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コペンハーゲン市におけるローカルプランの内容分析
－ローカルプランの策定を要する場合とコムーネプランとの関係について－
Consideration of the Content of Local Plans in the City of Copenhagen
- A Study of Cases Requiring the Formulation of Local Plans and Their Relation with Municipal Plans 木村祐太*・鶴田佳子**
Yuta Kimura*･Yoshiko Tsuruta**
This study examines cases where local plans are formulated at the discretion of the city of Copenhagen, Denmark,
through an analysis of local plan documents. Our investigation revealed that local plans are formulated in the
following four situations: (1) when municipal plans must be supplemented; (2) during large-scale project
development; (3) when a clarification of planning permission standards is required; and (4) during the construction of
public facilities. Furthermore, for case 1, local plans must be formulated regardless of plan size. Two primary
purposes exist for their formulation: one is the mitigation of building regulations and changes in land use stipulated in
the municipal plan, and the other is the formalization of details related to land use conformance in a development
project application. Additionally, we found that local plans are formulated even on a small scale in cases 3 and 4.
Keywords:
Local plan, Municipal Plan, Formulation purpose, Copenhagen
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1．研究の背景と目的

カルプランについて、コペンハーゲン市の策定済みローカル

デンマークの都市計画における住民参加は、成熟した民主

プランの各計画書３）を用いた事例分析により、どの様な場合

主義を背景に、公と私が補完し合い、信頼に基づく対話によ

にローカルプランの策定が求められるのか、また、ローカル

１）

って実施されている点で評価されている 。このデンマーク

プラン策定によって期待されている効果を把握することを目

の都市計画の基礎となるのが、市が策定するローカルプラン

的とする。

（Lokalplan）である。ローカルプランは、対象となる地区が
2．研究の方法

どのように開発、利用されるべきかを規定し、資産所有者に
対して法的拘束力を持ち、法的拘束力を持たないコムーネプ

コペンハーゲン市の策定済みローカルプランとして、2014

ラン（市町村計画 Kommuneplan）で定められた土地利用規定

年中に公開ヒヤリングが完了した、新規策定と位置づけられ

の枠組みを実行する役割を持つ。

ている 18 件を分析対象とした。

ローカルプランについては、デンマークの国土計画、地域

ローカルプラン策定には、新たなローカルプランの策定を

計画、市町村計画を包括する空間計画の基本法である計画法

行う新規策定と、既存のローカルプランに修正を加える改正

5 章§13 の 2 項に「大規模な土地の分割や大規模な建築や事業

があるが２）、本研究では、
「どのような場合にローカルプラン

（解体を含む）が行われる前と、コムーネプランの実現を確

の策定が求められるか」との研究目的に照らし合わせ、新規

実にする必要があるときは、ローカルプランを定めなければ

策定のローカルプランを分析対象とした。

２）

ならない。
」と規定されているが、既往研究

分析対象 18 件の各ローカルプランの計画書３）に記載され

では、ローカ

ルプラン策定を要する場合について、開発・建物規模といっ

ている事項より、策定背景・目的、計画内容等を把握した。

た具体的かつ詳細な数値基準等はなく、市の裁量的運用が行
3.ローカルプランの策定を要する場合

われていることを明らかにしてきた。

3－1．ローカルプラン策定背景・目的の傾向

例えば、コペンハーゲン市では、建物用途の変更、低層建
物地域における高層ビルの建設、40 戸以上の住宅プロジェク

分析対象 18 事例のローカルプラン計画書に記載されてい

トの場合等をローカルプラン策定の目安として設定している。

た策定背景・目的には、表 1 に示すように①地域の枠組み・

更に、こうした目安についても、地域社会に対して大きな影

用途地域の変更、②建築・開発計画を可能にする、③地域の

響を与えると市議会によって判断された事例については、そ

魅力向上、④歴史・景観保全、⑤住宅の利用規定の変更、⑥

の規模の大小に関わらず、ローカルプランの策定が行われて

公共施設の建設、があり、更にこれらの目的と併せて⑦コム

（１）

いるとのことである

。しかし、どういった場合に、どのよ

ーネプランの追加・修正を記載している事例が 7 事例あった。

うな目的でローカルプランが策定されるのかといった具体の

これは、既往研究での「具体のプロジェクト申請に応じたロ

策定事例の分析には及んでいない。

ーカルプランという詳細計画を以て、コムーネプランの具体

そこで、本研究では、市の裁量的運用が行われているロー

化・詳細化を加筆するという「コムーネプランの追加」と称
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する運用」４）に対応する事例と考えられる。また、計画書の

