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都市計画マスタープランの見直しと

立地適正化計画の策定について
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■都市計画マスタープランの見直し

■立地適正化計画の策定

現行の唐津市都市計画マスタープランは平成22年12月に策定され、令和12年度までの概ね20年間

を計画期間としているが、策定以降、人口減少・高齢化の急速な進行、用途地域縁辺部の開発の進行

に伴う中心市街地の空洞化、自然災害の頻発・激甚化、公共施設の更新等に伴う財政需要の増加な

ど、本市を取り巻く社会情勢は大きく変化している。（詳細は【参考】唐津市の現状と課題に掲載）

そこで、これらの課題に対応し、より現状に即したかたちで本市の土地利用や都市施設の整備等に

関する方針を示すため、都市計画マスタープランの見直しを行うもの。

人口の急激な減少と高齢化を背景に都市再生特別措置法が一部改正（平成26年8月施行）され、将

来にわたり持続可能な都市経営を可能とするため、一定の人口密度が確保されたコンパクトなまちづ

くりと、これに連携した公共交通のネットワークを形成する「コンパクトシティ＋ネットワーク」の

考えのもと、市町村は都市機能や居住の立地の適正化を図るための計画を策定できることとなった。

この立地適正化計画は都市計画マスタープランの一部とみなされ、本市の都市計画マスタープラン

見直しの背景となった人口減少や中心市街地の空洞化等の課題解決のための有効な手段として期待で

きることから、都市計画マスタープランの見直しと併せて立地適正化計画を策定するもの。

令和4年4月1日現在で448の市町村が立地適正化計画を策定済。（県内では鹿島市、小城市、嬉野市、基山町が策定済）
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○ 都市計画マスタープランと立地適正化計画の位置づけ

第２次唐津市総合計画（基本構想）

唐津市都市計画
マスタープラン

（都市計画法第18条の2）

唐津都市計画区域
マスタープラン

（都市計画法第6条の2）
※佐賀県が策定

立地適正化計画
（都市再生特別措置法第81条第1項）

関連計画

即す

・唐津地域公共交通計画
・唐津市地域防災計画
・唐津市公共施設等総合管理計画
・農業振興地域整備計画
・唐津市商工業振興基本計画
など

即す 即す

整合

即す

土地利用
・用途地域
・特定用途制限地域
・準防火地域 など

都市施設
・道路
・公園
・下水道 など

市街地開発事業

都市計画の決定または変更など

都市計画マスタープランの一部（都
市再生特別措置法第82条）として、
コンパクトシティ＋ネットワークを
具体化するために策定する



１．都市計画マスタープランの見直しと立地適正化計画策定の趣旨

5

○ 都市計画マスタープランと立地適正化計画の比較

都市計画法第18条の2

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針（＝都市計画マスタープラン）を定めるものとする。

都市再生特別措置法第81条第1項

市町村は、単独で又は共同して、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内の区域について、都市再生基本方針

に基づき、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のた

め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をいう。）の立地の適正化を図るための計画（＝立地適正

化計画）を作成することができる。

都市計画マスタープラン 立地適正化計画

根 拠 法 都市計画法第18条の2 都市再生特別措置法第81条第1項

役 割

将来の都市構造や都市計画（土地利用、都
市施設等）に関する基本方針を示すことに
より、市民や事業者とともに秩序あるまち
づくりを進めていくための指針となるもの

コンパクト＋ネットワーク型の都市構造
への転換を目的に、医療・福祉・商業、
公共交通等の都市機能や居住を集約する
区域を設定し、誘導を図るもの

対象区域 都市計画区域または市町村全域 都市計画区域
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○ 都市計画マスタープランと立地適正化計画の構成（案）

