・都市計画運用指針の考え方を踏まえ，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

居住誘導区域を定めます。 
 

②区域設定の基準の検討 

・本市では，居住誘導区域の位置づけを踏まえながら，以下の手順に基づき，居住誘導区域を設

定します。 

 

手順１）基準となる区域を設定 

本市は，地形的な制約等から，主に都市機能誘導区域（都市拠点）を中心として市街

地が形成され，人口も集中しています。 

こうした状況から，都市機能誘導区域（都市拠点）を中心として，人口密度の高い人

口集中地区（DID）※を基本に居住誘導区域を設定します。 
 

 

※人口集中地区（ＤＩＤ）：国勢調査の調査区等を基礎単位として，1)原則として人口密度が 4,000

人/ｋm2以上の区域が互いに隣接し，2)それらの隣接した地域の人口が国勢調査時に 5,000人以上

を有する地域 

 

  基準となる区域を設定 
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手順２）災害の危険性の高い区域を除外 

災害に対する情報提供や安全な地域への居住誘導のため，以下の区域を除外します。

ただし，対策の実施や防災訓練の実施等により，居住が適当と認められる区域は除外対

象外とします。 

・土砂災害防止法による土砂災害特別警戒区域（急傾斜地，土石流，地すべり） 

・土砂災害防止法による土砂災害警戒区域（急傾斜地，土石流，地すべり） 

・津波防災地域づくり法による津波浸水想定区域 
※本市の津波浸水想定区域は，番町地区や干拓地等に広く想定されていますが，防潮堤が整備されており，避

難訓練の実施などを含む防災意識の高揚に努めているため，居住誘導区域に含めない範囲の対象から除外

しました。 

 

手順３）区域内の外周部の低密度な土地利用区域を除外 

基準となる区域の外周部分に位置する公園や公共施設（学校や庁舎等），供給処理施設

等の低密度な土地利用の区域で今後も住宅への転用が想定されない区域を除外します。 

 

手順４）工業の振興を図る区域を除外 

長期的に居住が見込まれない工業系の土地利用の区域を除外します。 

・工業の利便の増進を図る用途地域である「工業専用地域」 

・主に工業の利便の増進を図る用途地域である「工業地域」 

・主に環境悪化の恐れのない工業の利便の増進を図る用途地域である「準工業地域」

のうち，住居系の土地利用集積が低い地区 

・一団の工場地を形成している区域 

 

 

  

除外する区域の検討 

手順２から手順４ 
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手順５）居住誘導区域の検討 

手順１～４で抽出された区域について，下記のとおり詳細な検討を行い，居住誘導区

域を設定しました。 

 

  

①美の浜と北側の市街地を 

結ぶ区域を追加（ＤＩＤ外） 

③北側の市街地と一体と 

なっていない区域を削除 

②西側の一体的な開発による整然とした

市街地に比べ，道路幅員が狭いなど都市

基盤の弱い道路東側の市街地を削除 

居住誘導区域 

凡　　例

都市機能誘導区域

居住誘導区域

　

用途地域
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(3)公共交通軸の検討 

・福山・笠岡地域公共交通網形成計画で示された地域公共交通ネットワークを本計画における公共

交通軸とします。 

 

