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地方分権下の都市計画における都道府県の役割について
－千葉県における取り組みを事例として－
Report of the role of prefectures in city planning under decentralization
－A case study of municipal support activities in Chiba Prefecture－
小川 剛志*
Takeshi Ogawa*
In recent years, "Decentralization reform" has been advanced in Japan.The authority was delegated from the
government to local governments and from prefectures to municipalities..Especially, in the field of city planning,
the authority to decide on city planning, which had been held by prefectures, was transferred to municipalities as
a delegated agency. And the municipalities have been able to independently carry out city planning according to
the local situation. This report is based on the case of Chiba Prefecture. We considered what prefectures could do
for municipalities under decentralization.
As a result, the role of prefectures is to create a regional master plan for coordination, provide information and
technical advice, and support human resource development for municipalities.
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１．はじめに
平成 7 年に成立した「地方分権推進法」に基づき進
められた「地方分権改革」は、９次にわたる地方分権
一括法の制定により、地域の自主性及び自立性を高め
るため、国から地方公共団体又は都道府県から市町村
への事務・権限の移譲、地方公共団体への義務付け・
枠付けの緩和等が行われた。
特に、都市計画の分野においては、これまで「機関
委任事務」として都道府県が持っていた都市計画の決
定権限や許認可権を市町村に移譲し「自治事務」とし、
市町村が主体的に地域の実情に応じたまちづくりが行
えるようになった。
本報告は、まちづくりの主体が市町村に移行したこ
とを踏まえ、都道府県は市町村に何を支援することが
できるのか。地方分権下における都道府県の役割につ
いて、
千葉県の取り組みを一事例として考えてみたい。
２．都市計画分野における分権の現状
平成 12 年の第 1 次地方分権改革により、これまで
の機関委任事務は廃止され、法定受託事務と自治事務
に分けられ、地方自治体が自らの判断で行うことがで
きる自治事務が大幅に拡大した。
そして、都道府県と市町村の役割については、地方
自治法の改正により、住民に近く行政サービスを提供
する市町村が、基礎的な自治体として位置づけられる
とともに、都道府県は、市町村を包括する広域の地方
自治体として、以下の事務を処理するものとされた。
◆ 複数の市町村に係る事務(広域事務)
◆ 国・都道府県・市町村の連絡調整、市町村相互
間の調整に関する事務(連絡調整事務)
* 正会員

◆ 事務の規模が大きく、高度な技術力や専門的な能
力を必要とし一つの市町村町村で処理することが
困難な事務(補完事務)
これに合わせ都市計画法も改正され、機関委任事務
として都道府県が行っていた都市計画決定の事務は、
市町村に大幅に移譲された。
市町村の都市計画決定手続きにおける都道府県との
調整も、同意から協議に代わり、都道府県の関与は限
定的なものとなっている。そして、都市計画の決定に
あたり諮問機関となる都市計画審議会の設置が、市町
村にも義務付けられ、名実ともにまちづくりの主体は
市町村となった。
一方、都道府県が決定権限を有する都市計画は限定的
となり、広域的・根幹的な都市計画のみとなっている。
【都道府県が権限を有している主な都市計画】
1 都市計画区域・準都市計画区域
2 都市計画区域マスタープラン
3 市街化区域・市街化調整区域の区域区分
4 風致地区(10ha 以上で 2 市町村以上の区域)
5 歴史的風土特別保存地区
6 緑地保全地区(2 市町村以上の区域)
7 近郊緑地特別保全地区
8 航空機騒音障害防止地区・防止特別地区
9 一般国道・都道府県道・自動車専用道路
10 都市高速鉄道・空港
11 国・都道府県が設置する公園・墓園(10ha 以上)
12 流域下水道・公共下水道(2 市町村以上の区域)
13 土地区画整理事業(50ha 以上の国・都道府県施
行)・市街地再開発事業(3ha 以上の国・都道府
県施行)・新住宅市街開発事業 など

