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まちづくり条例による基づく規制・誘導施策に関する考察
－独自の土地利用規制と都市計画提案制度を持つ条例の分析を通じて－
A Study on the Regulations and Policy Incentives derived from Town Planning Ordinances
-Through the analysis of ordinances that feature their own land use restrictions and city planning
proposal systems山添 光訓*
Mitsunori Yamazoe*
Notwithstanding the existence of a system based on the City Planning Act etc. that regulate land use (hereinafter the
“City Planning System”), many local governments have adopted their own town planning ordinances.
The aim of this paper is to consider the future of such town planning ordinances, through a series of analysis performed
on ordinances that feature their own land use restrictions and planning proposal systems, by examining: 1) the planning
system created thereunder; 2) land development activities etc. which are subject to notification/consultation thereunder;
and 3) treatment of mortgages thereunder.
The results of the analysis clearly indicate that town planning ordinances: 1) augment the City Planning System by
providing transitional measures that apply until the implementation of the City Planning System, and standing in its
place in regions that lack sufficient regulation on land use; 2) should ideally regulate holistically, by addressing the
planning system, definition of projects which trigger notification/consultation, as well as treatment of mortgages.
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要綱の関係に関する研究 3)、掛川市における住民参加型まちづく

1.はじめに
建築基準法による建築協定制度や都市計画法による地区計画

り計画に関する事例研究 4)、神奈川県の市町村を対象にした市民

制度など法令に基づく様々な土地利用制度が整備されているに

参加手法に着目した条例の運用実態に関する研究 5)、まちづくり

も関わらず、
多くの自治体において独自の土地利用規制を行うま

条例の発展プロセスに関する研究 6)、神戸市まちづくり条例に基

ちづくり条例が設けられている。

づくまちづくり協議会を事例とした制度運用に関する研究 7)、み

その理由の一つとして地区計画の活用のハードルが高いこと

よし市を中心とした青空型土地利用に関する研究 8)、安曇野市に

が原因にあるとされており、地区計画（土地利用制限強化型地区

おける事例をもとに線引き・非線引き都市計画区域の統合を目的

計画）が「建築自由」を前提として土地利用を強化する制度であ

とした自主条例に関する研究 9)、条例による都市計画への提案の

り、地区内の地権者の 90％以上の同意を住民に求める制度とな

仕組みに関する研究 10)がある。

っているとの指摘 1)がある。

まちづくり条例は、①土地所有者等で構成するまちづくり協

また、高度成長期に需要が増大する教育施設の整備費用に対

議会に対し、法人性を持たせ、地域のまちづくり活動への参加を

する開発者負担や開発・建築紛争を背景に多くの自治体で導入さ

促す、
②建築協定や地区計画制度のような法制度とは別の独自の

れた開発指導要綱に対し、国による行き過ぎ是正(1)や、行政側に

計画制度を持つ、②都市計画提案制度に基づく手続きを定める、

敗訴(2)の影響も要綱の条例化を促すこととなったと見られる。

④開発指導要綱の条例化により、
自治体独自の開発等の基準や住

1993 年には行政手続法が制定され、行政指導の透明性が求め
られることとなり、開発許可基準、審査基準や手続きを条例によ
り規定するまちづくり条例制定の流れに繋がったと見られる。