表 地域公共交通ネットワークの機能・役割 

区 分 機能・役割 

広域的な 

都市間の移動手段 

・都市間連絡の骨格を形成し，対象地域と広域的な都市との移動を支える新幹線，高速

バス 

対
象
地
域
内
・
内
外
の
移
動
手
段 

鉄道 

・都市間連絡の骨格を形成し，対象地域内，また対象地域と周辺都市との移動を支える

ＪＲ山陽本線が該当する 

・定時性や速達性に優れ，多くの人流を支える都市軸を担う 

・笠岡駅の駅前広場は，鉄道と路線バス，路線バス同士等，モード間連携の乗り継ぎ拠

点としての機能を有す 

バ
ス
等 

幹線 
・主に都市間連絡や，中心市街地と各地域の拠点とを結ぶ路線バス 

・高いサービスを提供することで，多くの人流を支える都市軸を担う 

準幹線 

・主に中心市街地と近隣住宅地域とを結ぶ路線バス 

・鉄道，幹線バスを補完して地域間移動を支えるとともに，市街地等の面的な移動をも

担う 

支 線 

・主に各地域拠点や鉄道駅，幹線バス等と，周辺や郊外に位置する居住地・集落とを結

ぶ公共交通 

・路線バス，デマンド型乗合タクシー，自家用有償旅客運送など，地域特性に応じて柔

軟なモードで運行 

制 度 ・公共交通を補完して市民の生活移動を支援する制度 

タクシー 
・自宅玄関から目的地までの送迎等，個人のニーズに対応可能な自由度が高いサービス

を提供する移動手段 

航路 
・島しょ部で暮らす住民の日常生活を支え，また外部から島しょ部への観光等での来訪

を支える移動手段 

【地域公共交通ネットワーク形成のイメージ】 
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(4)土地利用規制との整合性の検証 

・本市の都市機能誘導区域は，高度利用を促進する商業系用途地域を基本に設定しています。なお，

一部，準工業地域となっている地域については，建物の高層化等高度利用等を促進するため，商

業系用途地域への見直しや地区計画指定の検討を行うとともに，容積率等の見直しを検討します。 

・居住誘導区域は，住居系及び商業系用途地域を基本に設定しています。一部，準工業地域に居住

誘導区域を設定していますが，土地利用の現状をみると周辺の住宅地と一体となった地域であり，

居住誘導区域に設定しても問題のない地区となっています。 

 

 

 

 

 

都市機能誘導区域，居住誘導区域と用途地域指定の状況図 
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第４章 誘導施設の検討 

(1)誘導施策の検討及び抽出 

①誘導施設とは 

・誘導施設は，医療施設，福祉施設，商業施設など，都市の居住者の共同の福祉又は利便のために

必要な施設であって，都市機能の増進に著しく寄与するものです。また，都市機能誘導区域の特

性に応じてそれぞれの区域ごとに定めるものです。 

・また，誘導施設のうち，次の施設は都市機能立地支援事業及び都市再構築戦略事業の交付対象（一

部条件あり）となります。 

対象施設 施設名 法的位置づけ 

医療施設 

特定機能病院 医療法第4条の2 

地域医療支援病院 医療法第4条 

病院（特定機能病院及び地域医療支援病院を除く） 
医療法第1条の5 

診療所 

調剤薬局 医療法第 1条の 2 

社会福祉施設 

｢社会福祉法｣｢老人福祉法｣｢身体障害者福祉法｣｢知的障害者福祉法｣｢生活保護法｣｢高齢者の

医療の確保に関する法律｣｢地域における医療及び介護の促進に関する法律｣｢介護保険法｣｢児

童福祉法｣｢母子及び父子並びに寡婦福祉法｣｢母子保健法｣｢障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律｣に定める施設又は事業の用に供する施設のうち，通所等を主

目的とする施設 

教育文化施設 

認定こども園 

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2条6項 

幼稚園 

学校教育法第1条 小学校 

中学校 

教育文化施設 

義務教育学校 

学校教育法第 1条 

高等学校 

中等教育学校 

特別支援学校 

大学 

高等専門学校 

専修学校 学校教育法第 124条 

各種学校 学校教育法第 134条 

図書館 図書館法第 2条 

博物館・博物館相当施設 博物館法第 2条第 1項，第 29条 

子育て支援施設 

乳幼児一時預かり施設（厚生労働省による一時預かり事

業実施要綱に定める基準に則って施設を整備・運営す

るものに限る）及びこども送迎センター（厚生労働省によ

る広域的保育所等利用事業実施要綱に定める基準に

則って施設を整備・運営するものに限る） 
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②誘導施設の検討の基本となる都市機能施設候補の抽出 

・都市計画運用指針の考え方等を踏まえ，各施設をどのような地域に配置することが望ましいかを

分類し，都市機能誘導区域に誘導することが望ましい施設（利便性が高く，人が多く集まり，市

の中心部に配置することが望ましい施設）の候補を抽出しました。 

 

