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１．はじめに 

１）研究の背景と目的 
平成11年度から始まった平成の大合併によって、我が

国の市町村数は大幅に減少した。そして、この合併に伴

って、複数の都市計画区域（以下、都計区域）が併存す

る市町村が多数生じている。都計区域は本来、行政区域

に捉われることなく一体の都市として総合的に整備、開

発及び保全する必要がある区域を指定することになって

いるが、多くの都計区域は行政区域毎に指定されている

ため、合併によって都計区域の統合又は再編（以下、統

合）が必要となる市町村が多いのが現状である。特に、

線引き都計区域と非線引き都計区域が併存する市町村で

は、土地利用規制や税制面で大きな格差が生じるため、

早急に都計区域の統合について検討を行う必要があると

考えられる。 
都計区域の統合に関する既存研究としては、全国的な

実態から統合の特徴や課題を論じた研究（１）、事例調査か

ら統合の具体的な検討過程や課題を論じた研究（２）等、

近年になって多くの研究が見られる。それらの研究から、

線引き都計区域と非線引き都計区域の統合では、線引き

都計区域として統合した、もしくはその予定である市町

村が多いこと２）、線引き都計区域に統合する場合は、市

街化区域指定の要件を緩和することや調整区域での開発

を許容するための仕組みを充実させることが必要である

こと４）、また、線引きを廃止し非線引き都計区域として

統合する場合は、特定用途制限地域の指定や自主条例の

制定によって土地利用規制を行うことが必要であること
６）７）等が明らかにされている。しかし、これまでの研究

では、線引き都計区域への統合を対象にしたものが多く、

非線引き都計区域への統合及び統合後の土地利用規制を 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
対象にした研究としては、眞島ら６）が線引き廃止後に自

主条例と特定用途制限地域によって土地利用規制を行う

予定である石川県能美市の事例を論じたもの等があるの

みでほとんど見当たらない。そこで本研究では、線引き

都計区域と非線引き都計区域の統合に向けて、土地利用

規制を目的とした自主条例を制定した長野県安曇野市を

事例に、自主条例制定までの検討過程や自主条例の内容

について考察し、地方都市における今後の土地利用規制

手法の可能性を示すことを目的とする。なお、自主条例

による土地利用規制を論じた既存研究はいくつか見られ

るが、線引き廃止後の土地利用規制を目的に制定された

自主条例を対象にしたものはない。平成の大合併によっ

て多くの市町村で都計区域の統合が課題となっているこ

とを考慮すれば、本研究によって得られる知見に学術的

かつ実務的な価値があると考えられる。 
２）研究方法 

本研究では、平成23年4月1日に施行された「安曇野

市の適正な土地利用に関する条例（以下、安曇野自主条

例）」の内容や施行までの検討過程等について考察をする

ため、まず、平成17年10月1日に行われた５町村によ

る町村合併の概要と新たな土地利用制度が必要になった

経緯を整理する。その上で、合併以降に開催された各種

検討委員会の資料や長野県と安曇野市との協議資料の整

理及び考察を行った。ただし、平成24年2月現在、都計

区域の統合や線引きの廃止については調整段階であり、

安曇野自主条例は、同種目的の２重規制による混乱を避

けるため、線引き都計区域以外の地域にのみに適用され

ている状況である。なお、旧穂高町で施行されていたま

ちづくり条例については、安曇野自主条例の施行と同時

に廃止されている。 
 
 
 

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に関する考察 
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 ２．町村合併の概要及び課題 

１）町村合併の概要 
安曇野市は、平成17年10月1日に豊科町、穂高町、

明科町、堀金村、三郷村の５町村が対等合併することで

誕生した地方都市である。長野県のほぼ中央に位置し、

東西を山地に囲まれた南北に開けた都市であり、合併時

の人口 96,266 人（３）は県内６番目の規模である。周辺に

は、線引き都計区域が指定されている松本市、非線引き

都計区域が指定されている大町市、松川村、池田町、都

計区域のない生坂村、筑北村が接している。 
表１は、合併前の各町村の概要であるが、人口規模か

らもわかるように新市として代表的な中心市街地は存在

せず、旧町村毎に中心市街地を有している。中心市街地

以外の大部分には農地が広がっており、その中に小規模

な集落が点在している状況である。なお、各町村に都計

区域が存在し、豊科及び明科が行政区域全域、穂高、堀

金、三郷が行政区域の一部を指定している。土地利用制

度としては、豊科が線引き、穂高が用途地域有りの非線

引き都計区域と自主条例である「穂高町まちづくり条例」、

その他は都計区域指定のみという状況であった。図１は、

合併時の土地利用制度の状況を表したものである。 
 

表１ 安曇野市合併前の各町村の概要 
人口(人) 面積(ha)

