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市街化調整区域における地区計画の要件となる「まちづくり計画」の意義 

 －広島市における集落地の事例から－ 

The Significance of Community Planning, As a Requisite for District Plans in Urbanization Control 
Area 

- Case Study of Two Typical Hamlets in Hiroshima City - 
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This report explains the Significance of Community Planning as a requisite for District Plans in 
Urbanization Control Areas, using the cases of hamlets in Hiroshima City. The report introduces a 
working process from a Community Plan to a draft District Plan, both in the semi-mountainous 
hamlet Ushiroyama, which is hoping to recover vitality, and the Seifu-shinto hamlet Ishiuchi, which, 
with a vision for the future, is seeking Urbanized Areas along main roads. By introducing both areas, 
the importance of resident-led Urban Planning is highlighted, by having the residents themselves 
decide on a Community Plan when settling on a District Plan as part of a greater master scheme. 
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1 はじめに  

広島市（以下、「本市」という。）は、太田川の河口に広がる三

角州と流域の平地及び山地部の開発団地に市街地を形成するほ

かは、谷間の市街化調整区域に集落地が点在している。これらの

集落地は、人口減少や高齢化が顕著で、地域コミュニティを維持

することが困難となっている。また、バイパス道路が整備された

集落地においては沿道の開発圧力が高まり、周辺の生活環境と調

和した計画的な土地利用の必要性が生じている。 

本市では、集落地において地域のコミュニティを維持し又は活

性化を図ろうとする住民主体の“まちづくり”に対して、地区計

画を活用することを推奨し、その活動を支援している。 

そこで、「後山」と「石内」という市街化調整区域にある二つ

の集落地において実際に行われたまちづくり活動を通じて、本市

の地区計画を運用する際の考え方と特徴的な部分を紹介してみ

たい。 

 

2 地区計画の運用基準 

(1) 運用基準の概要 

本市では市街化調整区域において行われる開発行為には、地区

計画の運用基準(1)により対応している。市街化調整区域の様相は、

集落地のほかに大小の開発行為や既存の住宅団地などに類型化

されるが、ここでは運用基準のうち集落地に関係する部分のみを

記述する。 

運用基準では、集落地を中山間の集落地と西風新都の計画誘導

地区(2)にあたる集落地とに類型化しており、前者は将来的にも市

街化調整区域で据え置く型としているが、後者は一定の市街地が

形成された後に市街化区域に編入する型としている。 

このため、前者は必要最小限の区域設定になるよう、“新たな

公共投資を発生させない”という観点から既存の基盤を前提とし

た技術基準でコントロールしており、後者は良好な市街地形成を

目指すために地区施設道路等を積極的に位置付けるようにして

いる。 

また、いずれの集落地においても地区計画を決定するためには、

事前に住民がまちづくり計画(3)を策定し、このまちづくり計画に

沿った地区計画の内容にすることを求めている。 

表－1 運用基準における集落地の類型による対比 

中山間の集落地 西風新都の集落地

概　況

　一体的な日常生活圏

を構成し、概ね50以上

の建築物が連たん

　西風新都内にあっ

て、計画誘導地区に位

置付け

紹介地区 後　山 石　内

目　的

　コミュニティの維

持・活性化

　幹線道路沿道に相応

しい計画的な土地利用

の推進

西風新都計画誘導型

（まちづくりタイプ）

・区域が県道等に接続
・まちづくり計画が作

成済

・連続した幅員4m以上

の道路がある

・消防活動困難区域を

含まない

・消防活動困難区域を

含まない

・区域内の宅地化率が

1/3以上

・まちづくり計画が作

成済

区域区分
 将来も、市街化調整

区域を前提

 将来、市街化区域編

入を前提

想定用途
　第二種低層住居専用

地域を基本
　上位計画等に基づく

既存集落型分　類

基本要件
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これら運用基準における集落地の類型による対比を表－1 に