【各施設の配置のあり方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○市域全域に分散して配置する

ことが望ましい施設 

○地域の中心等に配置すること

が望ましい施設 

○特定の地区に配置することが

望ましい施設 

○利便性が高く，人が多く集ま

り，市の中心部に配置すること

が望ましい施設 

   

医療施設 

病院 

診療所 

社会福祉施設 老人デイサービスセンター等通所型施設 

高齢化の中で 

必要性の高まる施設 

小規模多機能型居宅介護事業所 

地域包括支援センター 

幼稚園，保育所，認定こども園，児童館 

子育て支援施設 

子育て支援センター 

小・中学校 

教育施設 

高等学校等 

文化・集会施設 

図書館 

集会所 公民館 中央公民館 

文化ホール，美術館，博物館等 

商業施設 

国・県等の出先機関 

出張所等 市庁舎 

コンビニエンスストア 

スーパーマーケット 

大規模小売店舗 

銀行・郵便局 

行政施設 

誘導施設として位置

づけるかを検討する

施設 
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③本市における都市機能誘導区域内に誘導する施設の抽出 

・下記誘導施設候補から，本市の特性等を踏まえて本市の都市機能誘導区域内に誘導する施設を設

定しました。 

 

【誘導施設に位置づけた施設】 
施設名 配置方針 

大規模小売店舗 

（1,000㎡以上） 

・大規模小売店舗は，中心市街地の活性化やコンパクトなまちづくりに大きな影響を与

えるため，売り場面積が 1,000㎡以上の店舗を誘導施設に位置づけます。 

港湾施設 

（旅客船ターミナル） 

・海上交通の要であり，笠岡諸島有人７島を結ぶ航路の離発着施設である旅客船ターミ

ナルは，本市を特徴づける施設として誘導施設に位置づけます。 

老人福祉センター， 

保健センター， 

地域包括支援センター 

・現在，都市機能誘導区域の番町地区（十一番町）に立地しています。 

・年齢を問わず，多くの人が福祉・保健・社会活動などさまざまな用途に使用される施

設であることから誘導施設に位置づけ，今後の施設更新に伴う地区外への流出抑制に

努めます。 

中央公民館 

・現在，都市機能誘導区域のＪＲ笠岡駅周辺地区に立地しています。 

・中央公民館は，市全域を対象とし，市民生活に即する教育，学術及び文化に関する

各種の事業を行っており，中心部の利便性の高い地域に誘導することが望ましい施

設です。 

・このため，誘導施設に位置づけ，今後も生涯学習の核となる施設として，市内各地か

らの集客を促進します。 

図書館 

・現在，都市機能誘導区域の番町地区（六番町）に立地しています。 

・市内各地からの利用が見込まれる施設であり，中心部の利便性の高い地域に誘導する

ことが望ましい施設です。 

・このため，隣接する文化施設とあわせて誘導施設に位置づけ，文化ゾーンの機能維持・

強化に努めます。 

市民会館，竹喬美術館 

・市民会館と竹喬美術館は，図書館と一団で文化ゾーンを形成しており，一体となって

文化ゾーンを形成していくことが望ましい施設です。 

・このため，図書館と一体となって誘導施設に位置づけ，今後の施設更新に伴う地区外

への流出抑制に努めます。 

市庁舎 

・現在，都市機能誘導区域に立地しています。 

・市庁舎は多くの市民が集まる施設であることから，利便性の高い本区域内での改修や

建て替え，移転等を誘導するため，誘導施設に位置づけます。 

 