た。これは、コムーネプランの追加・修正を要する用途変更

策定背景・目的に記載がなくても、ローカルプラン策定に併

を伴うものや、策定範囲が広範囲に及ぶといった地域に対し

せてコムーネプランの追加・修正が行われている事例も 3 事

て大きな変化を伴うような場合、既存のローカルプランの修

例（表１※）あった。

正という形式ではなく、新規のローカルプランとして策定さ

3－2.コムーネプランの追加・修正を伴う場合

れるためである（３）。

「⑥公共施設の建設」を目的とするローカルプランを除く

今回事例分析を行ったコムーネプランの追加・修正を行う

と、64％（9/14)でローカルプラン策定に併せてコムーネプラ

全てのローカルプランで、コムーネプランとの間で齟齬が生

ンの追加・修正が行われていた。この場合、計画されている

じないよう、既存のローカルプランを廃止した上で、新たな

建物の延床面積は 2,993 ㎡～241,000 ㎡とばらつきがあった。

ローカルプランの策定が行われていることが確認できた。

計画規模については、市としては厳密な規定はないが、運

一方、No.512 のように、コムーネプランの追加・変更が行

用において、延床面積 50,000 ㎡を超えるものを「大規模」と

われていないにも拘わらず、既存のローカルプランが廃止さ

みなし、ローカルプラン策定に関する作業を開始すべきかを

れ、新規ローカルプランとして策定される事例もあることが

決定する根拠資料となるスタートアップドキュメントの作成

分かった。これは、No.512 のプラン内容が、ハウスボートの

５）

を要する基準としている 。それに対し、コムーネプランの

使用規則を定めるものであり、土地利用の変更がなく、コム

追加・修正を要する場合は、計画規模が小さくてもローカル

ーネプランの追加・修正が不要であったためと考えられる。

プランが策定されていることが確認できた。
3－3.コムーネプランの追加・修正を伴わない場合

また、本研究では、既存ローカルプランの修正ではなく、

3－3－1 公共施設の建設に関する場合

新たに策定されるローカルプランとして取り扱われている新
規策定を分析対象としたが、
18 事例の分析の結果、
50％
（9/18）

「⑥公共施設の建設」を目的とするローカルプランでは、
何れのプランでもコムーネプランの追加・修正が行なわれて

のローカルプランには既存のローカルプランが策定されてい

表 1 個別のローカルプランの調査結果

策定背景・理由
分

502

地域の枠組みの変更のためにローカルプラ
ンの策定とコムーネプラン2011の改正が必
要

506

開発計画を可能にする新たなローカルプラン
の策定とコムーネプランの加筆が必要

509

菜園付き住宅地における土地の利用方法の
変更

510

既存ローカルプランの限度を上回る計画の
ため、新たなローカルプランの策定とコムー
ネプランの加筆が必要

512

住居
地区

行われるプロジェクトがローカルプランを策
定しなくてはいけない大規模建築であるた
め。

516

エリア区分を住居エリアへ変更するため、コ
ムーネプランと併せてローカルプランの策定
が必要

517

グルントヴィークス教会周辺の建築的・文化
的な建造物の保存

522

既存のローカルプラン438を廃止し、新たに
No.522とコムーネプランの補足を作成するこ
とで、より自由度の高い建設を可能にする

503

大規模建築物建設のため、新たなローカル
プランの策定とコムーネプランの加筆が必要

508

北欧地域最大の会議・展示センターである
Bella Centerの地位を高め、会議都市として
のコペンハーゲンを強化

518

ビジネスエリアから、住居と商業が混在する市街
地へと用途変更

524

Nordhavn計画の第3段階目としてSundmolen
地区を住宅とサービス産業において発展さ
せる

507

Nokkenの今後の方向性を確立するために
も、コムーネプランについて検討し、要求を
満たす解決策を探すため。

コテージ
エリア

505
511
513
515

公共
目的の
ための
エリア

③
地
域
の
魅
力
向
上

類
④
歴
史
・
景
観
保
全

⑤
の住
変宅
更の
利
用
規
定

⑥
公
共
施
設
の
建
設

○
○

⑦
のコ
追ム
加
建物の
・ ネ 規模
修プ
正ラ
ン

○

○

○

○

－

○
○

文化・建築的価値の向上とともにアーバンラ
イフの枠組みの確立

514

住商
混合
地区

②
を建
可築
能 ・
に開
す発
る計
画

○
〇

○
○
〇

○
○

－

－

計画
面積
ローカルプラン策定時 ローカルプランで想定
／延床
（現状）の土地利用 されている土地利用
面積
（㎡）
2,648
/3,445

ヴィラ(含付属建築物）2棟
3階建賃貸物件1棟

スーパーマーケット(1500㎡)
単身者用住居(1945㎡)