全体構想
・まちづくりの基本理念
・まちづくりの目標
・将来都市構造
・（先導的まちづくり構想）
・分野別まちづくり方針

都市計画マスタープラン 立地適正化計画

現況、課題

地域別構想
・中央地域のまちづくり構想
・東部地域のまちづくり構想
・南部地域のまちづくり構想
・西部地域のまちづくり構想
・北部地域のまちづくり構想

計画の実現方策

基本的な方針
・まちづくりの方針
・誘導方針
・将来都市像

誘導区域等の設定
・居住誘導区域
・都市機能誘導区域
・誘導施設
・誘導施策

防災指針

定量的な目標

整合
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■計画の構成（都市計画マスタープラン P2）

■計画期間（P1）

平成22年度（計画策定年度）から令和12年度まで（概ね20年間）

２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要

※ただし、土地利用や都市計画に関する情勢の変化等を考慮しながら、適宜・適切に見直しを行うこととしている。



■対象区域（P1）

都市計画マスタープランは、原則

として都市計画区域を対象とするも

のであるが、本市では都市地域だけ

でなく、農山村地域を含めた総合的

なまちづくりの方針を示すため、対

象区域を、都市計画区域外を含めた

唐津市全域としている。

都市中心拠点
地域生活拠点

旧唐津

呼子

鎮西

肥前

北波多

浜玉 七山

相知

厳木
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２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要

唐津市全域

【参考】都市計画区域等の範囲（イメージ）

都市計画区域
（＝立地適正化計画の対象範囲）

用途地域

居住誘導区域

都市機能誘導区域

用途無指定（＝いわゆる「白地」）

立地適正化計画
で定める区域
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■全体構想

○ まちづくりの基本理念（P59～P67）

○ まちづくりの目標（P67～P71）

響創のまちづくり 元気が出る新唐津

① 海・山・川などが育んだ自然・歴史・文化
を活かした魅力ある交流の都市づくり

② 都市中心拠点の求心力向上と地域生活拠点
の活力向上を目指した都市づくり

③ 誰もが安全に安心して暮らせる快適な都市
づくり

○美しい自然環境の保全
○自然と調和する街並み・暮らしづくり
○恵まれた地域資源を活かした観光交流の促進

～海・山・川の響きあいが新市の魅力を輝かせ、新しい活力を創る～

きょうそう

○都市中心拠点の整備・再生
○地域生活拠点における環境整備
○ 都市中心拠点、地域生活拠点を結ぶネットワークの強化

○誰もが利用しやすい都市空間の形成
○災害に強いまちづくりの推進
○地域みんなで取り組む協働のまちづくり

「響創のまちづくり」は、当時の
唐津市総合計画（平成18年策定）
における基本理念を踏襲したもの
であり、各地域が１つになり、連
携しあい、発展的に新唐津市を創
造していくことを表現したもの

２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要
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○ 将来都市構造（基本イメージ）（P73～P85）

２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要
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○ 先導的まちづくり構想（P87～P88）

２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要

唐津市都市計画マスタープランでは、将来像（将来都市構造）の実現に向け、特にどの視点を重視して

取り組むべきかを明確にするため、以下の3点を「先導的まちづくり構想」として設定し、計画に基づく

各種取組を戦略的に進めることとしている。

各地域の有する観光・交流資源の活用と、
地域間の連携を図ることにより、市全体の
活力向上を目指す。

１ 観光交流まちづくり

松浦川沿川や景観拠点を中心に、周辺地
域の景観づくりを進めることにより、地域
の個性ある景観の保全と、観光・交流資源
としての活用を目指す。

２ 水と緑の景観まちづくり

地域住民の自発的なまちづくりへの参画
により、各地域の特色あるまちづくりと、
地域の再構築を目指す。

３ 市民協働のまちづくり

○先導的まちづくり構想の位置づけ
（唐津市都市計画マスタープランより抜粋）



12

○ 分野別まちづくり方針（基本的項目）（P89～P128）

分 野 基 本 方 針

基

本

的

項

目

１ 土地利用
○都市の骨格を形成する自然環境との共生を前提とした土地利用の推進
○地域特性に応じた計画的な土地利用の推進

２ 道路・交通施設
○交流を促進する交通ネットワークの整備促進
○交通施設の機能充実・連携強化
○道路交通環境の充実

３ 公園・緑地
○公園・緑地の適正配置（量的充足）
○公園・緑地の機能向上、維持・管理・運営への市民参加（質的充足）
○豊かな自然と共生する魅力あるまちづくり

４ 上水道・下水道
○安全な水の安定供給の推進
○生活排水対策による良好な水質環境の確保

５ 河川・海辺
○安全で親しみのある河川環境の整備
○美しい海浜の保全と親しみのある海辺のまちづくり

６ 市街地・集落地整備

○「唐津の顔となる都市中心拠点の賑わい空間の形成
○地域生活拠点における永続的に生活できる環境づくり
○快適な生活環境の維持・形成
○他事業との連携による一体的・包括的なまちづくりの推進
○地域住民主体のまちづくり活動への支援

