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The purpose of this report is to introduce the city planning in the urbanization control area of Kisarazu city. We 

devised land use policy and district planning guidelines in the urbanization control area. There was many problems of 

land use in the urbanization control area. Sand collection development, Surplus soil disposal place, Industrial waste 

disposal facility, processing the farmland and the forest, Decrease in population. Particularly, the local decline is 

serious. We set seven zones in the land use policy. Zone to prohibit development, Zone promoting a village, Zone to 

guide development. The land use policy imaged German F-plan. The guidelines on district planning are based on land 

use policy. We decide district planning based on guidelines. And the development is admitted based on district 

planning. There is no development without a plan. I hope this system is useful for other cities. 
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１． はじめに 

 近年の地方分権の進展により、基礎自治体である市町村は、自

らの責任により、特色ある独自の街づくりが可能となってきた。

しかしながら、少子高齢化の進行、地域間格差の激化、財政状況

の逼迫など市町村を取り巻く環境は厳しく、これまでのような受

身の自治体運営では、対応できない課題が山積している。 

 特に、都市計画の分野においては、昭和44年の線引き制度の

導入により、市街化区域と市街化調整区域の区域区分がなされた

が、行政区域の大半を占める市街化調整区域においては、著しい

人口減少と高齢化による集落の衰退、後継者不足による農地・森

林の荒廃、土砂採取や残土・産業廃棄物処理場の立地などの問題

が生じている。また、高速道路やバイパスなど幹線道路が整備さ

れたものの、開発規制のため企業誘致ができないなど、市街化調

整区域内の土地利用の問題が顕在化している。平成12年の都市

計画法の改正に伴う線引き制度の選択制導入により、線引き制度

を廃止した自治体(1)もでてきている。 

 今回、報告する木更津市は、首都圏近郊整備地帯内にあり、千

葉県の中央部に位置し、他の自治体同様、市街化調整区域におけ

る諸問題が発生しており、問題是正のため、緑地・農地の保全と

既存集落の振興、適切な開発誘導による土地利用の整除を目的と

した「市街化調整区域において土地利用方針」及び具体的な開発

を適切に誘導するための「地区計画ガイドライン」を策定した。

その策定の経緯と考え方、内容について報告するものである。 

 

２．木更津市の概要と市街化調整区域の問題点 

 木更津市は、房総半島の中央部に位置し、東京湾アクアライン

の着岸の都市でもある。江戸時代から江戸との海運による港町と

して栄え、商業を中心とした房総の中核都市として発展し、昨年、

市制施行70周年を迎えている。平成21年8月から始まったアク

アライン通行料金 800 円効果や高速バス増便により東京通勤圏

に組み込まれたことにより、年間1,000人以上も人口が増加、総

人口は13万人を超えて増え続けている。また、東京湾アクアラ

インの着岸地にある金田東地区がまち開きし、三井アウトレット

パークやカインズホーム、東京インテリアなどの大型商業施設が

続々オープンしている。また、本年4月に首都圏中央連絡自動車

道が、木更津東ICから東金ICまで開通することから、首都圏の

高速道路ネットワークの拡大による波及効果が期待されている。 

 

      図－１ 木更津市都市計画図 

現在、市域・都市計画区域面積 13,935haのうち 25%にあたる

3,462haが市街化区域、残りの10,473ha、75%が市街化調整区域

となっている。昭和45年の当初線引きから既に43年が経つが、

これまでの人口増加は、全て市街化区域内での増加であり、現在、

全人口の80%が市街化区域内に暮らし、市街化調整区域内人口は

20%足らずで、線引き開始時から２割以上も減少している。 

市街化区域では、道路や下水道・公園などのインフラ整備をは

じめ、人口増加に伴う小・中学校や公民館など公共施設の増設や
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新設、新たな商業施設や企業の立地により発展し、生活利便性も

著しく向上してきた。しかしながら市街化調整区域内では、既存

集落の人口減少、高齢化が著しく進み、地域コミュニティのシン

ボルである小・中学校が廃校寸前となり、商店やガソリンスタン

ド、診療所など、生活になくてはならない施設もなくなっており、

市街化区域と市街化調整区域の格差が大きな問題となっている。 

さらに人口の減少高齢化は、農業や林業の衰退をもたらし、人

手が入らなくなった農地や森林が急激に荒廃している。また、利

用されなくなった森林は土砂採取場となり、その跡地や荒廃した

農地は、建設残土や産業廃棄物の処理場、墓地となり、環境破壊

の温床となり、地域住民とのトラブルの元凶となっている。 

 