民等との調整ルールに法的規範性を持たせると言う多面的な性
格を有すると考えられる。
本稿においては最近のまちづくり条例の研究や調査報告によ

さらに1999 年の地方分権一括法の制定による機関委任事務の

る事例を元に、
独自の土地利用規制や都市計画提案制度を持つ条

自治化や条例制定権の拡大もまちづくり条例制定の動きを後押

例を対象に①独自のまちづくり計画制度と土地所有者等の合意

ししたと考えられる。

形成、②計画実現ための開発行為等における届出・協議対象、③

2003 年には土地所有者、民間事業者や住民等が都市計画決定
や変更について提案ができる制度(都市計画法第 21 条の 2)が設

担保措置に関し、一連の分析を行い、今後のまちづくり条例のあ
り方を考察することを目的とする。

けられ、
この手続きのプロセスをまちづくり条例において規定す
2.まちづくり条例の分析

る自治体も現れてきていている。
まちづくり条例に関する既往研究としては地域の合理性に着
目したまちづくり条例の意義と課題 2)についての論説、開発指導
*正会員
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2-1.分析対象の条例とその推移
まちづくり条例は 1981 年の「神戸市地区計画及びまちづく
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計画制度、4 条例が 3 つの計画制度、2 条例が 4 つ計画制度を持
つ(図-2)。
計画制度を持たない 4 条例は行政区域全域、或いは一定の区
域を設定し、独自の開発基準や手続きを定めている。
2 つ以上の計画制度を有する条例の場合、自治体が計画の決定
者として基本的計画を示し、地区別計画、テーマ別計画、或いは
拠点的開発計画を有する構造となっている。最も多い 4 つの計
画制度を持つ熱海市と練馬区の計画スキームを見ると前者は自
治体が行政区域全体の基本的計画を定め、
それにぶら下がる形で
2 つの地区別及び、テーマ型(緑化、環境等の特定のテーマに特化
したもの)の計画が位置づけられている。後者は条例に行政区域

図-1 まちづくり条例の推移

全体の基本的計画の定めはないものの、
都市計画マスタープラン
り協定等に関する条例」が制定されて以降、しばらくの間、事例

にぶら下がる形で、２つの地区別、施設別、テーマ型の計画が位

が見られなかったが、1993 年の行政手続法の制定以降、条例制

置付けられる構造となっている(表-1)。

定の動きが少しずつ見られるようになった。1999 年の地方分権

テーマ別の計画制度は上記の他、日野市、多摩市の条例におい

法制定以降は、複数の条例制定の年度も見られるようになり、

て見られる。

2003 年の都市計画の改正による都市計画提案制度の創設以降に

(2)計画の形式とまちづくりの団体

毎年 5 件以上の条例制定の動きが見られるようになった(図-1)。
まちづくり条例に関する研究は 1990 年代より行われているが、

計画の形式としては①自治体が決定するもの、
②地域のまちづ
くり団体等が自治体に申請し、
一定の審査を経て自治体が認定す

本稿においては、
近年の動向とその課題を把握することを目的に

るもの、
③地域のまちづくり団体等と自治体が協定を締結するも

2014 年と 2017 年の比較的新しい調査研究により抽出された 49

の、④その他として、地域のまちづくり団体が自治体へ提案、提

自治体、53 条例を対象(3)とし、調査・分析を行う(表-2)。

出、登録するものに分類できる。

2-2.独自のまちづくり計画の分析

最も多いのは①自治体決定の 36 であるが、この中には自治体

(1)計画の構成

が決定する基本計画も含まれることから、
これを除いた地区別計

分析対象とした 53 条例のうち、49 条例において条例を根拠と

画で比較すると認定が 26、自治体決定が 21、協定が 11 と続く。

する独自のまちづくり計画制度(以下、
「計画制度」
。)を有する。

分析対象とした 53 条例のうち、まちづくり協議会などの名称

半数以上の 28 条例が１つの計画制度であるが、15 条例が２つの

で条例にまちづくり団体を位置付けているのは 45 に上る(図-3)。
なお、まちづくり団体は、地区毎に設立されているが、テーマ
型の計画を持つ場合はこれとは別にテーマ毎に団体が設けられ
ることとなっている。

図-2 各まちづくり条例における計画制度の状況
表-1 熱海市・練馬区の計画制度の構造

図-3 計画の形式とまちづくり団体の位置づけ
(3)土地所有者等との合意形成
独自のまちづくり計画を持つ 49 条例の 78 計画制度において
認定や協定の締結等に際し、
土地所有者等の同意要件を定めてい
るのは 32 となっている。
このうち、土地所有者等の同意の割合は 2/3 が最も多く 20、
1/2 以上(過半を含む)が 6、3/4 以上が 3、8 割以上は 2 となって
いる。1/50 以上としているのも 1 条例ある(図-4)。
これらの同意要件は、計画の認定や協定等の発議、提案の前提
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表-2 まちづくり条例総括表(3)
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図-6 自治体における地区別計画数