示しており、後述する「後山」は中山間の集落地に、「石内」は

西風新都の集落地に、それぞれ該当する。 

(2) まちづくり計画の役割 

地区計画は、都市計画提案制度の活用を前提としている関係上、

0.5 ヘクタール以上のまとまった区域であれば可能となる。この

手法は、土地区画整理事業ほどのきれいな市街地は形成されない

かもしれないが、権利調整が比較的容易であり、短期に事業の実

現化が図りやすいというメリットがある。しかし、単純に技術基

準を適用して、その是非を判断するだけであると、接続する道路

の幅員が広いなどの立地条件が良い敷地から市街化されたあげ

く、その背後地などは接続する道路の確保すらできない土地に陥

るなど、非常に不利な条件になっていくことも予想される。こう

した状況は、地区計画が条件の良い個々の敷地の市街化には役立

ったかもしれないが、地域のまちづくりに活用されたとは言い難

い。 

このような課題を解消し、地域の中で部分的に立案される開発

等の計画を地域のまちづくりとして活用するためには、開発時期

や計画の位置にかかわらず、どの計画に対しても、開発の可能性

を常に同条件で確保しておく必要がある。また、地域の住民がよ

りよい生活環境を確保するためには、例えば、風俗営業の施設を

排除するなど、地域の将来像を想定した建築物の用途など全体の

共通ルールも必要となる。 

図―１に集落地における地区計画を活用した建築の流れを示

しているが、地域全体を対象としたまちづくり計画を個々の地区

計画決定に前置させていることがわかる。 

この前置した「まちづくり計画」は、行政の上位計画と地区計

画との橋渡し役として、地域の将来像を示しながら、地区計画で

記述するべき具体的な用途制限や地区施設の配置・規模を定める

ものである。 

これにより、まちづくり計画の区域に対して部分的に地区計画

が決定される場合にあっても、地区計画の内容がまちづくり計画

の内容に即している限り、個々の地区計画の位置、規模、決定時

期等にかかわらず、どの地区計画もまちづくり計画を実現するツ

ールとして位置付けられることになる。また、長い時間軸の上で

は、まちづくり計画の存在が、全体を一体的に整備した場合と同

じような市街地形成を期待させる役割を果たしている。 

 

3 後山地区 

(1) 地区の現状と課題 

後山地区は、広島市の都心から北北西方向に約13 キロメート

ル離れた位置にあり、急峻な山に囲まれた斜面地にある農業集落

である。地区のほぼ全域が農業振興地域に指定されているが、農

地の生産性は高くなく、農用地区域はない。地区内には小中規模

の工場が数か所立地し、住民の雇用を生み出すなど、地区との折

り合いをつけながら操業している。 

地区の人口は約440人程度、65歳以上の高齢化率は約40％で

あり、人口減少と高齢化が進んでいる。特に、就学年代の子ども

の数が極めて少なく、住民のコミュニティ衰退に対する危機感が

強い。 

従前は都市計画区域外であったが、平成7年ごろに産業廃棄物

処理施設の立地計画の存在が明らかとなり、以後住民の都市計画

に対する関心が高まった。 

このため、平成8年に住民のまちづくり組織である「後山を考

える会」を立ち上げ、産業廃棄物処理施設の立地抑制や自然環境

の保全及び地域コミュニティの維持活性化を主要な課題として

勉強会等の活動を開始した。 

(2) 里づくり構想 

後山を考える会では、平成12年までの間に、住民意向調査、

集落点検、立地企業への意見聴取などを丁寧に行っている。当初

は市街化調整区域の指定が厳しい土地利用制限を伴うため、産業

廃棄物処理施設立地抑制との天秤で住民も相当の迷いがあった

が、平成10年の都市計画法の改正で市街化調整区域における地

区計画の決定が可能となったため、市街化調整区域の指定とあわ

せて地区計画の決定に取り組もうとする機運が高くなった。 

このため、本市では平成13年、後山を考える会にコンサルタ

ントを派遣して活動を支援している。この地区計画を目指す地域

活動を支援する目的で行うコンサルタント派遣は、地域の活動の

進捗に応じて適切な時期に必要とするだけの支援ができるよう、

地区計画素案の作成までの活動を概ね４段階に細分割し、現場で

の必要度に応じてコンサルタントを派遣できるよう工夫してい

る。従前本市で行ってきた一括して契約する方法に比べ、地域の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 後山地区の様子 

上位計画等による地区の分類 

住民によるまちづくり計画

の策定 

開発計画の熟度に応じて任

意に地区計画の決定 

地区内の要件に該当する区

域を一括して地区計画の決定 

既存集落型 西風新都計画誘導型 

（まちづくりタイプ）

住民によるまちづくり計画

の策定 

個別の開発・建築許可等 ⇒ 建築確認 ⇒ 建築 

図－１ 集落地の地区計画を活用した建築の流れ 
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活動で意見調整に時間を要し、不運にも挫折した場合などの無駄