千葉県都市整備局都市計画課 (Chiba Prefectural Government)
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３．千葉県における都市計画の指定状況
現在、千葉県には 54 の市町村が存在し、その内 48
市町村において都市計画制度が導入され、26 市町が線
引き都市計画区域、24 市町村が非線引き都市計画区域
(2 市が線引き・非線引き都市計画区域を有する)が指
定されており、残りの 6 市町は都市計画を導入してい
ない状況にある。
これまで、
本県の都市計画区域の指定の特徴として、
一市町村一都市計画区域の指定がなされてきている。
また、県土面積 515 万 ha のうち、40％が線引き都
市計画区域、32％が非線引き都市計画区域、残りの
28％が都市計画区域外となっている。
人口では、県民 629 万人の内、84％の 530 万人が線
引き都市計画区域。13％の 81 万人が非線引き都市計
画区域、そして 3％の 18 万人が都市計画区域外に暮ら
している。

次に、各市町村における都市計画担当職員の数を見
ると、6 ・ 7 人が全体の 11％、3 ・ 4 人が 48%、1 ・ 2
人が 41% と少ない人員の市町村が多い。更に公営住宅
や公園の管理、
開発指導などを兼務するところも多く、
市町村の多くが、必ずしも都市計画に専念できる環境
にないことがわかる。

図－２ 千葉県内の市町村の人口規模

図－３ 市町村における都市計画担当職員の数
４．都市計画における県の役割
次に地方分権改革によりまちづくの主体が市町村に
移行した中で、
都道府県の役割について考えてみたい。
都道府県は、地方自治法の定めにより①広域事務、
②連絡調整事務、③補完事務を行うこととなった。
千葉県においても、地方分権・法の趣旨に則り、ま
た、市町村の都市計画を推進する体制の実態に鑑み、
以下のような取り組みを進め、また検討しているとこ
ろである。

図－１ 千葉県の都市計画指定状況
各市町村の人口規模を見ると、人口 20 万人以上の
市町村はわずか 6 市で全体の 11％である。
人口の最も多い 97 万人の千葉市をはじめ、船橋市、
松戸市、市川市、柏市など 40 万人を超える人口規模
の大きい市は、東京に隣接した地域に分布している。
また、10 万人規模の市が 18％、5 万人以上 10 万人
未満が22％、
5 万人以下の市町村は49％と半数を占め、
1 万人以下の町村は 15%もあり、南房総・東総方面に
多く分布し、都市計画区域でない市町もある。

４-１ 都道府県としてのビジョンの提示
現在、本県では県内における今後の都市計画・まち
づくりの基本的な指針となる「まちづくりビジョン」
の検討を行っている。
広域的自治体として、概ね 30 年後の将来を見通し、
時代と社会情勢の変化に対応し、今後のまちづくりの
方向性を示すものであり、本県の発展と地域の振興を
目指し、また、市町村のまちづくりに対し、少しでも
貢献できるよう以下の視点で検討を行っている。
◆「県全域のまちづくりの方向性」を示すこと。
◆「広域的連携の仕組み作りの考え方」を示すこと。
◆「ビジョンを実現するための考え方」を示すこと。
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４-２ 広域まちづくりマスタープランの策定
今後、「まちづくりビジョン」の策定を受け、「広
域的まちづくりマスタープラン」についても検討する
予定である。
これまで、本県の都市計画区域の指定は、一市町村
一都市計画区域という考えで行っており、広域都市計
画区域の指定は成田・佐倉・印西都市計画区域のわず
か 3 区域である。
特に、東京に隣接した地域は、既に市街地が連坦し
一体的な都市としての様相を呈してはいるが、各市に
おいて既に独自のまちづくりが進められており、更に
地方分権により市町村に都市計画の権限が移り、まち
づくりの基本となる「都市計画マスタープラン」も市
町村ごとに策定されていることを考えると、市町村ご
との都市計画区域も意味があるのではないかと考える。
しかしながら、一市町村一都市計画区域という考え
方には、以下の弊害が生じているのも事実である。
◆ 県が策定する都市計画区域マスタープランと市町
村が策定する都市計画マスタープランのエリアが重
なり、また内容もさほど変わらないものとなり、重
複感があること。
◆ 広域的な幹線道路など、隣接する市町村が協力し
一体的に整備することが望ましい施設について、市
町村により都市計画マスタープランでの位置付けや
都市計画の見直しの考え方が異なり、不整合を生じ
ていること。
◆ 広域的な観点でのマスタープランがないことから
大型商業施設の立地や市街化調整区域における地区
計画、開発許可の考え方などが異なり、土地利用上
の問題が生じていること。
このような弊害や問題を解消し、
広域的な都市計画・
まちづくりの基本的な指針となり、市町村間の広域調
整の根拠となる「広域まちづくりマスタープラン」を
県は策定する必要があると考える。
そして、このマスタープランは、各市町村の都市計
画マスタープランの寄せ集めではなく、広域的に必要
な幹線道路や施設、広域的な調整が必要な土地利用の
方針などを主に定めることが重要である。
また、策定に当たっては、広域マスタープランの圏
域内の市町村と県が協議会を作り検討を行う
「連携型」
の策定方式が好ましく、県はその調整役となるべきと
考える。
以下に示した
「まちづくりマスタープランの体系図」
のように、県がまちづくりビジョンを作り、県と市町
村が連携し、圏域ごとのまちづくりマスタープランを
策定する。そして、市町村はそれぞれの都市計画マス
タープランを策定し、具体的な都市計画を定める。
今後、都道府県と市町村の役割を明確に分担したマ
スタープランの体系づくりが必要と考える。