図-4 計画に対する土地所有者等の同意率

戸市が圧倒的に多く 119 地区、次いで、氷川町と金沢市の 39 地
区、次いで世田谷区の 21 地区、鎌倉市の 15 地区、逗子市の 8 地
区、安曇野市、小山市、練馬区の 5 地区、3 地区は 4 自治体、2
地区の自治体は 4 つ、１地区の自治体は 14 となっている(図-6)。
神戸市の 119 計画のうち、101 地区は市街化調整区域（以下、
「調整区域」
。
）においる「里づくり計画」によるものであり、営
農や森林環境の保全に関する内容となっている。
金沢市の 39 地区中、34 地区は市街化区域、4 地区は調整区域
で、1 地区は都市計画区域外となっている。
図-5 都市計画提案制度の規定

氷川町は都市計画区域外において適切な開発誘導を目的に 39

条件となるもので、
認定等には自治体に上位計画等との整合など

地区において計画が定められている。
小山市においては 5 地区中４地区が調整区域、1 地区が市街化

の審査が行われることとなっている。
また、同意要件が 2/3 以上とされる都市計画提案制度について
は、分析対象とした 53 条例のうち 31 条例において手続きの規

区域と調整区域に跨る区域において計画的な開発誘導や営農環
境の保全を目的とした計画が定められている。
計画実績が全くないのは 22 自治体に及び、取り組みに大きな

定が設けられている(図-5)。

差が見られる。

(4)計画の実績
自治体 HP で公表されているものによると、地区別計画数は神

テーマ型計画の実績は熱海市と練馬区の 2 地区に留まる(表-2)。

表-3 公共施設にかかる計画の事例
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図-7 計画による規制項目