な予算執行を防ぎ、住民にとっても活動に節目ができるという利

点がある。 

後山を考える会では、コンサルタントの指導を受けながら半年

後に「里づくり構想」を策定している。「里づくり構想」は、地

区計画を前提とした建築物の立地のみならず、棚田を中心とした

農地の保全活用、自然環境の保全、既に立地している福祉系専門

学校や寺社等歴史的資産を活用した交流などに着眼し、地域を

10 の区域にゾーニングしたほか、道路整備や登山ルートなどの

施設整備を盛り込んだ地域の総合的な将来構想である。 

(3) ワークショップによる取組み 

「里づくり構想」策定後、後山を考える会では地区計画の素案

作成に向けて具体的に活動を始めている。後山を考える会の中に

地区計画部会と称する専門部会を立ち上げ、本市からは、次の段

階に係るコンサルタントの派遣を行っている。素案作成にあたっ

ては、コンサルタントがファシリテーターを務めるワークショッ

プを繰り返し行いながら熟度をあげていった。こうした活動の中

で、行政の立場で行った説明のうち特徴的であった2例を紹介し

たい。 

一例目は、地区計画の決定に伴い固定資産税がどのように変化

するかという内容である。結論を単純化して荒っぽくいうと、市

街化調整区域における地区計画の決定によって固定資産税に影

響する土地は「未利用宅地」であり、他の「建築物のある宅地」

や「農地」などは影響しない。これは、未利用宅地が、建築物の

立地ができる状態にありながら制限を受けているため、評価額に

対して２分の１の減価補正がかけられており、地区計画の決定に

よって、この減価補正が適用されなくなるためである。しかし、

実際には、急激な負担増を回避するための負担軽減措置によって

急激に税額が上がらないようになっている。 

こうした税制は、後山のように地域の自然的価値を大切にしな

がら息の長いまちづくりをするには有利である。すなわち、未利

用宅地の地権者に対しては、数年の猶予を与えながら積極的な建

築行為を促す効果を生んでおり、一方の農地の地権者に対しては、

建築行為の可能性を付与したことになり、引き続き農業をするこ

とで地域の里山的な景観に寄与しつつ、未利用宅地の市街化状況

を見極めながら、廃農や世代交代の時期を捉えて建築行為に踏み

切ることができる。この時間差が、地域全体を長期的な視点でと

らえた場合、当面の地域の活性化と息の長い地域コミュニティの

維持を誘導している。 

また、本市にとっては、減価補正の解除と新築による固定資産

税の増収を生み、地権者にとっては、土地の賃借に係る収入が生

まれるということも後押しの要因となる。 

二例目は、個人が何でも相談できる日を設定したことである。

筆者の職場では「よろず相談日」と呼んでいる。よろず相談日は、

朝から夕方まで地域の集会所等を借り切り、職員が常駐して、い

つでも相談に来ることができるというシステムである。地域住民

としては、大勢の前での発言をためらったり、個人的な事情のた

め質問しにくかったりすることもあるが、よろず相談日では、自

分の都合のよい時間帯に個人の事情に関連して相談できるため、

より理解が深まり、住民と行政との間に信頼関係を築くことがで

きるという利点がある。多くの方が相談に来られ、地区計画に対

する合意形成の一助になったように思っている。 

(4) 地区計画の概要 

地区計画の内容を検討するにあたって、後山を考える会では、

地域活性化のために全域を地区計画の区域にして迷惑施設以外

は何でも建築可能としたいという意見もあったが、さすがに行政

の立場からは意に沿うことはできないので、そこは丁寧に説明し

て理解を得たうえで内容の検討を進めた。 

当該地区は中山間の集落地にあたり、区域の設定については、

表―1に示した要件をクリアしながら設定している。また、技術

的な基準のうちで最も影響の大きかったものは、“現道の幅員が

4メートル以上の道路から30メートルの範囲内”というもので

ある。この要件は、将来的にも当該地区が市街化調整区域である

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3 里づくり構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―4 地区計画を紹介する記事 
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ことを念頭に、行政として基盤整備にかかる投資を避けるために

設けられたものである。さらに、建築物の用途では、自然環境を

活かした住宅の立地を中心として、小規模な生活利便施設を認め

るよう、第二種低層住居専用地域に準じた内容としている。その

他、敷地面積の最低限度を200平方メートルにし、壁面後退を設

定するなどして、周辺環境に配慮しながら「里づくり構想」に基

づいた計画内容とした。 

この地区計画は、後山を考える会の会長がリーダーシップを発

揮され、最終的には地域で一体的な一つの地区計画となり、図－

4 のようにマスコミに活動が紹介され、平成 25 年 2 月に都市計

画決定した。 

 