【参考：検討したものの誘導施設に位置づけなかった施設】 
施設名 配置方針 

病院 

（病床数 20床以上の 

入院施設を持つもの） 

・本市には病院が４施設あり，都市機能誘導区域内には立地していません。 

・都市機能誘導区域に誘導するためには，新設や移転が必要となりますが，民間の用

地のみでは用地確保が困難な状況にあります。このため，施設跡地等の公有地を活

用することが必要です。 

・区域内の用地は限られるため，積極的な病院誘致は困難な状況ですが，誘導施設に指

定することにより，立地の際の届け出が義務化され，調整の場を設けること等が可能

となるため，関係部局と協議して将来的に位置づけることも検討します。 

診療所 
・診療所は，福祉施設等と同様に市域全域にバランスよく配置されることで，市民の利

便性が高まる施設と考えられることから，誘導施設には位置づけないこととします。 

高齢者福祉施設 

（通所） 

・高齢者福祉施設（通所）は，事業者による送迎が基本となり，市域に点在しています。

今後も，市域全域にバランスよく配置することで利便性が高まる施設であると考えら

れることから，誘導施設には位置づけないこととします。 

子育て支援センター 

・本市には地域子育て支援拠点が５箇所あり，都市機能誘導区域には立地していませ

んが，都市機能誘導区域の周辺に３箇所立地しています。 

・地域子育て支援は，地域単位で実施する事業であるため，誘導施設には位置づけない

こととします。 

高等学校 

・市内には高等学校が５施設立地し，都市機能誘導区域には立地していませんが，都

市機能誘導区域の周辺に３施設立地しています。 

・高等学校は，多くが都市機能誘導区域に近接して立地するとともに，郊外への移転の

可能性は低いと考えられます。また，区域内には新設や移転する場所の確保が困難な

こと等から誘導施設には位置づけないこととします。 

国・県等の出先機関 

・国・県等の主要な出先機関は，都市機能誘導区域に立地するほか，施設の機能や目

的により周辺部等にも立地しています。 

・国・県等の出先機関は，広く市民を集客する施設ではなく，また，機能によっては周

辺部にも立地することが適当なため，誘導施設には位置づけないこととします。 
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第５章 誘導施策 

(1)都市機能誘導施策 

・都市機能誘導区域内に必要な施設の立地促進を図るとともに，都市機能誘導区域外への施設の流

出を抑制するため，施設整備等に関する支援や来訪者の利便性を高めるための支援策等に取り組

み，計画の目標（将来都市像）実現を目指します。 

・誘導施策は，都市再生特別措置法の改正に伴い，国の施策の拡充や，新たな施策の創設等が行わ

れています。施策は，①国等が直接行う施策，②国等の支援を受けて市が行う施策及び③市が独

自に講じる施策の３種類に大別されます。 

・都市機能や居住の誘導に当たっては，制限や規制によるものではなく，国若しくは市において事

業者がメリットを最大限享受できるような施策を充実させることや公共交通の利便性を向上さ

せる施策を講じることとします。あわせて，誘導区域全体の質を高め，暮らしやすさを確保する

ことで，緩やかな誘導を図るものとします。 

 

a)誘導施策 

【国等が直接行う施策（税制措置）】 

国等による施策の適用を検討し，対象となる施設の誘導を支援します。 

(ｱ)都市機能誘導区域の外から内への事業用資産の買換特例 

(ｲ)誘導施設の整備の用に供するために土地等を譲渡した場合の買換特例 

(ｳ)都市再生推進法人に土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例 

(ｴ)誘導施設と併せて整備される公共施設，都市利便施設への固定資産税及び都市計画税の特例

措置 

 

【国の支援を受けて実施を検討する施策】 

支援の適用可能性を検討し，対象となる施設の誘導を支援します。 

※下記事業は，令和２年度から新たに創設される都市構造再編集中支援事業に統合予定です。 

(ｱ)都市機能立地支援事業（民間事業者等への直接補助） 

(ｲ)都市再生整備計画事業 

・立地適正化計画を作成するなど各種要件に合致する都市再構築戦略事業（国費率 50%） 

・国の重要政策（立地適正化計画等）に沿った都市再生整備計画事業（国費率 45%） 

・通常事業（国費率 40%） 
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【本市が実施，又は実施を検討する施策（市が独自に講じる施策）】 

都市機能誘導区域に都市機能の集積を誘導するため，以下のような施策を検討します。 

 