２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要

土地利用や都市施設などの都市計画分野を「基本的項目」として整理し、分野ごとに基本方針を定めたもの。
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分 野 基 本 方 針

横

断

的

項

目

１ 景 観

○美しくダイナミックな自然地形を活かした景観まちづくり
○多彩な歴史・文化を活かした景観まちづくり
○景観形成を重点的に取り組んでいくエリアの明確化
○唐津らしい景観をつくる市民協働による景観まちづくり

２ 環 境
○保全すべき自然環境の明確化と保全・活用の推進
○環境負荷の低減を図るまちづくり政策の推進
（低炭素型都市づくりの推進）

３ 暮らし
○安全に安心して生活できる環境の整備
○地域間の結びつきを強化する情報基盤の有効活用
○一人ひとりが地域のまちづくりに参画できる環境づくり

２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要

○ 分野別まちづくり方針（横断的項目）（P129～P146）

「基本的項目」の各分野に関係するテーマである「景観」「環境」「暮らし」に関する項目を「横断的項目」

として整理し、それぞれ基本方針を定めたもの。
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■地域別構想（P147～P285）

中央地域 （唐津、浜玉、北波多）
唐津市の要として情熱ある市民活動
とともに市全体の活力をけん引する
地域づくり

東部地域 （七山）
清流、温泉、樫原湿原など
の資源を活かした都市・農
山村交流の山里づくり

南部地域 （厳木、相知）
松浦川・厳木川を中心とした
多彩な地域資源と高速交通
体系を活かした産業と調和
による水と緑の郷づくり

西部地域 （肥前）
いろは島、大浦の棚田、鷹
島肥前大橋などの海と里の
資源を活かした都市・農漁
村交流の郷づくり

北部地域 （鎮西、呼子）
玄海の食や大陸との交流の
歴史・文化資源の活用による
国際観光・交流の地域づくり

地域区分は、①自然的要素、②歴史・文化的要
素、③将来都市構造図のゾーン、④市内における
通勤通学状況、⑤都市性格分類を踏まえ、旧市町
村の枠にとらわれず、５つの地域に分類してい
る。

２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要
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２．唐津市都市計画マスタープラン（現行計画）の概要

都市計画マスタープランの実現のためには、行政だけでなく、市民や企業等との協働によるまちづくりが

重要であり、また、唐津市の都市計画マスタープランでは対象区域を都市計画区域に限定せず唐津市全域と

していることから、都市計画分野だけでなく、環境、産業、福祉、教育、文化など様々な分野と連携しなが

ら計画を推進していくことが必要であるとして、次のとおり計画の実現方策を定めている。

■計画の実現方策（P287～P300）

基本的な考え方 計画の実現方策

１ 市民や企業等との協働
によるまちづくり

①唐津市民、企業等と行政の協働によるまちづくりの推進
②計画の周知とまちづくり情報の共有化
③市民のまちづくり活動への支援

２ まちづくりの推進体制
の充実・強化

①庁内横断的組織づくりと人材育成
②協働のまちづくりを支援する体制づくり
③唐津市市民協働指針の運用

３ 都市計画マスタープラン
の効果的な運用

①長期的な行財政運営の視点に立った計画的なまちづくりの推進
②先導的まちづくり構想の推進
③国・県および教育研究機関等との連携強化
④計画の適切な管理と見直し
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３．立地適正化計画の概要

立地適正化計画は「コンパクトシティ＋ネットワーク」（下図参照）を実現化するための計画

出典：国土交通省
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■立地適正化計画で定める都市機能誘導区域と居住誘導区域のイメージ