117,000
/70,000

Mjølner公園とHothers広場（約53000
㎡）

集合住宅の建設とランドスケープ

－

37,000
/—

休暇用の別荘として夏季にのみ利用
／建蔽率10％以下

菜園付住宅の利用方法についての
規定を定める。

No.252

9,000
/4,000

商業用建物と居住用建物が混在

既存の店舗を維持したまま、 40戸
の新しい家族世帯向け住居建設

No.34,
280,428

140,000
/－

中世の歴史的地区と開発されたオー
プンなエリアを結ぶ重要な場所

ハウスボートの使用、場所、外観に
ついて規定

－

11,000
/12,000

ポンプ場の解体された跡地
一部に古い木造兵舎がある

保育所建設の検討
テラスハウスとアパートを含む開発

No.54

＊1

○

○

○

○

No.378

4,477
/2,993

変圧器ステーションの旧制御エリア跡
38戸の住戸を含むアパートを建設
地

－

－

－

98,000
/－

教会およびその周辺建築物に劣化が
教会周辺の歴史的建造物の保存等
見られる

○

○

No.438

18,830
/26,700

未利用地
一部に機械作業場などがある

No.346

55,000
/44,700

既存工場を解体し工業地区から住商
商業施設を含む住宅地の建設
混合地区への変更エリアの空地部分

No.342

180,000
/241,000

大型施設(北欧地域最大のコンベン
ションセンターBella Center）がある

施設の充実と交通環境の整備

No.83

9,250
/16,800

卸売場等が立地するビジネス地区

居住地とサービス業が混在したエリ
アへ用途変更する

80,000
/137,000

工場の大型倉庫群と駐車場

倉庫を商業施設にコンバージョン
新しい建物エリアに住居を建設

夏季と冬季の数日のみ宿泊可能な別
永住用の住居化
荘／永住用としては利用不可

〇

○

○

○

○

※

○

※

○

○
○

○

－

－

－

＊2

－

－

－

110,000
/－

・レクリエーションスペースの拡大
・建築的価値のある建物の保全

○

－

－

－

19,896
/7,496

Christianshavns Kanal（クリスチャンハウン運
河）をまたぐ橋の建設

○

－

－

－

―
/―

－

32,000
/5,908

資金確保のための土地の売却を行う上で、
コムーネプランによる用途規定が必要。

－

○

新たな体育館の建設を可能にする

○

○

土地利用

※

〇

○

市
プ
ラ
ン
へ
の
対
応

－

○

－

〇

用途
地域

既
プ存
ラの
ンロ
有
無カ
ル

ー

ローカルプラン
策定の理由
(要約）

①
用地
途域
地の
域枠
の組
変み
更 ・

コムーネプラン
変更内容

ー

土策
地定
No.
区後
分の

他のプランとの関係 面積

〇

○

－

No.286

＊3

520,000
/70,000

タワービルを含む建設プロジェクト

Katrinedal学校

コースの追加に合わせ、レクリエー
ションスペースを増やす

歴史的都市の中心となる場所

デザイン性のある橋を建設する

Voldparken学校

体育館の建設
本館西側での建設を可能にする

コペンハーゲン最大のスポーツエリア 地区のグレードアップ／街全体に
であるValbyIdrætsparkが位置する
とっての魅力的なスポーツエリアに

注1）※は計画書の策定背景・目的に記載なくムーネプランの追加・修正が行われた事例
注2）延床面積の「－」は計画書に記載が無かったことを示す
注3）＊は市の開発プランを示す ／ ＊1：市開発プラン策定(2012年） ／＊2：Nordhavn計画(2005年）／＊3：Valby運動公園開発戦略(2013．2）
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更」に該当する事例であったが、計画面積は 37,000 ㎡であり、