(ｱ)ＪＲ笠岡駅及び周辺の整備 

・都市機能の拠点及び歩いて暮らせるまちを形成することを目指したＪＲ笠岡駅及び周辺の整

備を推進する。（ＪＲ笠岡駅周辺整備基本構想を平成 29年度に策定） 

(ｲ)公共交通の確保 

（ＪＲ笠岡駅の整備，利便性の向上，海上交通との連携等） 

・環境にやさしい公共交通の利用を促進するとともに，人口の減少や需要の変化に対応した新

たな交通システムへの見直しを検討する。 

・路線バスについては，サービスの維持と利用者利便性の向上を図るとともに，定時性の確保

に努める。 

・ＪＲ笠岡駅等の交通結節点や乗り継ぎ拠点の整備等により多様な交通手段の利用促進を推し

進めるとともに，鉄道や路線バス，海上交通機関等公共交通機関相互の連携を強化する。 

・急速に技術革新が進む移動サービスに関わる技術や仕組みについて，地域の将来を見据えて

関連する情報を収集，把握するとともに，地域への導入可能性等について研究を行う。 

(ｳ)歩行者動線の整備 

・ＪＲ笠岡駅と港湾施設（旅客船ターミナル）を結ぶ歩行者動線など，主要な拠点を結ぶ道路

は，歩道の整備やバリアフリー化を推進するなど快適な歩行者空間の整備を進める。 

(ｴ)公共公益施設の再配置の検討 

・笠岡市公共施設等総合管理計画等を踏まえ，老朽化等が進行している公共公益施設の再配置

を検討する。 

(ｵ)低未利用地を活用した都市機能施設の立地誘導等 

・空き地・空き家等が散発的に発生する問題に対応するため，低未利用地の利用指針や管理指

針づくりに努めるなど，空き地・空き家等の有効活用と適正管理を促進する。 

・低未利用地となっている公的不動産や公共施設の統廃合等により用途廃止となる公的不動産

について，新たな用途の公共施設の整備や民間事業者等への売却・貸付け等による都市機能

の導入を検討する。 

(ｶ)商業機能の強化と活性化 

・官民連携により，中心市街地における商業機能の強化を図る。 

・商店街や商工会が行う勉強会への運営補助など，商店街の活性化や商業機能の強化に向けた

取組を支援するとともに，活動の周知や参加の拡大に努める。 

・公共空間を利用したイベントや各店舗が連携したイベントの開催等による来訪者の回遊性の

向上に努める。 

・既存の商店街等は，関係部署と協力して，後継者の育成や起業者への店舗貸出の支援，店舗

改修費や家賃補助，各種情報の発信を検討するなど，多様な主体の協働による商店街の活性

化に努める。 

(ｷ)日本遺産の認定を踏まえた，観光施策との連携強化 

・笠岡諸島が日本遺産に認定されたことにより，観光客の増加が予想されるため，来訪者の

玄関口となるＪＲ笠岡駅や港湾施設（旅客船ターミナル）周辺整備を推進する。 

・動線となる道路については，景観整備やバリアフリー化等により，来訪者に優しい空間づ

くりに努める。 
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・来訪者が日本遺産にとどまらず，市内の観光拠点等に立ち寄るようモデルコースの整備や

情報発信に努める。 

(ｸ)用途地域の見直し等 

・建物の高層化等高度利用を促進するため，商業地域以外の用途地域の商業系への見直しや地

区計画の策定を行い，区域内の容積率等の見直しを進める。一方，現在高建ぺい率・容積率

が指定されているにもかかわらず，低密度な土地利用にとどまっている区域については，そ

の要因の解析と高度利用に向けた支援策の検討等を行う。 

(ｹ)官民連携，事業者・住民参加によるまちづくり 

・新たな視点での賑わいづくりを推進するため，事業者・住民参加によるまちづくりや官民が

連携した事業実施などに取り組む。 
 

b)規制的手法の活用検討 

・今後の流出抑制に向けて誘導施設の届出に対する調整や勧告，斡旋の基準について検討を行

います。 

・都市機能誘導区域内での高度利用を促進するため，用途地域の見直しや建ぺい率・容積率の

見直し等について検討します。 

 