図-9 届出・協議等の対象となる行為

(5)計画の内容

計画と条例の両方の変更・見直し規定を持つのは 2 条例、計画

計画における具体的な規制項目の中で最も多いのは建築物の

の変更規定を持つのは 21 条例であるが、変更・見直しにかかる

用途や土地利用規制で 25、次いで建築物や工作物の高さや壁面

規定を持たないのは過半数を超える 27 条例に及ぶ(図-8)。

後退、建蔽率、容積率などの形態規制が 22、最低敷地面積や敷地

2-4.届出・協議の対象となる開発等

分割の禁止に関する規制は 15、道路等の公共施設に関する規定
を持つのは 6 計画制度に留まる(図-7)。

多くの条例では一定規模以上の建築・開発等の行為を行う場合、
自治体に届出・協議を行うことを規定している。

公共施設に関する規定を持つ計画は具体的な位置、
整備の手法

建築行為を対象としているのは 26 条例で、そのうち延べ面積

が示された計画は少ない。ここでは、比較的具体的に計画内容が

200㎡未満の小規模なものまで対象としているのは9条例と最も

に示されている 3 つの事例を取り上げる(表-3)。

多く、規模が大きくなるほど、少なく傾向にあるが、3,000 ㎡以

一つ目の世田谷区の「豪徳寺駅周辺地区まちづくり計画」は、密

上になると 6 条例に増加する。

集市街地にあり、区が計画主体として決定したものであり、既に

開発行為を対象としているのは 40 条例で、そのうち、開発面

事業化が予定されている道路拡幅を本計画に位置付けたものと

積が 200-500 ㎡未満を対象としているのは 12 条例と最も多く、

考えられる。

次いで 500-1,000 ㎡未満が 10 条例と続き、200 ㎡未満は 8 条例と

二つ目の多摩市の「聖蹟桜ヶ丘駅北口周辺地域街づくり計画」
は、聖蹟桜ヶ丘駅北口周辺地域街づくり協議会」が市に申請し、

なっている。
また、建築物や工作物による高さによる建築・築造行為を対象

認定を受け、将来、高度利用による土地利用転換されたことを想

としているのは 14 条例と延べ面積によるものを大きく上回る。

定し、
駅周辺にある低未利用地なアクセス経路や道路拡幅を位置

この他、土地取引を対象としているのも 7 条例見られた(図-9)。

付けており、具体的な事業への反映が期待される。

2-5.計画・基準に適合しない場合の措置

三つ目の小山市の「喜沢地区まちづくり構想」は市街化区域と

建築・開発行為等が条例に規定された計画・基準や手続きに適

調整区域を含む区域を対象に「喜沢地区まちづくり推進協議会」

合しない場合でも、
建築基準法による建築確認や都市計画法によ

が市に申請し、認定を受けており、地区施設計画として市道の新

る開発許可を保留することは法的に許されていないため、
条例を

設、改良、拡幅等を具体的に位置、幅員も含め明示しているが、

遵守させるための担保措置が設けられていることが多い。

“検討”と言う弱い表現となっている。計画期間も短期(5 年以

建築・開発事業者が条例の規定に従わない場合、45 条例にお

内)、中期(5-10 年以内)、長期(10 年超)と一定程度示されている。

いて指導、勧告、命令等の措置を定めている。命令に従わない場

2-3.計画期間や変更関する規定

合は、事業者の氏名等の公表を行う措置が 36 条例で設けられて

熱海市、逗子市の 2 条例が計画期間を 10 年と明示し、さらに

いる。さらに、罰金、や懲役と言った強い罰則規定をもつ条例も

前者は条例自体の見直し規定も置いている。また、横須賀市のよ

少なからず見られる。他方、
「適切に誘導や市の施策に協力しな

うに計画書自体に計画期間の 10 年を明記している事例も見られ

いことができる。
」と言った担保性に欠ける抽象的な規定の条例

る。

も見られた(図-10)。

図-8 計画期間変更等に関する規定

図-10 条例の規定に違反した場合の措置
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逗子市では条例の規定に従わない事業者に対し、
氏名等の公表