いなかった。
公共施設のうち、遊歩道に架ける橋の建設で特定の敷地面

「大規模」の基準である 50,000 ㎡を下回る。No.509 は菜園付

積を有さない No.511 を除き、延床面積を考察すると、No.505

き住宅の永住利用を合法化することを目的として策定された

の 7,496 ㎡、No.513 の 5,908 ㎡と小さく、No.515 以外は市が

ものであり、コペンハーゲン市では近年、土地所有者からの

「大規模」とみなす 50,000 ㎡を超えていない。

菜園付住宅を永住用として利用できるように変更して欲しい

このことから、学校や橋といった多くの人々が利用する公

との要望が多く、菜園付住宅を永住用として利用できるよう

共施設に関する計画については、計画規模の大小に関わらず

に変更が行われている７）。このような場合、コムーネプラン

ローカルプランの策定が必要とされるのではないかと考えら

の追加・修正を伴わない、小規模な事例であっても、建築許

れる。

可基準を明確に提示するためにローカルプランの策定が必要

3－3－2 その他の場合

になると考えられる。

「⑥公共施設の建設」を目的とした場合を除く、コムーネ
プランの修正を伴わない No.509、No.512、No.517、No.524、

4.コムーネプランの追加・修正を必要とする要因

No.507 の事例を見てみる。なお、④歴史・景観保全といった

コムーネプランの追加・修正を伴うローカルプランの計画

建築物の建設を目的としないローカルプランについては、延

内容を分析し、どのような要因により、コムーネプランの追

床面積の記載が無いため、規模を判断する根拠として、延床

加・修正が必要とされたのかについて考察を行った。

面積以外に計画書に記載があった、ローカルプラン策定対象

なお、コムーネプランで定められている用途地域には「＊」

エリアの面積（以下「計画面積」
）で考察した。

が付記されたものがある。これらは基本的には用途地域ごと

No.509 を除いて計画面積が 140,000 ㎡、98,000 ㎡、80,000

に規定されている許容値に準じた計画が行われるが、建物高

㎡、110,000 ㎡と何れも大規模な計画であることが分かる（表

さや容積率といった特定の項目により開発を行うことができ

1）
。また、その中でも No.524 は国とコペンハーゲン市の合意

ない場合、その項目に限定して特例の制限の緩和を行う場合

による Nordhavn と呼ばれる港地区におけるウォーターフロ

として定められた派生的な用途地域である８）。

ントの再開発を行う計画６）について定めたものであり、計画

用途地域はアルファベットと数字で表記され、アルファベ

面積だけでなく延床面積も 137,000 ㎡と非常に大規模な建物

ットは用途地域の区分を示している。また、同じ用途地域で

の建設を伴う計画であった。

あっても規定される許容値が異なる用途地域ごとに数字が割

こうした大規模な計画の策定目的を見ると、No.512 と

り振られている。

No.517 は「④歴史・景観保全」
、No.524 は市の開発戦略に関

例えば No.506 の場合、
B3 から B5 に変更されるエリアと、

わる「③地域の魅力の向上」
、No.507 は「⑤住宅の利用規定

S2 から C2 に変更される 2 つのエリアがある（表 2、図 1）
。

の変更」を図ることを目的として策定されたローカルプラン

前者の場合、アルファベットは B のまま数字のみが変更され

であった。

ていることから、用途地域は住居地区で維持され、規定され

一方、No.509 は No.507 と同様に「⑤住宅の利用規定の変

る許容値のみが変更されていることが分かる。一方で後者の

表 2 コムーネプラン内容と変更点
コムーネプラン
番号

変更前の 変更後の
用途地域 用途地域

特に
必要な
変更点

容積率(%)