4 石内地区 

(1) 地区の現状と課題 

石内地区は、本市の都心から西北西方向に約8キロメートル離

れた西風新都の中にあり、石内川沿いに農地のひろがる農業集落

である。地区のほぼ全域が農業振興地域に指定されているが、農

業的な投資は行われておらず、農用地区域はない。また、石内川

の東側には、4車線の幹線道路（通称「石内バイパス」）が平成6

年に開通している。 

 西風新都の当初計画となる「広島西風新都建設実施計画（平成

元年）」の中で、平地部のまちづくりを進める「計画誘導地区」

に位置付けられ、面的整備を行う地区とされた。これを受け、平

成3年に住民のまちづくり組織「石内まちづくり協議会」を立ち

上げ、土地区画整理事業の検討を進めたものの、社会情勢の影響

などから思うように進まなかった。 

 石内バイパス開通後しばらくして沿道の開発圧力が高まり、早

期に土地活用したい地権者は、現状にいらだちを覚えるようにも

なり、個別の開発計画に柔軟に対応しながら地域全体を計画的に

市街地整備することが課題となった。 

本市では、平成20年に「広島西風新都建設実施計画」を「ひ

ろしま西風新都都市づくり推進プラン」に改め、石内などの計画

誘導地区を“住民が主体となって地区計画を活用する”方針に変

更した。これを受けて石内まちづくり協議会では、地区計画を活

用した計画的な土地利用に取り組むことになった。 

(2) まちづくりワークショップ 

石内まちづくり協議会では、地域のまちづくり手法を土地区画

整理事業から地区計画に転換したものの、将来に向けた全体の方

向性については住民で共有したいと考えていた。このため、宅地

化に向けた土地利用転換が期待されている石内バイパス沿道を

中心に、地域の中央部を流れる石内川以東の区域を対象として、

まちづくり計画の策定に取り組むことにした。この際、できるだ

け住民の意向を反映させることができるよう、ワークショップ方

式による検討を進めることとし、ファシリテーターとなるコンサ

ルタントも自らの会費の中から雇っている。 

検討は、大きく3段階に分けて行うこととし、第1段階は、主

に地区計画に関連する制度や税金への影響などの勉強会をした。

第2段階では、検討地区を構成する6つの町内会のグループに分

かれ、排除したい建物の用途や地区内に必要な道路の配置などを

出席者全員が参加するよう配慮しながら進めた。この際、上中と

いう町内会では、建物の用途を書いたカードを用意し視覚的に進

めたり、意思表示に「○×棒」を使用したゲーム方式とした。   

また、地域の模型を置いた部屋を真っ暗にして、懐中電灯で冬至

の日の日影を映し出すといったおもしろい取り組みも行ってい

る。第3段階では、全体を対象とした会において、地区別に検討

した内容について意見を出し合い、計画の一本化を図った。 

こうしたワークショップ方式による検討を進めたことにより、

女性の参加も多くみられ、意見交換も活発に行われたのではない

かと感じている。 

(3) まちづくり計画 

石内まちづくり協議会がとりまとめたまちづくり計画(1)は、将

来の方向性はもとより、地区計画の素案を作成する際の手引とい

う面に重きを置いている。これは、地区全体の土地区画整理事業

は断念したものの、先述したまちづくり計画の存在意義を最大限

に生かして、地区計画を活用しながら土地区画整理事業に近い市

街地整備を期待するためである。 

幹線道路に面する土地については土地活用の需要も高く、単位

面積当たりの造成費等も比較的安くすむことから、早期に市街化

されることが容易に想像される。これを開発の技術基準のみで進

めると、幹線道路に面して開発された土地の背後地については、

最悪の場合、接道の確保ができなくなることが懸念される。また、

建築物の用途制限などは地域で統一されていないと、良い住環境

を確保するという点では効果的でない。 

図－7 は、「石内まちづくり計画」の区域を部分的に示したも

のであるが、建築物の用途制限を沿道地区と住居地区に分けて設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図―5 石内地区の様子（中央に石内バイパス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－6 日影に関するワークショップ 
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定し、地区内道路の配置などは、地区計画と同等程度に具体的に

定めており、この計画に即して、幹線道路沿道でとりあえず地区

計画を決定して開発や建築行為が行われても、石内まちづくり協

議会としては安心していられるにちがいない。 

このまちづくり計画に沿って、すでに石内上中地区など２地区

の地区計画が具体化しており、現在3地区目が地区計画素案の作

成に向けて活動しているところである。 

 