計画期間を定めているのは 2 条例のみであり、
計画書自体に期

を行っており、5 件が公表されている。条例を担当している環境

間を明記している事例も見られるが、
見直し規定も持たない条例

都市部まちづくり景観課にヒアリングをしたところ、
公表により

が過半数を超え、
計画の見直しの想定していない自治体が少なく

3 件については開発行為等を停止させることはできたが、2 件は

ない。

条例の規定する手続きを経ずに建築行為が行われ、
第三者に売却

3-2.届出・協議等の対象となる事業
建築行為を届出・協議としているのは 26 条例で、対象規模は

されたとの回答があった。

200 ㎡未満が最も多く、開発行為を対象としているのは 40 条例
に及び対象規模は 200-500 ㎡未満が最も多く、開発行為の規制に

3.まとめ
これまでのまちづくり条例の分析結果をまとめると次のとお

力点が置かれている条例が多い。
具体的な規定がない条例も少な

り整理できる。

からず見られた。
また、
土地取引を対象とている事例も見られた。

3-1.独自のまちづくり計画

3-3.計画・基準に適合しない場合の措置

分析の対象とした 53 条例のうち、計画制度を持つのは 49 条

45 条例において計画・基準に従わない場合、指導・勧告・命令

例に及び、半数以上が 1 つの計画制度であるが、最大 4 つの計画

等の措置が定められており、さらなる措置として 36 条例におい

制度を持つものも見られたが、そのうち、テーマ型計画は基本計

て事業者の氏名等の公表を行う規定を設けている。
罰金や懲役に

画や地区別計画の計画内容によっても対応可能であると思料さ

至る厳しい罰則を持つ条例も少なくない。一方で、担保措置につ

れる。

いての規定のない条例や「市の必要な協力をしない」と言った実

計画の位置づけについては、自治体決定、認定、協定種別があ
り、計画の性格、計画主体から使い分けをしている状況も見られ

効性に乏しい条例も散見される。
事業者の氏名等の公表は、
一定の条例の遵守効果は見られるも
のの、開発行為等が強行された場合の限界の事例も見られた。

た。
まちづくりの団体を条例に位置づけしているのは 45 条例に達
し、
土地所有者等の参加による計画づくりの重視の姿勢が窺える。

4.まちづくり条例の方向性

計画に対する同意要件を定めているのは 32 計画制度であるが、

4-1.まちづくり条例の意義

そのうち、土地所有者等の同意率を 2/3 以上としているのは 20

まちづくり条例は多くの自治体で制定されてきたが、
①市街化

と最も多い。また、同じく同意率が 2/3 以上の都市計画提案制度

区域における地区計画などの法制度適用に至るまでの暫定措置

を定めている条例も 31 条例がある。

として意義と、
②調整区域や都市計画区域外等の土地利用や公共

自治体HPによると見ると神戸市のように100計画を超える自

施設計画が希薄な場合、
これを補完すると言う２つ意義を有する

治体と、22 自治体において事例がないなど取り組みに大きな差

と考えられる。

が見られた。

4-2.まちづくり条例の特徴と課題

計画における具体的な規制項目は、建築物の用途等が 25 計画

まちづくり条例は、これまでの分析の結果、土地所有者等のま

制度、次いで建築物等の高さや壁面後退率などの形態規制が 21

ちづくりへの参画を促す「まちづくり団体」を位置づけ、柔軟な

計画せいど、最低敷地面積等に関する規制は 15 計画制度で見ら

同意要件、地域の実情に応じた計画内容、開発動向を考慮した届

れるが、道路等の公共施設に関する規定を置くのは 6 計画制度

け出・協議の対象となる行為や規模の設定、計画期間や見直しの

に留まるなど、公共施設計画に具体性を欠くものが少なくない。

規定化など、
きめ細かなニーズに対応している状況が明らかとな

地域別の計画数は市街化区域が 126 と最も多いが、
神戸市の里
づくり計画や小山市のように調整区域を対象としたものは 111、

った。
一方で、計画・基準に従わない場合の措置については指導・勧

掛川市のように非線引き都市計画区域を対象としたものは 2、水

告・命令に加え事業者の氏名等の公表や罰金、懲役等の規定を持

川町のように都市計画区域外を対象としたものは 45 に達する。

つ条例もあるが、
こうした措置によっても開発行為等を止めるこ

表-4 まちづくり条例における規定整備の方向性と課題
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究」, 都市計画報告集,Vol.7,pp.37-40

とができず、条例の持つ限界も見られた。
まちづくり条例に都市計画提案制度の手続の規定を持つも事

7) 秋田典子(2010),「まちづくり条例に基づく地区レベルのまち

例も多くみられ、
より担保性の高い法制度への移行を目指す姿勢

づくり制度の運用実態に関する研究-神戸市まちづくり条例に

も見てとれる。

基づくまちづくり協議会を事例として-」, 都市計画論文集,Vol.
45,No.3,pp.7-12

4-3.まちづくり条例の規定整備の方向性
まちづくり条例の多くは①独自のまちづくり計画に関わる事

8) 冨永麻倫, 姥浦道生(2011),「自主条例による青空型土地利用の

項(計画制度、土地所有者等の同意、まちづくり団体、計画内容、

規制方法とその運用実態に関する研究-みよし市まちづくり土

計画期間、都市計画制度への移行)、②届出・協議となる対象事業

地利用条例を中心として-」,都市計画論文集,Vol.46,No.3,pp. 307-

に関する事項、③計画・基準に適合しない場合の措置に関する事
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項で構成されており、その規定整備の方向性と課題を整理した
(表-4)。

9) 倉根明徳, 川上光彦, 眞島俊光 (2012),「線引き・非線引き都市
計画区域の統合を目的とした自主条例の制定プロセスと内容

まちづくり条例がその効果を十分発揮できるよう上記の全て
の事項について十分検討を行い、
それぞれの自治体の状況やまち
づくりの目的にあった条例が定められるよう適切に規定整備す
ることが望まれる。

に関する考察-『安曇野市の適正な土地利用に関する条例』 を
事例として-」,都市計画報告集,Vol.10,pp.217-223
10) 尹荘植, 高見沢実(2014),「まちづくり条例による都市計画へ
の提案の仕組みに関する研究-都市計画提案制度に関する規定
を中心に-」
，都市計画論文集,Vol. 49,No. 3,pp. 495-500

補注
(1) 平成 5(1998)年 6 月 25 日付け、建設省建設経済局長、建設省
住宅局長通知「宅地開発等指導要綱の適切な見直し」による。
(2) 武蔵野マンショ事件(最高裁判決 1993 年 2 月 18 日 民集 47
巻 2 号 574 頁)による。
(3) 次の調査研究により自治体の条例を分析の対象とした。表-2
の備考欄の表記は下記による。
a:「土地利用行政のあり方に関する研究会報告書」,平成 29(2017)
年 5 月,全国市長会政策推進委員会・
（公財）
日本都市センター」
,
pp.95 表 2 - 2 -1 土地利用に関する計画を規定する条例のうち市
町村によるもの。
b: 同上,pp.195 土地利用条例の類型とその具体例のうち、(1)市域
全体について土地利用計画を策定し、
その履行担保措置を設け
ているもの。
c: 参考文献 10）の pp.498 表-3 まちづくり条例等による提案制度
に関する規定を持つ自治体。
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