規定されている許容値
フリースペースの
最低限度(%)
建物高さ(m)
住宅
職業

502 B3

B4

容積率

110→1３0

20→2２

50→40

15→10

B3

B5

容積率

110→185

20→24

50→30

15→10

S2

C2

用途地域

150

24

40

10

510 B5*

B6*

容積率

150→185

24ｍ

60→30

15→10

514 B3

B3*

建物高さ

110

20→26

50→60

用途地域

110 同じ

24→20

不明注）→60

506

516 T2の一部 B3

コムーネの内容

＊の目的

・容積率130％、建物高さ20～22、住宅・商業
のフリースペースをそれぞれ50％、10％に変
更

—

・サービス業の立地を可能にする
・容積率の引き上げ（建物容積増／
駐車場・空地の確保）

—

・容積率を185％、住宅のフリースペースを
30％に変更
・その他の建築規則は変更されない

枠組みが住居にも関わらず商業、教育、
工芸の組織化を可能にする

15

建物高さの限度を26ｍに変更

近隣の建築物の分類や建物高さに合わ
せるため

－

インフラ整備地区（供給処理施設）から住居地
区への地域区分の変更

522 C2*

B5*,S3*

容積率

150→150,225

60→30,60

40→40

503 B3*,C1*

B4*

容積率

90→140

17→42

不明注）→45

508 S1*

C3*

建物高さ

110→170

75

50

15

・容積率170％、住宅割合40％に変更
高さ39mを超える建物の建設を可能にす
・最大75m規模の建設のため＊の内容の変更 るため

518 E1*

C3*

用途地域

110→185

20→24

25～75

15→10

計画に伴い、エリア区分を混合業務地区から 最低40％としなければならない住宅割合
住商混合地区へ変更する
を25～75％と見積もることができる

S1,S1*,
S3*

用途地域

515

O2*,B1*,
E1

10→10

—

住商混合地区のエリア区分を住居地区・サー
建物高さの最大を60ｍとすることができる
ビス業地区に変更

110→110,110,
24→20,24,24 不明注）→50
185

不明注）→10 B3*,C1*をB4*に統合する

O1*：特に変更点なし
自治体が開発資金とするため所有する土地と O2*：エリアは市町村計画の内容に従い
規定される
S1*：建物高さ24ｍまで
用途地域を変更
S3*：建物高さ40ｍまで

不明注）→15 ValbyIdrætsparkの端の一部の売却に際し、

用途地域：B：住居地区
C：住商混合地区
S：サービス業地区
E：混合業務地区
T：インフラ整備地区
注）策定時期の古いローカルプランの計画書で従前の数値の記載がないものは「不明」とした。
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例えば No.514 の対象となるエリアでは、用途地域が B3 で
指定されており、建物高さが 20ｍまでしか許可されない（表
2、図 2）
。しかし、No.514 で開発が予定されている住宅地の
中には高さが 24ｍの集合住宅が計画されており、許容値であ
る 20ｍを超えているため、既存の用途地域では予定されてい
る建物を建設することができない。そこでコムーネプランで
用途地域を B3 から B3＊に変更し、建物高さに関する制限を
20ｍから 26ｍへと緩和を行うことで、エリア内での建設を可
変更前

変更後

能としている。同様に No.508 では建物高さ制限の緩和を行う

ローカルプラン No.506 計画書掲載図９）に加筆

ことで、高層ビルの建設を実現している（表 2）
。

図 1 用途地域の変更例（No.506）
場合は、アルファベットが S から C へと変更されていること
から、用途地域がサービス業地区から住商混合地区へと変更

次に、容積率を「特に必要な変更点」としている事例をみ
ると、No.502 のプランでは、対象となるエリアの用途地域が
B3 で指定されており、
容積率が 110％までしか許可されない。

されていると分かる。ただし、付随する数字は用途地域ごと

しかし、No.502 で計画されている若者向け住宅の容積率は

に規定される許容値が異なるため、数字が同じであっても、

130％であり、許容値である 110％を超えているため、既存の

アルファベットが異なる場合、容積率や建物高さの許容値が

用途地域では計画されている建物を建設することができない。

同一であるとは限らない。

そこでコムーネプランで用途地域を B3 から B4 に変更するこ

また、コムーネプランの追加・変更が行われていた各ロー

とで、容積率に関する制限を 110％から 130％へと緩和し、エ

カルプランの計画書には、プロジェクトを行う上で建築物の

リア内での建設を可能としている。同様に容積率を「特に必

形態規制に関わる許容値の変更が必要とされている事項につ

要な変更点」とした事例では何れも容積率の引き上げが行わ

いて記載がされていた。表 2 ではその事項を「特に必要な変

れており、No.506 と No.510 では集合住宅、No.522 では住居

更点」として記載しているが、その事項に併せて用途地域の

機能を有するタワービル、No.503 では商業機能を含む大規模

変更が行われるため、連動して他の規制事項の許容値も変更

集合住宅地の建設を可能にしている(表 2)。

される場合が多いことが分かった。
以上を踏まえた考察の結果、No.502、No.506、No.510、No.522、
No.503 のローカルプランでは容積率、No.514、No.508 のロー