図－２ 市街化調整区域内の小学校生徒数の推移 

このように、市街化調整区域内の人口減少と高齢化は、地域の

コミニュティの崩壊のみならず、適切な土地利用と自然環境の保

全、そして維持継続を困難なものとしている。 

また、市内には、高速道路のインターチェンジが4箇所あり、

交通利便性が高いものの、何れも市街化調整区域内にあるため、

開発規制により企業誘致ができない状況となっている。 

一方、都市計画法第34条11号に基づく条例により、市街化区

域縁辺部700m範囲で、概ね50戸以上の建築物が連たんしている

地域においては、開発が可能なため、住宅開発のスプロールが生

じている。また、幹線道路沿道においても、都市計画法第34条

9号に基づき、ドライブインや飲食店、コンビニ、ガソリンスタ

ンドなどが立地可能であり、スプロール化が進んでいる。 

このように、市域の7割を占める市街化調整区域において、多

くの問題を生じている。 

 

３．市街化調整区域における土地利用方針 

（１）土地利用方針策定の考え方と位置付け 

 市街化調整区域内において、地域の衰退と土地利用上の問題が

生じており、今後、この問題が大きくなると予見されること。さ

らに、健全な状態で市街化調整区域を保全し、無秩序な開発なし

に、維持し続けるためには、市街化調整区域の全域にわたり、土

地利用の方針を策定する必要があると考えた。 

また、現行の市街化調整区域は、保全すべき区域と開発可能な

区域の区分が不明確であることから、線引き制度導入にあたり国

の審議会(2)において、市街化を抑制すべき区域について、緑地を

保全し、原則として開発を抑止する「保全地域」と市街化区域の

縁辺にあって段階的に市街化を図る「市街化調整区域」の２区分

が検討されたことに鑑み、本方針においても「真に保全すべき区

域」を明確にすることを第一義とし、地域振興を図るべき既存大

規模集落やインターチェンジ周辺などの各地域の立地条件の違

いによりゾーニングを行い、それぞれの土地利用の方針を明確に

した。 

また、この土地利用方針をより具現化し、市街化調整区域での

開発を可能なものとするため、都市計画法第34条10号に基づく

「地区計画制度」を活用することとした。そして、土地利用方針

に基づき各ゾーンごとに適切な開発を誘導するため、その指針と

なる「地区計画ガイドライン」を策定した。 

このように、市街化調整区域内における地域衰退と土地利用上

の問題を是正する目的で、土地利用方針と地区計画ガイドライン

を策定することとし、これまで策定してきた都市計画マスタープ

ランが、市街化区域における土地利用の方針が主であり、市街化

調整区域における土地利用の方針が、ほとんど書き込まれていな

かったことから、新たな「市街化調整区域における土地利用方針」

と「市街化調整区域における地区計画ガイドライン」を都市計画

マスタープランを補完するものとして位置づけた。 

 

図－３ 土地利用方針の都市計画的位置付け 

この「市街化調整区域における土地利用方針」と「市街化調整

区域における地区計画ガイドライン」は、ドイツの都市計画制度

F-Plan（Flächennutzungsplan）とＢ-Plan（Bebauungsplan）

の２層の都市計画をイメージしたものであり、F-Plan が行政区

域全域にわたる土地利用計画であるように、「市街化調整区域に

おける土地利用方針」を策定することで、木更津市は市域全域の

土地利用計画を持つことになった。 

また、これまで開発許可制度により、開発業者と行政の２者に

より進められてきた開発行為を、地区計画という都市計画手続き

に乗せることで、市民の目、市民の声をもっと反映させることを

可能とした。 

このように、これまで市街化調整区域は、市街化を抑制すべき

区域ということのみで、具体的な土地利用の方針はなかったが、

今回、明確な土地利用の方針を持ち、かつ都市計画の「計画なく

して開発なし」という原則どおり、地区計画による具体的な計画

があって開発が許可される方式となった。今回、市街化調整区域

において、ドイツ流の都市計画制度の構築を試みたわけである。 
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 （２）土地利用方針の基本方針 