c)届出制度の活用 

・立地適正化計画を推進するために，都市機能誘導区域外の区域で，誘導施設を対象に一定の

行為を行おうとする場合には，原則として届出が必要となります。（都市再生特別措置法第

88条，第 108条） 

【都市機能誘導区域外での開発行為又は建築行為の届出の対象】 

・都市機能誘導区域外の区域で，誘導施設の

整備を行おうとする場合には，着手の 30

日前までに市への届出が必要です。届出

の対象となる行為は，以下のとおりです。 

＜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 

＜開発行為以外＞ 

・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 

【届出に対する対応例】 

（都市機能誘導区域内への誘導施設の立地の妨げとはならないと判断した場合） 

・届出をした者に対して，税財政，金融上の支援措置など当該区域内における誘導施設の立地

誘導のための施策に関する情報提供等を行うことが考えられる。 

（届出内容どおりの開発行為等が行われた場合，何らかの支障が生じると判断した場合） 

・開発行為等の規模を縮小するよう調整 

・都市機能誘導区域内の公有地や未利用地において行うよう調整 

・開発行為等自体を中止するよう調整              等  
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(2)居住誘導施策 

a)誘導施策 

・本市では，その他に基盤整備にかかる施策や居住者の生活利便性を高めるための支援策等に取り

組み，計画の目標（将来都市像）実現を目指します。 

・立地適正化計画による居住の誘導は，強制力を伴ったり，規制的手法によって移転を促したりす

るものではなく，長い時間をかけてゆっくりと居住誘導区域内へ居住を誘導するものです。 

 

【実施中の事業（市が独自に講じる施策）】 

以下に示す居住促進に関する現在実施中の主な事業を既存の事業については，居住誘導区域

内への誘導を促進するため，区域内における補助内容の拡充，補助金（率）の嵩上げ等を検討

します。 

 

事業名 事業内容 

(ｱ)住宅新築助成金 
・子育て世代（40歳以下）の定住・移住を促進するため，市外から市内へ

転入して住宅を新築される人を対象に建築費の一部を助成する制度。 

(ｲ)多世代同居等支援助

成金 

・多世代家族の形成と子育ての支援を促進し，家族の絆の再生と定住促進

を図るために，多世代で同居等をされる人について引越費用の一部助

成，建物登記費用の一部助成，礼金・仲介手数料の一部助成を行う制度。 

(ｳ)新婚家賃助成金 
・婚姻率の向上とこれからの笠岡を担う新婚世帯に対して賃貸住宅の家賃

を助成する制度。 

(ｴ)空き家バンク制度 ・空き家の有効利用と定住・移住促進のため，空き家バンク制度を実施。 

(ｵ)お試し住宅制度 
・移住する前に笠岡での暮らしを実際に体験できるよう最長 2 週間利用で

きるお試し住宅制度。 

(ｶ)フラット 35地域活性

化型（住宅ローン支

援） 

・住宅新築助成金申請者のうち，フラット 35 を利用する人を対象に金利

引き下げを行う優遇措置。 

(ｷ)移住相談員の常駐 
・移住検討中の人へ情報提供，車での市内案内，家探し，生活習慣の助言

など様々な形でサポート。 

(ｸ)笠岡市住宅リフォー

ム助成金 

・市内の建築業者等を利用して，住宅のリフォームを行う場合に，その経

費の一部を予算の範囲内で助成。 

(ｹ)笠岡市定住化土地造

成促進奨励金 

・1,000 ㎡以上の住宅開発における公共施設の買い取り等により，事業者

等の負担を軽減する制度 
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【本市が実施，又は実施を検討する施策（市が独自に講じる施策）】 