３．立地適正化計画の概要

出典：国土交通省（一部加工）

都市計画区域

用途地域 都市機能誘導区域

居住誘導区域
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３．立地適正化計画の概要

○都市機能誘導区域

出典：国土交通省
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３．立地適正化計画の概要

○居住誘導区域

出典：国土交通省
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３．立地適正化計画の概要

○都市機能誘導区域と居住誘導区域の比較

都市機能誘導区域 居住誘導区域

概 要

医療、福祉、商業等の都市機能を都市の
中心拠点や生活拠点に誘導し集約すること
により、これら都市機能が担う各種サービ
スの効率的な提供を図る区域

一定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を誘導すべ
き区域

対象区域 居住誘導区域内

用途地域内

ただし、災害レッドゾーン（土砂災害特別警戒区域）
や工業専用地域など、居住に適さない地域は除く

届出・勧告

都市機能誘導区域外で、誘導施設の建築目
的の開発行為を行う場合または既存建築物
の改築、用途変更等により、誘導施設とな
る場合は、市長村長への届出を要する。
なお、届出の内容どおりの開発行為が行わ
れることにより、何らかの支障が生じると
判断した場合は、開発行為の規模縮小等の
調整または勧告をすることができる。

居住誘導区域外で、3戸以上または1,000㎡
以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場
合などは、居住区域外における住宅開発等
の動向を把握するため、市長村長への届出
を要する。
なお、居住誘導区域内への居住の誘導に対
し何らかの支障が生じると判断した場合は、
開発行為の規模縮小等の調整または勧告を
することができる。
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■誘導施設の例・設定基準

３．立地適正化計画の概要

出典：国土交通省
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■誘導施策の例

３．立地適正化計画の概要

出典：国土交通省
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■防災指針の概要

３．立地適正化計画の概要

出典：国土交通省



４．計画策定の進め方 ①策定の体制
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都市計画審議会市議会

都市計画マスタープラン等
策定委員会

都市計画マスタープラン等
庁内策定部会

市 民佐賀県

都市計画課（事務局）

計画の策定を担う組織

庁内組織（主に原案作成を担う） 外部組織（原案の審議、計画案の策定を担う）

報告、説明
報告、説明
意見聴取

協議、調整

市民アンケート
パブリックコメント
住民説明会（意見交換会）
市ＨＰ等による情報提供 など

委員構成（案）
・学識経験者 ４名
・関係団体 ８名
・関係行政機関 ５名
※アドバイザー １名

委員構成（案）
・部会長 都市整備部長
・副部会長 都市計画課を所管する副部長
・委員 関係課を所管する副部長等

原案の提示
その他協議事項等の提示
審議に必要な情報の提供、説明

■都市計画マスタープラン、立地適正化計画の策定体制図
庁内策定部会の体制について
は、検討段階に応じて変更に
なる場合があります。



■策定スケジュール

４．計画策定の進め方 ②スケジュール

※スケジュールは計画策定の進捗状況等により変更になる場合があります。
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・まちづくりの基本理念
・まちづくりの目標
・将来都市構造 の検討

都市計画マスタープランの更新 立地適正化計画の策定

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

庁内策定部会と
策定委員会を
各３回開催予定

各４回開催予定

現状分析、課題の整理、市民アンケート調査など

分野別まちづくり方針の検討

地域別まちづくり構想の検討

実現化方策の検討

・まちづくりの方針
・誘導方針 の検討

災害リスク分析

・居住誘導区域
・都市機能誘導区域
・誘導施設 の検討

防災指針の検討

定量的目標の設定

※令和６年度にパブリックコメントを経て、都市計画審議会への意見聴取を予定しています。
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■都市計画マスタープラン見直し及び立地適正化計画策定のポイント

５．計画策定のポイント

① 現都市計画マスタープランの評価結果の反映

② コンパクト＋ネットワーク型都市構造の具現化

③ 災害リスク分析結果に基づく防災・減災対策の強化

④ 誘導区域外の地域におけるまちづくりの方向性を明示

都市計画マスタープランに、立地適正化計画が目指すコンパクト＋ネットワーク型都市構造と、
その具現化に向けた取り組みを明示する。

災害リスク分析結果に基づき、各地域における防災上の課題を整理し、必要な対策（誘導区域
からの除外、建築物の構造規制、グリーンインフラの導入など）を検討する。

都市機能または居住誘導区域外の地域については、都市計画マスタープランの地域別構想に
おいて、各地域のまちづくりの方向性を示す。

現都市計画マスタープランに基づくこれまでの都市計画等の取組状況の評価検証結果を踏まえ、
改めて今後の土地利用や都市施設等の方針を示す。
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【参考】 唐津市の現状と課題