土地利用方針における基本方針を以下のとおりとした。 

・自然環境との調和を図る。 

・住宅立地の誘導等による集落活性化を目指す。 

・農業振興と新たな産業の誘致による地域の活性化を目指す。 

・新たな大規模住宅地開発は規制する。 

・地域資源や特性を活かし、地域の活性化に資する計画的な開発

を誘導する。 

・地区の特性を考慮したゾーニングにより土地利用の方針を明確

に示す。 

（３）ゾーンの種類とそのイメージ 

また、具体的な土地利用のゾーニングとして、土地利用の現状

と先の問題点を熟慮し、以下の7つのゾーンを設定した。 

① 自然環境保全ゾーン 

② 自然環境共生ゾーン 

③ 集落活性化ゾーン 

④ 住環境整備誘導ゾーン 

⑤ 幹線道路沿道開発誘導ゾーン 

⑥ インター周辺開発誘導ゾーン 

⑦ 調整ゾーン  

各ゾーンのイメージ・内容は以下のとおりである。 

① 自然環境保全ゾーン 

自然環境保全ゾーンは、木更津市を特徴づける東部丘陵及び富

来田丘陵を骨格的な緑として、また、小櫃川河口部には国内でも

有数の貴重な干潟が残っており低生成物や魚類、野鳥が豊富に生

息していることから、木更津市における貴重な財産として保全す

る。また、小櫃川や矢那川沿い等における優良農地の保全を図り、

原則として開発を容認しない。 

 

 

② 自然環境共生ゾーン 

自然環境共生ゾーンでは、人口減少や高齢化の進行により集落

機能の衰退が懸念されることから住宅や生活利便施設の立地を

誘導する地区計画を定めることにより、地域コミュニティの維持

や生活利便性の向上を図る。 

さらに都市近郊型交流機能としての市民農園、観光農園整備等

自然環境の整備活用を図り、地域振興に寄与する施設の立地を検

討し、地区計画により自然を体験、活用できる空間の創出に努め

る。また、富来田地区市街化区域に隣接した武田川流域にあるい

っせんぼく（湧き水）、富来田地区東部の少年自然の家キャンプ

場をリゾートファームとして、中の島公園が位置する木更津内港

をウォーターフロントとして自然環境に配慮し、自然と親しみ利

用する空間として活用する。 

③ 集落活性化ゾーン 

集落活性化ゾーンでは、ゆとりある田園型住宅、生活利便施設、

業務施設及び自然環境の整備活用を図り地域振興に寄与する施

設の立地を誘導し、集落における住環境の整備を検討するととも

に、都市施設の整備を推進し地区の拠点形成を目指す地区計画を

定めることにより集落の活性化及び自然環境との調和を図り、都

市住民と地域住民の交流の機会の創出に努める。 

④ 住環境整備誘導ゾーン 

住環境整備誘導ゾーンでは、市街化区域と一体性があり市街化

区域への編入が見込まれる集落で、スプロールや建築物の用途の

混在を防ぎ隣接する市街化区域と一体的な規制誘導を行うため

建築物の用途及び形態等を制限し、集落における住環境の整備を

目的とする地区計画を定め、住宅等の立地を適切に誘導し周辺環

境と調和した土地利用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－４ 土地利用方針 ゾーニング図 
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 ⑤ 幹線道路沿道開発誘導ゾーン 

幹線道路沿道開発誘導ゾーンでは、広域交通ネットワークの特

性を活かし物流・業務・商業等地域振興に寄与すると認められる

施設の立地について、主要幹線道路沿道の特定の地区において沿

道開発誘導に関する地区計画を定めることにより、適切に土地利

用の規制誘導を図る。 

⑥ インター周辺開発誘導ゾーン 

インター周辺開発誘導ゾーンでは、広域交通ネットワークの特

性を活かし物流・業務・商業等地域振興に寄与すると認められる

施設の立地について、高速道路インターチェンジ周辺の特定の地

区において拠点開発誘導に関する地区計画を定めることにより、

適切に土地利用の規制誘導を図る。 

⑦ 調整ゾーン 

調整ゾーンは、各ゾーン周辺の緩衝地域で、現時点では土地利

用の方針が明確に示されていない区域であり、今後、適切な土地

利用の方向性を検討する。また、土地利用のゾーニングになじま

ない土地、河川等を調整ゾーンとする。 

 