27,079 3,911
27,079 3,911
30,920 6,588
30,966 14,542
9,771 4,212
9,771 4,212
8,529 2,220
8,529 6,496
16,519 2,910
16,519 4,021

92,818 19,841
92,864 33,182

三郷村

合計

三郷 非線引き（用途地域無）

※人口及び面積は平成12年国勢調査の結果

町村名

豊科町

穂高町

明科町

堀金村

穂高
非線引き（用途地域有）
+自主条例

明科 非線引き（用途地域無）

堀金 非線引き（用途地域無）

都計
区域名

都計区域
行政区域

土地利用制度

豊科 線引き
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図１ 安曇野市合併時の土地利用制度 

２）異なる土地利用制度の併存による課題 

表１及び図１のとおり、５つの町村で３タイプの土地

利用制度が存在し、合併後もそれぞれの制度が併存する

こととなった。地理的な条件等でそれぞれの地域の土地

利用条件が異なっていれば各制度の併存も可能であった

が、町村間で土地利用条件の差がほとんどないことや、

対等合併であったことから、土地利用規制や税制面で大

きな格差が生じる既存制度の併存は困難とされ、合併前

に設立された安曇野地域合併協議会で検討された結果、

土地利用制度については「合併後５年を目処として同一

歩調で行うことを基本に調整する」と記載された。特に

線引き都計区域と非線引き都計区域の制度の格差は、他

の市町村合併事例と同様に大きな課題となり、安曇野市

においても、主に以下のような問題が生じていた。 
・旧町村毎の制度が異なり新市として一体性が削がれる 
・旧町村毎に開発に必要な手続きが異なることで、事業

者の混乱を招き、事務処理が煩雑となる 
・条件に大きな違いがない農地であるにも関わらず、市

街化区域内農地のみに高い固定資産税を課すことで、

土地所有者に不満を抱かせてしまう恐れがある 
・旧町村毎の土地利用状況に大きな違いがないにも関わ

らず、規制手法が大きく異なり、土地利用コントロー

ルが困難となる 
 
３．新たな土地利用制度の検討 

１）検討体制 
安曇野市では、前述した課題を解消するため、平成18

年7月より新たな土地利用制度についての検討を開始し

た。図２は、安曇野自主条例、安曇野市都市計画マスタ

ープラン（以下、安曇野市MP）、安曇野市景観条例の施

行及び策定までの経緯を表したものであるが、約５年に

渡る検討期間の内、土地利用制度に関する安曇野市の方

針が自主条例に決定するまでの期間（平成18年7月～平

成20年9月）を検討第一段階、その後、安曇野自主条例

の内容等について具体的な検討を行った期間（平成 20
年6月～平成23年3月）を検討第二段階とした。 
検討第一段階では、都市計画や農村計画の専門家３名

で構成された「土地利用構想調査専門委員会（以下、専

門委員会）」及び、農商工業、PTA 等の各組織代表や一

般公募で選ばれた一般市民、行政機関職員（４）等28名で

構成された「土地利用市民検討委員会（以下、市民検討

委員会）」を設置し検討を行った。また、地域住民の意見

集約を目的に「地区別懇談会」「土地利用に関するアンケ

ート調査」「土地利用・景観シンポジウム」等も実施した。

なお、検討内容を調整するため、専門委員会と市民検討

委員会の合同会議も３回開催された。 
検討第二段階では、安曇野自主条例等の具体的な内容

を検討するため、専門委員会の委員に法律の専門家１名

を加えた「制度設計委員会」、土地利用制度や安曇野市

MP等の検討を行うため、市民中心に18名で構成された
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 「都市計画策定委員会」、景観計画を検討するための