現状の開発動向や人口動向より判断すると，誘導施策を行わずに市場動向に任せたままでは，

居住を居住誘導区域に誘導することは難しいと判断されるため，以下のような施策を検討しま

す。 

(ｱ)定住促進施策の拡充 

・住宅の新築・購入・賃貸等，住居を対象とする各種助成制度において，居住誘導区域に係る

要件の追加を検討するなど定住促進施策の拡充に努める。 

(ｲ)空き地・空き家活用促進支援 

・増加傾向にある空き家，空き地については，都市機能誘導区域と同様に低未利用地の利用指

針や管理指針づくりに努めるとともに，所有者に対しての適切な管理の要請や積極的な支援

等による有効活用を促進する。 

(ｳ)用途地域の見直し等 

・線引き廃止後の土地利用の動向等を踏まえるとともに，居住誘導区域外への流出を抑制する

観点から用途地域の見直し等を進める。 

・都市機能誘導区域内では，高層住宅等の立地を推進するため，容積率の見直しを行う。 

(ｴ)公共交通の確保 

・環境にやさしい公共交通の利用を促進するとともに，人口の減少や需要の変化に対応した新

たな交通システムへの見直しを検討する。 

・路線バスについては，路線や便数の維持，定時制の確保など，居住地から都市誘導拠点への

利便性の向上を図る。 

・交通弱者に対して，多様な公共交通手段による交通利便性の向上を図る。 

・急速に技術革新が進む移動サービスに関わる技術や仕組みについて，地域の将来を見据えて

関連する情報を収集，把握するとともに，地域への導入可能性等について研究を行う。 

(ｵ)魅力的な住宅地の形成 

・新設した届出制度について，制度の周知を図るとともに，住民・事業者が主体となったきめ

細かな住環境の保全活動や地域づくりを支援する。 

・公営住宅の統廃合・再編にあわせて，居住誘導区域で整備・建て替えを行う施設の高度利用

化や土地利用の活性化を図る。 

・地域のニーズを踏まえた新たな公園の利活用や，都市公園の魅力向上のための機能充実，配

置の再編を図る。 

(ｶ)生活利便施設等の維持・確保 

・生活に欠かせない生活利便施設やコミュニティが持続的に確保されるように，施設の適正配

置に向けた支援や生活利便施設まで容易に移動可能な公共交通網の維持・確保などに努める。 

(ｷ)防災対策の推進 

・居住誘導区域に隣接する土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の防災上の懸念がある区

域は，継続した調査とあわせてハザードマップ等による周知に努め，防災対策の充実を図る。 

・津波防災地域づくり法による津波浸水想定区域については，ハザードマップによる周知に加

え，自主防災組織等住民組織を中心として災害に対する情報共有を図り，定期的に避難訓練

を実施するなど，防災意識の高揚に努める。 

等 
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誘導施策を実施した場合のまちなみの変化イメージ 

【誘導施策を実施した場合】 

【現状のまま推移した場合】 

空き家の増加 

による空洞化 

生活利便施設の撤退 

支援策による 

住宅の立地 

現行制度： 

市域全域を支援 

支援策の拡充による住宅地開

発や中高層住宅の立地 

現行の居住支援策は広く市全体を支援しているため，市全体に住宅等が立地するものの，空き家

等の増加により，市域全体の低密度化が進むことが懸念されます。 

このため，中心部と一体となった居住誘導区域の設定と居住支援策の拡充により，中心部とその

周辺では住宅地開発や中高層住宅の建設，空き家の活用等による密度の向上や，生活利便施設の維

持が期待されます。郊外部の集落地についても，公共交通網の維持・確保により，生活環境の維持

等が期待できます。 

●●●●● 
居住誘導区域の設定と 

居住支援策の拡充 

生活利便施設の維持 

中高層住宅の誘導 
中心部の密度向上 

市域全体の低密度化 

【現  状】 

まちなか 

集落地 



73 

b)規制的手法の活用検討 

・居住誘導区域内への人口誘導を効果的にするため，用途地域の見直しや地区計画等その他の都市

計画制度の活用等について検討します。 

 

c)届出制度の活用 

・立地適正化計画を推進するために，区域外への住宅や施設の立地に対して届出が必要となります。

（都市再生特別措置法第 88条，第 108条） 

 

【居住誘導区域外での開発行為又は建築行為の届出の対象】 

・居住誘導区域外の区域で，開発行為又は建築行為を行おうとする場合には，着手の 30 日前まで

に市への届出が必要となります。 

・届出の対象となる行為は，以下のとおりです。 

＜開発行為＞  

・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おう

とする場合 

・１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為で，

その規模 1,000㎡以上の場合 

※集合住宅は 1 棟であっても，戸数により届け

出の対象となります。 

 

 

 