４．市街化調整区域における地区計画ガイドライン 

 （１）地区計画ガイドライン策定の目的 

 市街化調整区域の地区計画を策定するに当たり、土地利用方針

に定めたゾーンの目標に沿い、地区計画の指針となり、地区の特

性に応じた規制・誘導の大まかな目安とするため、ガイドライン

を策定することとした。 

（２）地区計画ガイドラインの類型 

 地区計画のガイドラインは、土地利用方針に定めたゾーンニン

グに合わせたものとし、ガイドライン策定に当たっては、各ゾー

ンの具体的な土地利用イメージを持つとともに、地区の目標や整

備すべき地区施設や立地する建物の形態について検討を行った。 

但し、自然環境の山林や農地を保全する①自然環境保全ゾーン

と、各ゾーン周辺の緩衝地域で、現時点では土地利用の方針が明

確に示されていない⑦調整ゾーンについては、地区計画を定める

ことができないものとし、ガイドラインは策定しなかった。 

以下に地区計画ガイドラインの類型と策定できるゾーン、そし

て地区計画の目標を示す。 

① 環境共生型（自然環境共生ゾーン） 

集落において、集落コミュニティの維持を図るため、自然環境

と調和を図るゆとりある田園型住宅、生活利便施設及び自然環境

と調和し地域振興に寄与する施設の立地を誘導するとともに、建

築物の形態などを制限する地区計画 

② 集落活性化型（集落活性化ゾーン） 

集落において、地区の拠点形成を目指し集落の活性化を図るた

め、自然環境と調和を図りつつ人口の増加に寄与するゆとりある

田園型住宅、生活利便施設、業務施設及び自然環境と調和し地域

振興に寄与する施設の立地を誘導し、少子高齢化による空家や空

き地の増加による生活環境の悪化を防止し、建築物の用途や形態

などを制限する地区計画 

③ 住環境整備型（住環境整備誘導ゾーン） 

市街化区域縁辺部において、建築物の用途の混在など街区環境

の悪化防止を図るため、建築物の用途や形態などを制限する地区

計画 

④ 拠点開発誘導型（インター周辺開発誘導ゾーン） 

高速道路インターチェンジから、概ね半径500ｍ以内の区域で、

自然環境との調和を図り、活力ある産業・流通業務の立地を誘導

する区域で、建築物の用途や形態などを制限する地区計画 

⑤ 沿道開発誘導型（幹線道路沿道開発誘導ゾーン） 

４車線以上の主要幹線道路に面し、既に沿道利用型施設の立地

が進み、または立地が見込まれる区域で、地域振興を担う区域で

通過交通に対応する産業・流通業務の立地を誘導する地域で、建

築物の用途や形態などを制限する地区計画 

（３）ガイドラインの基本事項 

地区計画ガイドラインの基本的な事項として、守るべき共通の事

項を以下に定めた。 

⑴ ガイドラインに基づく地区計画は都市計画法、都市計画運用

指針等、他法令や市の施策に適合したものとする。 

⑵ 地区計画の区域における道路、排水、緑地等の地区施設の整

備基準は都市計画法第33条及び木更津市宅地開発指導要綱の基

準を準用し地区計画の原案の作成段階で市と十分協議すること。 

⑶ 地区計画の区域には、原則として次に掲げる地域・地区等を

含めないこと。 

 ①農業振興地域の農用地区域、集団的優良農用地、農業生産性

の高い農用地又は土地基盤整備事業の完了、実施中若しくは

計画中の受益区域内に含まれる農地 

②集落地域整備法第３条に規定する集落地域 

③農地法による農地転用が許可されないと見込まれる農用地 

 ④保安林、保安施設地区、保安林予定森林、保安林施設予定地

又は保安林整備計画において保安林の指定が計画されてい

る土地の区域 

 ⑤自然環境保全法の指定地域及び自然公園法の特別地域 

 ⑥県立自然公園特別地域又は県自然環境保全地域 

 ⑦砂防指定地、地すべり防止地区、急傾斜崩壊危険区域、土砂

災害特別警戒区域、河川の氾濫区域、湛水、土砂流出、地す

べり等により災害の危険が大きいと想定される区域 

 ⑧近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区、鳥獣保護区特別保護

地区、その他緑地として特に保全すべき土地 

 ⑨国、県、市町村指定の史跡若しくは名勝、天然記念物に係る

地域、県指定の旧跡又は選定重要遺跡に係る地域 

 ⑩廃棄物最終処分地等の都市的土地利用不適地 

 ⑪その他、他法令による規制がされている地域で地区計画を定

めることが適当でないと認められる区域 

⑷ 必要に応じ建築基準法第68条の２の規定に基づく条例に位

置付ける。 

⑸ 集落環境、自然環境を著しく悪化させる土地利用の規制につ

いて都市計画法又は建築基準法で対象とならないものは、地方自

治法第14条第1項の規定による条例により対応を検討する。 

⑹ 地区計画の原案は、都市計画法第21条の２の規定による都

市計画の決定又は変更の提案によるものとする。 
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（４）ガイドラインの内容 

以下の項目について、地区計画の類型別に基準を定めた。 

①決定できる区域及び規模  

②地区計画の目標、土地利用の方針 

③整備すべき地区施設 

④建築物の用途の制限・建蔽率・容積率 

⑤敷地面積の最低限度・ 

⑥建築物の壁面の位置・高さの最高限度 

⑦建築物の形態・意匠 

⑧かき・柵の構造の制限 

   表－１ 地区計画ガイドラインの内容（目標・地区施設等） 

 