「景観計画策定委員会」及び「景観審議会」を設置し

た。なお、都市計画策定委員会、景観計画策定委員会

の会員選定方法は市民検討委員会と同様である。また、

検討第一段階と同様に、地域住民の意見集約を目的に

地区別懇談会を６回開催している。各会の開催期間や

開催回数、参加者数等は図２に示すとおりであるが、

約５年間に渡って多くの検討が行われたことがわかる。 
２）主な検討内容（検討第一段階） 

（１）土地利用市民検討委員会 
市民検討委員会は約１年半で23回開催され、安曇野

市の土地利用に関する将来像や土地利用の方針につい

て検討が行われた。検討内容の詳細及び検討結果をま

とめた提言書については安曇野市のホームページ（以

下、HP）に公表され、また、一部が雑誌７）や国土交通

省の調査結果（５）にまとめられているが、ここでは大

きく２つのことが決められた。一点目は土地利用に関

する３つの基本方針である。基本方針は「農地の保全・

農業の育成」「良好な住環境の形成・育成」「商工業・

観光の振興と育成」であり、また、この基本方針を実

現させるために11の原則も定めている。特徴的な点は、

農地及び田園景観の保全に対する意識の高さである。

これは、平成18年に実施されたアンケート調査の結果に

も表れており、約半数の回答者が、土地利用制度のあり

方について「環境保全を優先し、保全すべき区域に厳し

い開発規制を行うべき」と回答している。 
二点目は、土地利用に関する区域設定と区域別の開発

基準である。これは、３つの基本方針や11原則を実現さ

せるため、図３のように市全域を６つの区域に区分し、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ 市民検討委員会でまとめられた区域設定図（６） 
 
それぞれの区域での開発基準を定めたものであるが、こ

こで決められた区域設定や開発基準が、施行された安曇

野自主条例に反映されている。一般市民を中心とした検

討委員会において、ここまでの専門的内容を含む検討が

行えた背景には、平成11年より旧穂高町で施行されてい

たまちづくり条例の経験が活かされたものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図2 土地利用制度等の検討過程 

検討第一段階（平成18年7月～平成20年9月） 検討第二段階（平成20年6月～平成23年3月）

土地利用構想調査専門委員会

・土地利用制度の具体的手法の検討

・H18.7～H20.9 （全16回）

・有識者3名で構成

土地利用市民検討委員会

・土地利用の将来像や土地利用の方針検討

・H18.10～H20.3 （全23回）

・市民中心に28名で構成

地区別懇談会

・第１回 H19.2 (11会場、171名)

・第２回 H19.11～12 (20会場、340名)

制度設計委員会

・土地利用制度に関連する条例等の検討

・H20.11～H23.3 （全21回）

・有識者4名で構成（内3名は第一段階の専門委員）

都市計画策定委員会

・土地利用制度、安曇野市ＭＰ等の検討

・H20.6～H22.8 (全33回)

・市民中心に18名で構成

地区別懇談会

・第３回 H20.11 (20会場、599名)

・第４回 H21.3～4 (40会場、544名)

・第５回 H22.3～4 (17会場、295名)

・第６回 H22.6～8 (35会場、459名）

・第７回 H22.11 (3会場、49名)

・第８回 H23.1 (3会場、62名)

景観計画策定委員会

・景観計画の素案検討

・H20.6～H21.9(全31回)

・市民中心に15名で構成

景観審議会

・景観計画の案検討

・H22.1～H23.3(全9回)

・有識者,市民14名で構成

安曇野市の適正な

土地利用に関する条例

・H22.9議決

・H23.4施行

※線引き都計区域の

豊科地域を除く

安曇野市景観条例

・H22.9議決

・H23.4施行

安曇野市都市計画

マスタープラン

・H22.11策定

土地利用に関するアンケート調査

・土地利用、景観、営農等について調査

・H18.9～10実施

・34,022戸配布、9,314戸回収 (回収率27%)

全8回開催

のべ2,519人参加

土地利用・景観シンポジウム

・H19.11実施 (約100名)

