公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019 年 8 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, August, 2019

市街化調整区域の開発許可に伴う開発利益の試算と公的還元に関する試論
－国土交通省土地総合情報システムの不動産取引価格情報検索を活用して－
An Essay Concerning Development Benefit Estimation and Public Return Associated With Permits
For Development of Urbanization Control Areas
-Utilizing real estate transaction price information search of the Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism’s Land General Information System 山添 光訓*
Mitsunori Yamazoe*
This paper aims to raise issues regarding the public return of development benefit associated with permits for
development of urbanization control areas.
The Minami-Kawachi area in Osaka Prefecture has many locations with the potential for high-density, cohesive
development of urbanization control areas therefore, regarding development permits in this area, it is assumed that the
land value would become equivalent to an urbanization control area, and the difference in land value is estimated as
development benefit. As a result, development benefit reached 31.9 billion yen between 2008-2017.
The municipalities in this region face severe financial circumstances due to the declining population and the reduction
in taxes. It is considered to be desirable to public return a portion of the development benefit with the special-purpose
tax, contributions, and development charges in accordance with the ordinance.
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の上昇を鉄道事業に還元する最適料金政策に関する研究 2）、開発

1.はじめに
市街化調整区域は都市計画法(以下「法」
。)第 7 条第 3 号に「市

利益をめぐる論点とその捉え方に関する論説 3)、受益者負担原則

街化を抑制すべき」と定められており、原則として都市的土地利

の再検討による開発利益税構想の提案 4),5)、開発利益がキャピタル

用はできないこととされている。人口の半数以上が居住し、依然

ゼーションによることを仮説とし、その還元の手段の区分に関す

として開発需要が高いとみられる三大都市圏においては、2008 年

る論文 6)、合意形成の方法に着目した提案 7),8),9) 、開発利益税のも

～2015 年の市街化調整区域の開発許可件数、面積を見ると減少傾

たらす効果に関する研究 10）があるが、具体的な開発による開発利

向ではあるものの、年間概ね 6 千～8 千件、面積 9 百～1 千 ha で

益の算定は行われていない。また、市街化調整区域における開発

推移している(図-1)。

許可の開発利益に着目した具体的な既往研究も見られない。

人口減少・少子高齢化の進行により、生産年齢人口の減少によ

開発許可に伴う開発利益の公共への還元手段としては開発指

る税の減収が見込まれ、道路、上下水道などのインフラの維持・

導要綱による開発負担金制度(以下、
「要綱による負担金制度」
。)が

更新費用が限られる中、郊外への開発を抑制し、公共交通によっ

1970 年代に多くの自治体で導入されるに至ったが、武蔵野市教育

て、生活利便施設等に容易にアクセスできるコンパクトシティの

施設負担金最高裁判決(1)の行政側の敗訴を受け、開発利益還元制

取り組みが地方都市のみならず、大都市圏においても進められて

度(2)の一つであった要綱による負担金制度は法的根拠を失った。

いる。

高度成長期のように急激な人口の増加に伴う教育施設の整備の

しかし、市街化調整区域は、都市的土地利用が制限されている
ことから、一般的に市街化区域と比較して土地価格が低いと見ら
れ、これが市街化調整区域の開発を助長している一つの要因と考
えられる。一旦、市街化調整区域において開発許可がなされると
都市的土地利用が可能となり、地価も市街化区域と遜色のない水
準に上昇すると推測される。
開発利益と言う概念は「何らかの事業が実施され、土地の便益
を増す施設が建設されることによってもたらされる地価上昇に
よる利益」1）とされ、この地価の上昇は開発許可を原因とした開
発利益と言うべきものである、と考えられる。
開発利益については、鉄道サービスの供給によって生じる地価
*
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図-1 全国と三大都市圏における市街化調整区域の開発許可
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表 1 都府県別・市街化区域人口密度・総生産・市街化調整区域

首都圏

近畿圏

中京圏

図-2 三大都市圏の区域区分の状況

図-3 対象都府県の選定フロー

必要性がなくなったものの、市街地の拡大は道路、公園など公共
施設の維持に伴う公共負担の増大に繋がることから、郊外への開
発を抑制する手段として市街化調整区域の開発に伴う開発利益
の公共への還元も検討すべきと考える。
本稿は、一般に入手が容易な情報に基づき、市街化調整区域の
開発に伴う開発利益を試算する手法を提示するとともに、開発利
益の公共還元に関する課題を提起することを目的とする。
2.大阪府南河内地域の市街化調整区域の開発利益の試算
2-1.対象地域の選定
三大都市圏の都府県における市街化区域の人口密度は東京都、
神奈川県、大阪府が 90 人/ha を超え、高密度な市街化区域となっ
ており、当該区域の開発余地は少ないと考えられる(表-1,図-2)。
また、都府県における総生産額が大きいほど経済活動が活発で
あり、市街化調整区域への開発圧力は高くなると考えられる(表1)。
こうした点を踏まえ、三大都市圏の 11 都府県のうち、市街化区
域の人口密度の高い上位 6 都府県から、都府県の総生産額の大き
い 3 都府県を抽出し、そのうち最も市街化調整区域面積の大阪府
を選定し、市街化調整区域における開発利益の試算を行うことと
する(図-3)。
大阪府域は大阪市と 7 つの土木事務所の管轄区域を併せ豊能、
三島、大阪市、北河内、中河内、南河内、泉北、泉南の 8 つの地
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図-4 大阪府の区域区分の状況
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域に区分される。このうち、最も市街化調整区域面積の多い南河