表－２ 地区計画ガイドラインの内容 （建築物の形態等） 

（５）地区計画における都市計画提案制度の活用 

地区計画の策定に当たっては、地域住民の参加を促すため、都

市計画提案制度の活用を積極的に推奨した。 

《提案することができる主体》 

・提案する区域内の土地所有者等 

・まちづくりを活動目的とするNPO法人 

・一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人 

《提案に必要な要件》 

・都市計画法、その他の法令に基づく基準に適合していること 

・提案する区域は0.5ha以上のまとまった土地であること 

・土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること 
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        図－５ 地区計画の都市計画手続き 

 

５．今後の課題 

① 土地利用方針・地区計画ガイドラインの条例化 

本土地利用方針及び地区計画ガイドラインを都市計画の制度

として確固とするためには、条例化が不可欠である。一定の試行

期間を設け運用を行い、問題点等の改善を行った後、条例化する

ことが必要と考える。 

② 都市計画法第34条11号条例の見直し・廃止 

現在、11 号条例に基づく開発が容易であることから、市街化

区域縁辺部のスプロール化が進行している。これを押さえるため

には、11 号条例の見直し、または廃止が必要であり、今後、開

発行為を地区計画制度に移行させることが肝要である。 

 ③ 地区計画制度の啓発普及 

 一般市民において、都市計画や都市計画の手続きには縁が薄い。 

しかしながら、今回、地区計画制度により地域振興のための開発

を可能とした。行政は、住民にもっと地区計画を理解し、利用し

ていただけるよう啓発普及に努めていくことが大切である。 

 ④ 土地利用方針と地域振興施策との連携 

 土地利用方針はあくまでも、フィジカル的なプランであり、真

に地域を再生・振興させるためには、行政と地域住民が、本当に

地域のことを考え、振興計画を策定する必要がある。地域振興施

策と連携し、振興施策を進める一つの手法として、地区計画制度

を積極的に利用していくことが重要である。 

 

６．まとめ 

 今回の土地利用方針は、これまで都市計画マスタープランに十

分な位置付けのなかった市街化調整区域において、保全する区域、

地域振興を図る区域、開発を誘導する区域などを定め、明確な土

地利用の方針を決めた点に意義があると考える。 

また、地区計画に基づく開発許可は、地区計画の決定を開発許

可の条件とするもので、市民の声を計画に反映するものであり、

「計画なくして開発なし」という都市計画の原則を具現化する制

度である。そして、市街化調整区域における地区計画のガイドラ

インの策定は、無秩序な地区計画による乱開発・スプロールを未 

 

然に防ぎ、土地利用方針に沿った適切な開発を誘導するための指

針である。 

今回の土地利用方針と地区計画ガイドラインの策定を単なる

市街化調整区域の規制緩和という意見もあるが、市街化調整区域

の基本的な性格を変えるものではなく、硬直した線引き制度によ

り生じた地域の衰退と土地利用の問題を是正し、線引き制度が真

に求めた「保全」の意思を再認識し明確にするため、今回の土地

利用方針を策定したわけである。 

また、市街化調整区域に存在する山林や農地を保全しているの

は、既存集落の住民である。既存集落の存続なくして、今後の山

林や農地の保全は難しい。良好な国土の保全のためにも、既存集

落の再生・振興を行政の大きなの施策とし体系的に実施していく

必要があると考える。 

今後、本方針や地区計画ガイドライン等を条例化し、制度とし

て確立するとともに、山砂採取や残土・産業廃棄物処理場、墓地

開発などの他法令による開発についても、本土地利用方針に基づ

き規制誘導できるシステムが構築され、秩序ある土地利用により

地域が再生し発展することを切に望むものである。 

なお、本報告が市街化調整区域内に問題を抱える自治体の参

考になれば、幸いである。 

（木更津市都市整備部都市政策課 HP、市街化調整区域における

土地利用方針・地区計画ガイドライン） 

(http://www.city.kisarazu.lg.jp/14,11212,40,275.html) 

 

補 注 

(1) 平成 12 年の都市計画法の改正により、これまでの線引き制

度の義務付けが廃止され選択制となった。(大都市圏を除く) 

和歌山海南・香川中央・東伊予広域・熊本県荒尾・岡山県 

笠岡・岐阜県本巣都市計画区域等の自治体で線引き制度が廃

止されている。 

(2) 1967年3月24日の宅地審議会第6次答申「都市地域におけ

る土地利用の合理化を図るための対策に関する答申」 
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