一般市民を中心とした検討

学識経験者を中心とした検討

合計3回の合同会議

H23.3

・技術基準規則告示

・土地利用基本計画決議

・特定開発事業認定指針公表

H23.3

・景観計画策定

・景観づくり

ガイドライン案策定
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 （２）土地利用構想調査専門委員会 

専門委員会は約２年で16回開催され、市民検討委員会

の検討結果を実現させるための具体的な手法を専門的な

見知から検討している。検討内容の詳細については、市

民検討委員会と同様に市の HP 等でまとめられているが、

主な検討内容としては、線引き都計区域とした場合及び

非線引き都計区域にした場合の土地利用規制手法の検討

である。両案は併行して検討されていたが、当初は主に、

線引き都計区域とし、市街化調整区域（以下、調整区域）

内で一定の開発を容認する区域を開発許可条例（3411・
3412 条例（７））で指定する場合の検討が行われた。市民

検討委員会等でも、3411・3412条例のようなものがある

ならば、農地等を守るために線引きがいいのではないか

という意見も出ていた。しかし、安曇野市は開発行為の

許可に関する権限を持たないため（８）、区域指定等を行う

にあたっては、権限を持つ長野県との協議が必要であっ

た。専門委員会では県との協議内容についても専門的な

見知から助言を行っている。なお、非線引き都計区域に

した場合の検討では、特定用途制限地域の指定と自主条

例を併用する案が議論されている。しかし、特定用途制

限地域では駐車場や資材置き場といった、いわゆる青空

開発を防ぐことができないこと、また、自主条例と併用

した場合、制限内容の重複が出る可能性があり混乱を招

くこと等の理由により、併存案は早い段階で検討から外

されている。その後、自主条例のみでの検討を進め、最

終的にまとめられた提言書では、自主条例のみで土地利

用コントロールしていくことが適当であるという結論に

至っている。 
（３）長野県と安曇野市の協議内容 

長野県と安曇野市の協議については、平成19年9月か

ら開始されている。平成20年3月には、線引き都計区域

に統合した場合、市民検討委員会がまとめた内容に基づ

いた市街化区域の指定や調整区域での開発基準の緩和が

可能かについて協議が行われており、その後も、線引き 
 
表２ 線引き都計区域への統合における主な課題（９） 

安曇野市 長野県

対等合併であることから、旧町村
の中心市街地を市街化区域に指
定。市街化区域指定の要件を満
たさない地区は用途地域に指定

都計法で定める市街化区域指定
の要件を満たさない場合は指定
不可。調整区域での用途地域指
定も認められない

用途
(住宅)

集落コミュニティ維持のため一般
住宅の受け入れを容認

基本的に一般住宅の受け入れ
は3411条例等で定めた区域内

用途
(店舗)

床面積200㎡～300㎡の店舗は
身近な範囲に最低限必要

店舗・飲食店は3411条例等で定
めた区域内で床面積150㎡以内

市街化区域への近接・隣接要件
については散居的な田園集落の
特徴を踏まえ5km程度まで容認

距離規定がないため、生活圏の
状況等から総合的に判断するこ
とになっているが、5kmを一体的
な生活圏と考えることは困難

10戸以上の連担していれば基本
的な集落とみなし3411条例の区
域指定が可能

都計法においては概ね50戸連担
が要件であり、10戸程度の小規
模な集落単体での指定は考えて
いない。

地区
計画

多様な規模・形態の産業立地へ
の対応として、敷地面積0.1ha程
度の小規模単位で指定可能

都市計画運用指針に即して、産
業立地型の場合、最低敷地面積
は5ha以上必要

市街化区域

市
街
化
調
整
区
域

3411
条例の
区域
指定
要件

 