＜建築行為等の開発行為以外＞ 

・３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

・建築物を改築し，又は建築物の用途を変更して３

戸以上の住宅とする場合 

※集合住宅は 1 棟であっても，戸数により届け

出の対象となります。 

 

 

 

【届出に対する対応例】 

（居住誘導区域内への居住の誘導の妨げとはならないと判断した場合） 

・届出をした者に対して，必要な場合には当該区域内における居住の誘導のための施策に関す

る情報提供等を行うことが考えられる。 

（届出内容どおりの開発行為等が行われた場合，何らかの支障が生じると判断した場合） 

・開発行為等の規模を縮小するよう調整 

・当該開発区域が含まれる居住誘導区域外の区域のうち，別の区域において行うよう調整 

・居住誘導区域内において行うように調整              等 
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第６章 目標値の設定及び評価の方法 

(1)評価指標の検討及び現況値・目標値の設定 

立地適正化計画の実現に向けて，施策の達成度を図るための指標として，都市機能の集積，居住

の誘導，公共交通の充実の３つのキーワードから指標を設定しました。 

目指す都市像の実現に向けて指標とその目標値を，次のとおり設定します。これらの達成状況の

確認により，本計画に係る取組の効果検証を行い，社会状況の変化等を踏まえ，施策や事業等の見

直しを行います。 

 

■目標値 

目標とする指標 
基準年 目標年 

現況値 目標値 

     

都市機能の 

集積 

  2018年 2035年 

 

歩行者・自転車通行量（人／12h） 

（ＪＲ笠岡駅周辺５地点の延べ歩行

者・自転車数） 

4,968（平日） 

4,027（休日） 

5,300（平日） 

4,250（休日） 

   

 2017・2018年度 2021～2035年度 

登録空き店舗の転換数 
3件 

（2年間） 

延べ40件 

(15年間) 

     

居住の誘導 

  2015年 2035年 

 

都市機能誘導区域内（駅周辺地

区）の人口密度（人／ha） 
42.2 48.6 

居住誘導区域内の人口密度（人／

ha） 
45.3 46.4 

     

公共交通の 

維持・確保 

  2015年 2035年 

 

鉄道（千人／年） 1,325 

1,980 路線バス（千人／年） 435 

航路（千人／年） 177 

※登録空き店舗とは，中心市街地の空き店舗の解消を図り，商店街等の魅力及び賑わいを取り戻

すために，中心市街地において空き店舗として登録された店舗で，空き店舗を賃借し出店する

新規事業者等には補助金が交付されます。 

※公共交通の維持・確保の目標値は，福山・笠岡地域公共交通網形成計画を参考に設定しました。 
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(2)進行管理スケジュール 
 

立地適正化計画は，概ね５年ごとに施策の実施状況について調査，分析，評価を行うことが望ま

しいとされています。 

本市においては，随時，庁内や関係機関等との横断的な連携・調整を図るとともに，ＰＤＣＡに

よる計画の進行管理を行います。 

基本的な進行管理は，概ね５年ごとに実施される都市計画基礎調査を活用して分析等を行い，以

下の方法により評価し，必要があれば立地適正化計画の見直しを検討するとともに，関連する都市

計画の見直し等にも結びつけていくことに努めます。また，本市の重点施策の進捗等に伴い，市民

生活に大きな影響が及ぶなどまちづくりの方針に重大な変化が生じた場合は，随時，立地適正化計

画の見直しを検討します。 

 

 

【評価時期】 

概ね５年ごと 

【評価主体】 

（仮称）笠岡市立地適正化計画検証委員会等 

【評価内容例】 

・誘導施策の実施状況について，調査・分析 

・目標値の達成状況について，調査・分析 

【評価プロセス】 

・調査・分析結果を踏まえ，計画の内容を適宜見直す 

・笠岡市都市計画審議会への意見照会 

【評価結果】 

・ホームページ等による公表等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action（改善） 

施策・方針や計画の見直し 

Check（評価・検証） 

成果・進捗状況の把握 

目標の評価・検証 

Do（実行） 

計画に基づく施策等の実施 

Plan（計画） 

立地適正化計画の策定・見直し 