また、緩和を目的としたローカルプランの中には、規定さ
れている許容値のみでなく、規定の用途地域に合致しない用

カルプランでは建物高さを「特に必要な変更点」としている
ことが分かった（表 2）
。

58～68ｍ

策定前の用途地域
34ｍ
※数値は最大高さ（ｍ）を示す

33～42ｍ

24～39ｍ
現行の制限で
制限の緩和が必要な計画建物
建設可能な計画建物
ローカルプラン No.514 計画書掲載図１０)に加筆

策定後の用途地域

最大高さ：58～68ｍ
ローカルプラン No.522 計画書掲載図１１)に加筆

図 2 建物高さ制限の緩和例（No.514）

図 3 ローカルプランによる詳細化例（No.522）
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途の建築物の建設を目的として用途地域の変更を行うものも

で新規ローカルプランの策定が行われることも確認できた。

あった。具体的には、No.506 ではサービス業、No.516、No.518

一方で、土地利用の変更を含まない No.512 のローカルプラン

では住居の立地を可能にする、また No.515 では市所有の土地

のように、既存のローカルプランの廃止・新規作成が行われ

売却に伴い、売却後の土地利用に融通性を持たせるための用

ているにも拘わらず、コムーネプランの追加・修正を伴わな

途地域の変更が求められていた（表 2）
。

い事例もあることが分かった。

以上のように、コムーネプランの追加・修正の多くは、新

次に、コムーネプランの追加・修正を伴わない場合には、

たなプロジェクトの実施にあたり、コムーネプランで定めら

3)公共施設の建設や 4)大規模な計画があった。3)は規模が小

れた既存の建築物形態規制や用途地域の変更による建築制限

さい場合でもローカルプラン策定対象となり、4)大規模な計

の緩和を目的としていることが分かった。

画については「④歴史・景観保全」や市の開発戦略に関わる

ただし、例外として、No.522 のプランでは B5＊のエリア

「③地域の魅力の向上」を目的とし、大規模と判断する基準

において建物の高さ制限が 60ｍから 30ｍへと規制が厳しく

「50,000 ㎡以上」に合致した運用であることが確認できた。

なっている事例も確認できた。この事例では、未利用地（一

一方で、
「⑤住宅の利用規定の変更」として菜園付住宅の永住

部に機械作業場）に対して住商混合地区の用途地域が指定さ

利用を合法化するためのローカルプランでは、計画面積が

れていたエリアを、住居地区とサービス業地区に分割した際

50,000 ㎡を下回っており、コムーネプランの追加・変更を伴

に、住居地区について高さ制限を下方修正したものであった

わない、小規模な事例であっても建築許可基準を明確に提示

（表 2、図 3 参照）
。

するためにローカルプランの策定が必要になったと思われる。

ローカルプランの策定が行われる以前、No.522 の対象エリ
謝辞

ア一帯は住商混合地区の用途地域に指定されており、エリア
内の高さ制限は一律に 60m であった。しかし、ローカルプラ

本研究にあたり、翻訳・分析作業にご協力頂きました岐阜

ン策定に際し、幹線道路に面する東側にサービス業地区、住

高専専攻科修了生河合有美さんに感謝申し上げます。なお、

宅地に隣接する南西側に住宅地区を計画することで、高層商

本研究は平成 26 年度科学研究費補助金基盤研究 C【課題番号

業建築物と住宅地の混在を避け、地域の活性化と住環境の快

26420637:研究代表:鶴田佳子】の助成を受けて行っている。

適性の向上を図っていることが読みとれる（図 3）
。

補注

このように No.522 は具体のプロジェクト申請に応じたロ

い土地利用方法について詳細化・具体化することを目的とす

(1) 例えば住宅の場合、コペンハーゲン市ではローカルプランの策定が求
められる目安を 40 戸以上としているが、歴史的に重要な価値や保存す
べき対象となる建物などが存在する特定のエリアなどの場合、40 戸に満
たない住宅建設でもローカルプランの策定を要するといった運用をし
ている（文献２）による）
。
(2) プロジェクトの背景、場所、図面、決定までの日程等を含んだ計画書
であり、市議会の常任委員会の一つである技術環境委員会（TMU）に提
出する。TMU はこのスタートアップドキュメントを元にローカルプラ
ン策定に関する作業を開始すべきかを決定する(文献２)による)
(3) コペンハーゲン市技術環境部都市開発課への訪問調査による（2017 年
9 月 20 日）
。

る、の 2 つのタイプがあることが分かった。
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