5 まとめ 

 表―2は、後山地区と石内上中地区において定められた地区計

画の概要をまとめたものである。後山地区は、人口減少や高齢化

により衰退しつつある集落地の活力を取り戻すために、新規の住

宅を誘導するよう地区計画を活用し、石内上中地区は、幹線道路

沿道の開発圧力を地域が求める将来像に導くため、用途制限を主

体とした内容となっている。 

両地区は、集落地の置かれた環境と目指す到達点に応じて、地

区計画で定める制限内容が異なっているが、両地区とも住民が自

ら描いた地域の将来像を都市計画に書き直したものであるとい

うことを評価したい。 

本市では、市街化調整区域における開発（個人的なものを除く）

は、原則として、都市計画法第34条に適合して許可となる前に

マスタープランへの位置付けを求めており、大規模開発を位置付

ける都市マスタープランと同じように、集落地のまちづくりにつ

いては、住民が自ら策定するまちづくり計画が、その後の地区計

画を定める際のマスタープランとなることに重要な意義を持つ。 

 行政やコンサルタントについては、住民の活動を支援する中で、

土地利用計画の意義や都市計画に関する情報を発信し、地域住民

の策定するまちづくり計画に自らの意向を反映する仕組みとな

り、こうした方式を「住民主体の都市計画」の一つの型として提

案してみたい。 

 

6 終わりに 

筆者の個人的見解を許してもらえば、今後の都市計画は“地

域が自ら考えた将来的な方向性を事前に明示し、都市計画による

緩やかな規制と誘導により、民の力を活用して都市づくりを実現

する”という期待がかけられていると思っている。 

本稿で紹介した両地区はこの実践例として、地区計画の前段

にくるまちづくり計画の意義に焦点をあてながら紹介したが、こ

の事例が他の地域で参考となれば幸いである。 

最後に、これまでまちづくり計画や地区計画の策定に努力し

てこられた住民の皆様に敬意を表するとともに、ワークショップ

を運営してきた山下和也氏、この報告文に関してご指導いただい

た飯田直彦氏、並びに関係してきたすべての方々に感謝いたしま

す。 

 

補注 

(1) 以下の資料については、広島市のホームページからダウンロ

ードできる。 

・「広島市市街化調整区域における地区計画の運用基準」 

・「石内まちづくり計画（バイパス沿道編）」 

・「活力創造都市“ひろしま西風新都”推進計画２０１３」 

(2) 西風新都とは、中四国地方の成長・発展を牽引するような

活力にあふれた拠点を形成しようとする政策プロジェクト

であり、「活力創造都市“ひろしま西風新都”推進計画２０

１３」(1)において、山地部の大規模な開発を計画開発地区に、

平地部の集落を計画誘導地区に位置付け、計画的な市街地

形成を推進している。 

(3) 運用基準においては、中山間地の集落地（既存集落型）の

要件で、“まちづくり構想が策定されていること”として、

まちづくり計画と使い分けているが、本稿では、簡単のた

め、あわせて「まちづくり計画」と表現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－7 石内まちづくり計画図（部分） 

   沿道地区 
   住居地区 
   地区施設（道路）

表―2 後山地区と石内上中地区の地区計画の対比 

後山地区 石内上中地区

約27.7ha 約2.4ha

　人口減少や高齢化によ

り活力が低下。良好な居

住環境の形成と定住条件

の緩和を図り持続可能な

里づくりを目指す。

　西風新都の計画誘導地

区として、計画的で魅力
ある市街地環境の形成を

図る。

土地利用
　良好な環境の住宅地及
び生活利便施設の立地を

図る

　幹線道路沿道にふさわ

しい土地利用を進める

地区施設 　既存の道路を生かす 　既存の道路を生かす

建築物の用途

　住宅、学校、老人ホー

ム、小規模な店舗等に限

る

（近隣商業地域を前提）

神社等、ボーリング場

等、ホテル等、畜舎、映

画館等、倉庫業倉庫、風
俗営業の用に供する建築

物は建築できない

容積率 － 200%

建ぺい率 － 70%

最低敷地面積 200㎡ －

最高高さ 10m －
斜線制限

（隣地、道路、北側）
斜線制限（隣地、道路）

壁面の位置 道路から1m以上 道路から1m以上

形態・意匠
自己用以外の広告物を禁

止

自己用以外の広告物を禁

止

垣・さく －
生け垣、網状、高さ1.2m
以下のいずれかに限る

地

区

整

備

計

画

方

針

面　積

目　標
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