図－４ まちづくりマスタープランの体系
４-３ 広域的な幹線道路等の都市計画の推進
また、本県では県内の各地域をつなぐ高速道路や幹
線道路、成田空港の機能拡大に伴う都市計画を積極的
に推進している。
既に、東京外郭環状道路の都市計画変更や首都圏中
央連絡自動車道の都市計画決定により、高速道路の整
備が進んでおり、現在、東京外郭環状道路と成田空港
を結ぶ北千葉道路の都市計画変更について手続きを進
めているところである。また、成田空港の機能拡大に
伴う航空機騒音障害防止地区・防止特別地区の都市計
画変更を行ったところである。
都道府県は、広域的に必要な都市施設などの都市計
画を積極的に行うことにより、地域のポテンシャルを
高め、市町村のまちづくりの機運を醸成していくこと
も大変重要であると考える。
４-４ 市町村へのまちづくり情報の提供
本県では、都市計画担当者・主管課長会議や講習会
まちづくりシンポジュームなどを定期的に開催するこ
とで、市町村に対し、国の制度改革や新しい取り組み
の情報、他の市町村が行っている先進的な取り組みの
情報、そして大学の研究者などを講師として招聘し、
都市計画・まちづくりに関する先進的な考え方、研究
情報の提供を積極的に行っている。
県として、新しい情報を早く市町村に提供すること
も重要な役割であり、そのためには、常にアンテナを
高くし、情報の収集に努めることが必要である。
また、日本都市計画学会等のまちづくり研究の情報
を市町村に提供することも有効であると考える。
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４-５ まちづくり研究会の開催
昨年度から県において 3 つの研究会を立ち上げ、市
町村と協力し調査・検討を行っている。
①高速道路インターチェンジを生かした新しい産業の
受け皿づくり研究会（ＩＣ部会）
②市街地のスポンジ化対策研究会（スポンジ部会）
③市街化調整区域における土地利用の在り方研究会
（調整区域検討部会）
市町村抱える共通の問題点や課題について、県と市
町村が連携し調査・検討を行い一定の成果を出し、各
市町村のまちづくりに生かすようにしている。
研究会の成果として、
ＩＣ部会の検討結果を踏まえ、
県では、多様な産業の受け皿づくりを促進するための
基本方針を策定し、市町村の土地利用調整を円滑に進
めるため全庁横断的な支援体制の構築を行う。
また、調整区域検討部会での検討を受け、都市計画
法第 34 条 11 号条例に基づく市街化区域縁辺部のスプ
ロールについて、適切な整除に向けた工夫を行う。
更に、人口減少や高齢化の著しい市街化調整区域内
の既存集落の活性化のため空き家・古民家、廃校等の
空き公共施設の有効活用。また、農業振興の観点から
農産物直売所や農家レストラン、観光農園の施設の立
地を可能とするため、県が開発審査会に係る開発基準
の緩和などを行った。
今回の研究会のように、一市町村では、なかなか検
討が進まない問題についても、市町村が集まり、事例
を持ち寄り検討することで解決策を見出す。県が研究
会の場を作る意義は非常に大きいと考える。
そして、その研究の成果を、県と市町村がしっかり
と役割を分担し、
解決に向けた方策を実施することで、
より良いまちづくりが前進するものと考える。
４-６ 市町村への技術的な助言と支援
また、ＩＣ等を生かした多様な産業の受け皿づくり
の促進に関して、市町村への技術的助言と支援を行う
ため、県の都市計画課内に「ワンストップ窓口」を設
けるとともに、関係各課からなる「受け皿づくり支援
チーム」を設置し、市町村をバックアップする体制を
整える。人口規模の小さい市町村では、都市計画担当
の職員数も十分でないこと。また、都市計画手続きや
個別規制法との調整の経験も少ないことから、県が全
庁挙げて市町村を応援することとしている。
このように都道府県よる体制の整わない市町村への
支援は、
分権下においても必要な業務であると考える。
また、都市計画課内に「ドイツまちづくり研究会」
を設置し、職員をドイツに派遣するなど、分権化が進
んでいるドイツのまちづくりの研究を行っており、そ
の研究の成果を、今後の市町村へのまちづくり支援等
に生かして行きたいと考えている。