① 人 口

25,089 21,986 19,535 18,612 17,298 16,112 14,807 13,658 12,568 11,693 

86,612 
82,922 

78,026 75,322 69,427

63,258 58,643 55,016 52,104 47,922 

25,732 
29,226 

30,806 32,829 
36,060

38,579 
39,156 

38,517 
36,917 36,117 

3 
10 

197 163

18.7 
21.8 

23.5 
25.9 

29.3 
32.7 

34.8 35.9 36.3 37.7 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

(1995) (2000) (2005) (2010) (2015) (2020) (2025) (2030) (2035) (2040)

0～14歳 15～64歳 65歳～ 不詳 高齢化率

実績値 推計値
(人) (％)

137,436人

122,785人

95,783人

人口：20年間で14,651人減少
高齢化率：10.6ポイント上昇 人口：今後20年間で27,002人減少見込み

高齢化率：8.4ポイント上昇見込み

H7(1995)～H27(2015)は国勢調
査による実績値
R2(2020)～R22(2040)は国立社会
保障・人口問題研究所の推計値

高齢化率
＝老年人口/総人口×100

7％超…高齢化社会
14％超…高齢社会
21％超…超高齢社会

唐津市の人口は、平成27年（2015年）を基準に、過去20年間で14,651人減少しており、今後25年

間ではさらに27,002人の減少が見込まれている。一方、高齢化率は、平成7年（1995年）の18.7％か

ら、令和22年（2040年）には37.7％まで上昇する見込みとなっている。
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【参考】 唐津市の現状と課題

国勢調査による実績値

42,576 

36,901 37,092 36,217 36,002 

42,044 

970 920 930 930 950
1,300

43.9 

40.1 39.9 
38.9 

37.9 

32.3 

0.0

5.0
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35.0

40.0
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50.0

H7 H12 H17 H22 H27 R2

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

人口集中地区（ＤＩＤ）の推移

DID人口（人） DID面積（ha） DID人口密度（人/ha）

（人） （人/ha）

唐津市における人口集中地区（DID）内の人口密度は年々低下しており、今後も市街地の空洞化

（低密度化）の進行が懸念される。

※人口集中地区（DID）…人口密度が1k㎡当たり4,000人（1ha当たり40人）以上の基本単位区が互いに隣接して人口5,000人以上となる地区
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② 土地利用

【参考】 唐津市の現状と課題

土地利用の動向をみると、用途地域内は建物用地が大半を占めるようになり、特に浜玉地域では

用途地域外の白地地域まで建物用地が拡大している。

■土地利用の状況

昭和51年（1976年） 平成28年（2016年）

浜玉地域から鏡地区、唐津
ICにかけて、白地地域まで
建物用地が拡大

出典：国土数値情報
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③ 開発・新築の動向

【参考】 唐津市の現状と課題

開発許可による開発の状況や、新築の動向をみると、用途地域縁辺部の白地地域における開発の進行

が目立ち、特に浜玉地域や西九州道唐津インターチェンジ周辺の開発が進行している。

用途地域縁辺部の白地地域における開発・新築の進行により、市街地の無秩序な拡大が懸念される。

■開発許可による開発 ■新築動向

出典：都市計画基礎調査
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④ 災 害

【参考】 唐津市の現状と課題

用途地域縁辺部の住宅地において土砂災害警戒区域が点在し、特に西唐津駅周辺は広範囲に指定され

ており、一部では土砂災害特別警戒区域に立地する建物も分布している。

想定最大規模による洪水浸水想定区域をみると、松浦川や玉島川周辺の用途地域内において、0.5m

～3.0mの浸水想定区域が指定されている。

出典：国土数値情報

■土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 ■洪水浸水想定区域（想定最大）



出典：唐津市行財政改革2021
（原典：唐津市財政計画）
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⑤ 財政状況

【参考】 唐津市の現状と課題

■歳出における義務的経費の割合の推移

急激な人口減少に伴い、市税をはじめとする財源の確保が年々難しくなるなか、歳出に関しても、高齢

化の一層の進行に伴い、社会保障関連経費（扶助費）、人件費、公債費を合わせた義務的経費の割合が高

まることが見込まれるほか、公共建築物の老朽化対策等の財政需要の増加も懸念される。
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【参考】 唐津市の現状と課題

■公共建築物の年度別更新等の推計額

出典：唐津市公共施設等総合管理計画

平成28年を基準とした今後60年間
における公共建築物の更新費用は
年平均72.9億円となる。