都計区域への統合に向けた具体的な協議が数多く行われ

ている。表２はそれらの協議の中で、特に課題となった

ものをまとめたものだが、中でも3411条例に基づく区域

指定の考え方に大きな違いがある。安曇野市としては、

郊外の開発を規制しつつも、既存の集落に隣接し、開発

に伴う社会基盤整備の必要がない開発については、集落

維持のためにも容認したいと考えたが、10戸程度の小規

模な集落が散居的に広がる安曇野市の特徴が、長野県の

定める基準と整合せず協議は難航した。長野県としては、

平成20年2月に策定した「長野県都市計画制度活用指針」

の中で、線引き制度活用の方向性について、「集約型のま

ちづくりを進め、郊外部での無秩序な開発を抑制し、長

野県に相応しい美しい自然環境や田園環境を保全するた

め、現在、線引き制度が導入されている５つの都市計画

区域においては、引き続き線引き制度を継続するものと

する。」としていることからも、線引き都計区域としての

統合を求めていた。しかし、安曇野市は、専門委員会が

まとめた提言書の内容を尊重し、平成20年9月に都計区

域統合後の土地利用制度を自主条例とすること決め、市

議会に報告、翌10月には長野県へも報告を行った。長野

県もその決定を尊重することとしたが、豊科都計区域の

線引き廃止については、都市計画運用指針及び県の定め

る区域区分の判断基準との整合、自主条例の内容や運用

状況を確認した上で判断するとした。 
なお、県の定める区域区分の判断基準とは、平成 12

年の都市計画法改正を受けて、長野県が都市計画区域マ

スタープランの策定に向けた全県的な統一事項に関する

指針として、平成14年3月に策定した「長野県都市計画

区域マスタープラン策定方針書」（１０）の中に記載されて

いる基準である。この判断基準は、定量的な基準と定性

的な基準に分かれており、定量的な基準としては、市街

地内外の人口増減や農地転用状況等から判断する「市街

地外への宅地化の拡散抑制の必要性」、将来人口や２次３

次産業従事者の伸び等から判断する「市街地拡大の可能

性」、市街地内道路面積率等から判断する「計画的な市街

地整備の必要性」がある。また、定性的な基準としては、

「良好な自然的環境の整備・保全への配慮の必要性」及

び「隣接・近接する都市計画区域への影響」があり、合

わせて５つの視点から区域区分の必要性を判断している。 
３）主な検討内容（検討第二段階） 

（１）制度設計委員会 
新たな土地利用制度として自主条例を制定することが

決定したことを受けて、平成20 年 11 月から制度設計委

員会による検討が始まった。制度設計委員会は、専門委

員会のメンバーに法律の専門家を加えた４名で構成され、

約２年半で21回開催された。ここでは、自主条例の内容、

手続き、罰則等が検討されているが、土地利用と密接に

関係してくる景観条例の内容や両条例の関連性等につい

ても検討が行われた。まずは、当時旧穂高町地区で施行

されていたまちづくり条例の検証から開始しており、各
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 ゾーンの境界が明確でなかったことや住民同士の話し合