４-７ 市町村の人材育成と人的支援
市町村のまちづくりを進めるためには、人材の確保
と育成が不可欠である。残念ながら多くの市町村にお
いて都市計画に精通した人材の確保、そして育成がで
きない状況にあることから、本県では市町村の担当職
員向けに「都市計画基礎研修」を開催し、都市計画制
度や立地適正化計画等の研修を行っている。
開発指導業務についても、市町村内では職員に制度
の教育する余裕がなく問題となっていたことから、初
級・中級に分け教育するプログラムを行っている。
更に、先進地視察のプログラムも実施しており、実
際に見聞することで、まちづくりの感覚を持ってもら
えるよう工夫を行っている。
また、都市計画を積極的に行う市町村に対し、要請
があれば、県職員を派遣しており、人的な支援も実施
しているところである。
５．まとめ
以上のように地方分権下において、広域的自治体で
ある都道府県のなすべき役割をまとめると、基礎自治
体である市町村のまちづくりについて、独り立ちし、
地域に合った個性的なまちづくりを行っていけるまで
の間、技術的な助言や人的支援など、積極的なサポー
トを行っていく必要がある。
また、広域的な調整、市町村間の連携を促進するた
め、広域的なまちづくりの目標と指針となるビジョン
やマスタープランを策定し、広域的に必要な道路や施
設の整備、そして、広域的なまちづくりのルールを調
整し示していくことも重要である。
そして、広域的分野を受け持つ都道府県とまちづく
りの主体となる市町村、また市町村同士が連携・協力
して、
まちづくりを行っていけるような仕組みづくり、
そのマネージメントを行うことも都道府県として重要
な役割であると考える。
最後に、都道府県の職員のまちづくりに対する姿勢
として、法律に定められた権限において最低限の手続
き・業務のみを事務的にこなすのではなく、まちづく
りの進まない市町村を応援・支援するとともに、広域
的な課題や市町村が抱える共通の問題等を市町村とと
もに研究し、解決するための方策を考えて行く、そん
な積極的な姿勢を真に期待したいと思う。
良い地域・良いまちをつくりたいという気持ちは、
市町村の職員も都道府県の職員も同じであると信じる。
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