る(図-5,6)。

内地域を(以下「同地域」と言う。)選定した(図-4)。
同地域は 8 つの地域のうち、都市計画区域に占める市街化調整

2-3.開発利益の試算
市街化調整区域の開発許可により、市街化区域と同様に都市的

区域の割合は 72.9％と最も高く、2 つの鉄道(近鉄南大阪線(吉野線

土地利用が可能となることから、地価が上昇し、開発利益が得ら

の一部を含む。)、南海高野線)と高速道路(南阪奈道路)、2 つの幹

れると考えられる。
開発利益の試算の対象は 2008-2017 年に市街化調整区域におい

線道路(国道 170 号、国道 309 号)を擁し、金剛・和泉葛城山系(地
域計画対象民有林)との間にまとまった開発可能な土地を有して

て開発許可が行われた案件(271 件、778,786 ㎡)をとし、国土交通

いる。

省土地総合情報システムの不動産取引価格情報検索(3)を活用し、

2-2.開発許可実績の動向

この期間の宅地取引価格から市街化区域、市街化調整区域のそれ

2008-2017 年の開発許可の動向を見ると、件数では 2013 年まで

ぞれに最寄駅から徒歩による時間距離の地価近似式(4)を求める。

30 件/年で推移していたが、2014 以降は減少傾向にある。面積で

これに次式により個々の開発許可案件の時間距離から市街化

は 2009 年に 20 万㎡、2014 年に 15 万㎡を超える年度が見られ、

区域と市街化調整区域のそれぞれの地価を算定し、これに開発面

5 万㎡を超える案件が 2 件、5～1 万㎡の案件は 15 件となってい

積を乗じたものを開発区域土地価額とした。
これらの土地価額の差を開発利益として試算した(表-2,3)。
𝛼

図-5 開発許可実績の推移
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図-6 大阪府南河内地域における市街化調整区域の開発許可状況
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表-2 大阪府南河内地域における駅別開発許可案件の市街化区域・市街化調整区域の土地価額

- 224 -

公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2019 年 8 月
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, August, 2019

表-3 大阪府南河内地域における開発許可案件の市街化区域・市街化調整区域の土地価額差の総額

最も市街化区域と市街化調整区域の土地価額差が大きいのは
喜志駅で約 79 億円、次いで川西駅の 53 億円となっており、市街
化調整区域が多く広がる近鉄南大阪線の駅の合計は 236 億円に達
する。南海高野線の駅では北野田駅の 38 億円が最も多くなって
いる。
なお、河内松原駅、滝谷駅では駅近くの市街化調整区域におけ
る取引事例が市街化区域と遜色ないレベルとなっていることが
影響し、市街化調整区域の土地価額の方が高く価格差がマイナス
となっている状況が見られるが、同地域全体における影響は僅か
である。
この試算の結果、2008-2017 年の市街化調整区域における開発
許可により 319 億円の開発利益がもたらされたと考えられる。

708 億円に減少し、減少率は人口のそれを上回る 8.8％となってお
り、財政状況は厳しさを増している(図-7)。
3-2.都市計画費と都市計画税の推移
同地域の市町村における都市計画費(5)による歳出の 2008-2017
年の推移を見ると年間 125 億円から減少傾向にあり、近年は 115
億円程度で推移しており、この間の減少率は 7.5％となっている。
他方、都市計画税(7)による歳入は年間 55 億円から 52 億円程度に
減少傾向にあり、減少率 8.1％と都市計画費の減少率を上回る。
この 10 年間の都市計画費による歳出の合計は 1,163 億円で都市
計画税による歳入の合計は 531 億円で、
その差は 632 億円となり、
都市計画費に対する都市計画税の割合は 46％に留まる(図-8)。

3.南河内地域の自治体の財政状況
3.-1 人口と地方税収の推移
2008 年の同地域の人口(5)は 63 万 1 千 6 百人であったが、2017
年には 60 万 4 千 9 百人まで減少し、10 年間の減少率は 4.7％とな
っている。
地方税収(6)も同時期に年間約776億円であったものが、

4.開発負担金を巡る法的整理
4-1.指導要綱に基づく行政指導
武蔵野市マンション事件の最高裁判決において、給水拒否等
の制裁措置として宅地開発等指導要綱により教育施設負担金の
納付を求める行為は国家賠償法第1条第1項の違法な公権力の行
使に当たる、とされている。また、品川区マンション事件の最
高裁判は、建築紛争のための斡旋指導において建築主が建築主
事に対し確認処分を留保されたままでの行政指導に協力できな
いとの意思を明確に表明しているときは建築確認の留保は違法
となる、としている(表-4)。
また、行政手続法(平成5(1993)年法律第88号)は、行政の任意性
(法32条第1項)及び不服従を理由とする不利益取扱いの禁止(同第2
項)を確認的に規定するとともに、上記最高裁の趣旨を踏まえ、
申請の取り下げ又は内容の変更を求める行政指導に対し、申請

図-7 大阪府南河内地域における人口と地方税収

者が不服従の意思を表明した場合の行政指導の限界(第33条)、及
び許認可等の行政権限の行使を殊更に示すことにより行政指導
表-4 指導要綱に基づく行政指導にかかる判例

図-8 大阪府南河内地域における都市計画費と都市計画税
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市街化調整区域の開発許可による開発利益の算定については

に従うことを余儀なくさせることの禁止(第34条)について規定し

例えば、個別に不動産鑑定評価基準による評価を行うことや、市

ている。

街化調整区域から市街化区域に編入された場合の固定資産税評

こうした点から、開発指導要綱に基づき行政指導として開発

価手法の活用により、その精度を高めていくことが必要である。

負担金を求め、その指導に従わないことをもって、水道の給水

また、開発利益の還元の手法としては 3 つの法制度が考えられ

はもとより、開発許可や建築確認などの行政処分を行わないこ
とは法的に許されない、と考えられる。

るが、法定外目的税は総務大臣の同意を得る必要があり、国との

4-2.開発利益の公的還元の手法

調整が必要であること、分担金は受益と負担に厳密な対応関係が

開発利益を公的還元の法的制度としては、①目的税(法定目的

要求されること、条例による独自の開発負担金についてはその創

税、法定外目的税)、②分担金、③条例による独自の開発負担金

設が可能であることを国法上明らかにすべきとの見解があり、さ

の3点が考えられる(表-5)。

らに検討を深めていくことが必要である。

表-5 開発利益の公的還元に関する法制度

補注
(1) 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。
(2) 参考文献 3)によると開発利益の還元制度の金銭的対価支払い
としては譲渡所得税、都市計画法による受益者負担金(下水道
負担)、固定資産税、事業所税の増徴、開発指導要綱による開発
者負担、ニュータウン開発者負担制度、請願駅方式、連絡通路
出入口建設請願工事分担金、共同施設使用分担金、開発パーキ
ング方式、開発インター方式などがあるとされている。
(3) 不動産の取引価格等の価格を検索ができる国土交通省の
WEBによる。
http://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
(4) 近似式算出の根拠とした土地取引は、建物の価値を受けない
宅地のみとし、正常な取引とは言い難い関係者間取引、隣地購

5.まとめ

入、調停・競売、私道を含む物件を除外した。近似式は対数、

少子・高齢化の進展により、都市の多くにおいて生産年齢人口

線形、指数のうち R2(相関係数)が最も大きいものを採用した。

の減少よる税の減収は避けられない状況となっている。しかし、

なお、
時間距離が30～60 分としか示されていない物件は45 分、

安易な市街地の拡散は道路、上下水道などのインフラの維持・更

1 時間～1 時間半の物件は 60 分、これ以上の物件は 90 分とし

新費用の増加や、郊外化に伴う中心市街地の衰退や自動車交通の

て扱った。

増加による環境負荷の増大に繋がることが懸念される。

(5) 総務省統計局「国勢調査結果」
、大阪府総務部統計課「大阪府

既に、市町村における都市計画費は都市計画税で賄うことがで
きない状況であり、自治体財政を圧迫させている状況にある。

の推計人口」
、
「大阪府推計人口補正値」による。
(6) 地方財政状況調査関係資料(総務省)の市町村別決算状況調に

海外ではイギリス 12)、ドイツ 13)、フランス 14)、台湾 15)、韓国 16),17)
などにおいて開発利益の公的還元制度が設けられている例も少

よる。
(7) 三鷹市まちづくり条例第 24 条第１項に根拠を置く「三鷹市開

なくない。

発事業に関する指導要綱」(平成14(2002)年４月１日制定、最終

市街化調整区域の開発許可においてその開発利益の一定の割

改正：平成 31(2019)年３月 15 日)第 17 条に基づき開発事業者は

合を公的還元することは、都市計画税で賄いきれない都市計画費

まちづくり協力金により市が行うまちづくりに協力するもの

に充当することができるとともに、地価が安価であることを要因

とするとされている。具体的な負担額としては「従前より 20 戸

とする市街化調整区域における安易な開発を抑制する効果も期

(区画)以上戸数が増加する場合(100 戸(区画)未満の開発事業の

待できると考えられる。

例)：(増加戸数(区画数)-19)×10 万円」と規定されている。

6.今後の検討課題
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