いにより開発の可否を決めていたこと等により、コント

ロールできなかった開発があったという課題を明らかに

し、新たな自主条例では、相当の強制力を持って開発を

コントロールしていくことが確認された。自主条例内容

の検討としては、検討第一段階の市民検討委員会でまと

められた区域設定及び区域別の土地利用管理方針を基本

にしつつ、同時併行で開催された都市計画策定委員会で

の議論を踏まえて進められた。 
特に議論されたのは、田園環境区域の開発基準である。

田園環境区域は山地を除く市域全体の開発可能区域の大

部分を占めるだけでなく、豊科都計区域の調整区域とも

重なる区域であるため、長野県との協議においても、そ

の開発基準については多くの時間をかけて議論が行われ

た。自主条例の内容については後述するが、線引き制度

では柔軟な対応が難しかった田園環境区域内の立地規制

を、10戸以上の宅地の連担を基本として指定する「基本

集落」及び道路に３辺以上が接続している事業地に限り

開発可能とするという開発基準により実現することとし

た。また、区域毎に定める開発基準からは外れるが、開

発する必要のあるものについての対応としては、特定開

発事業認定の制度を設け、第３者機関として市が設置す

る土地利用審議会の審査で開発の可否を審議することと

し、その認定指針の内容等についても検討が行われた。 
（２）都市計画策定委員会 

都市計画策定委員会は約２年で33回開催され、自主条

例及び安曇野市として新たに策定する安曇野市MPの内

容について検討が行われた。検討の進め方としては、２

つのグループに分かれ、それぞれの視点から各検討課題

に対して意見を出してもらい、それを事務局でまとめ全

体で検討するというサイクルを何度か繰り返しながら進

めた。また、地域懇談会での説明内容等についても検討

を行った。自主条例に関しては、主に区域設定と開発基

準について検討が行われている。区域設定については、

市が提示した案に対して意見を出してもらうという進め

方であったが、検討第一段階の市民検討委員会でまとめ

られた区域を基本に作成したことから大きな混乱はなか

った。しかし、田園環境区域の中に設ける基本集落につ

いては、３辺接続が開発可能となる基準となることから、

その指定方法等について多くの意見が出された。特に、

人口減少に伴う農業の衰退を懸念する意見が多く、２辺

接続で開発可能にならないかといった開発に対する柔軟

さを求める意見も出されたが、最終的には制度設計委員

会の検討結果等も踏まえ、基本集落は最低限の区域とし、

３辺接続基準で開発を許可していく方針で理解を得た。

安曇野市MPの検討については、委員18名の内12名が

検討第一段階の市民検討委員会の委員であったため、市

民検討委員会でまとめられた土地利用の将来像を踏まえ

つつ、詳細な記載内容に至るまで検討が行われた。なお、

平成22年11月に策定された安曇野市MPでは、合併後

から続けてきた検討の結果として、線引き制度は適用せ

ず自主条例によって土地利用コントロールを行っていく

ことが明記された。 
以上のように、安曇野市では合併後の土地利用制度に

ついて多くの時間をかけ、多くの市民と検討を重ねた。

ここでは省略したが、土地利用制度と共に安曇野市の将

来像を実現させるために重要な景観条例についても多く

の検討が行われている。 
（３）長野県と安曇野市の協議内容 

自主条例によって土地利用コントロールを図るとする

安曇野市の方針が決定した平成20年9月以降は、線引き

の廃止を想定した自主条例の内容について協議が行われ

ている。特に現在の調整区域に該当する田園環境区域の

土地利用規制については慎重な判断が必要となることか

ら、県の都市計画課を中心に、県関係部局の担当者も出

席した協議が何度も行われている。具体的には、調整区

域での開発基準と自主条例での開発基準を比較し、基準

が緩和される部分についての対策や市の考え方をひとつ

ずつ確認していく作業を行っている。また、併行して進

められていた景観条例との整合等についても検討が行わ

れている。そして、約２年におよぶ協議の結果、平成22
年9月には、安曇野自主条例及び景観条例の内容につい

て調整が整ったため、安曇野市は両条例を市議会で議決

した。平成23年3月には、安曇野自主条例に関わる「技

術基準規則」「土地利用基本計画」「特定開発事業認定指

針」及び景観条例に関わる「景観計画」「景観づくりガイ

ドライン」を公表し、平成23年4月より両条例を施行し

た。なお、線引きの廃止については、安曇野自主条例の

運用状況も確認した上で判断するとしたため、現在も協

議が続いている。 
 
４．安曇野自主条例の特徴 

１）区域指定及び区域毎の開発基準 
図４は安曇野自主条例で定めた「土地利用基本区域図」

である。第二段階の検討の結果、検討第一段階では確定

していなかった６区域を確定し、開発を誘導する区域（拠

点及び準拠点区域、田園居住区域）と開発を抑制する区

域（田園環境、山麓保養、森林環境区域）に分けた。旧

町村の中心市街地である拠点市街区域や拠点市街区域以

外で用途地域の指定がされていた準拠点市街区域には、

住宅、店舗、事務所、工場、公共公益施設等を誘導し、

比較的大規模な集落を形成していた田園居住区域には住

宅、店舗、公共公益施設等を誘導する。また、別荘や温

泉施設等が立地していた山麓保養区域では、一定の要件

を満たす住宅及び公共公益施設の他に、観光や保養機能

の維持及び向上を目的とした用途に限って開発を認め、

森林環境区域では一定の要件を満たす住宅及び公共公益

施設の開発のみ認めている。最も課題となった田園環境

区域は上記５区域以外の区域とし、厳しい開発基準を定

めた上で、限定的な開発にとどめている。 
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図４ 安曇野自主条例に基づく土地利用基本区域図（１１） 
 
住宅に関する立地基準については次節に記述するが、

店舗や事務所、工業施設、公共公益施設に関しても、基

本集落等（１２）からの距離を立地基準に加えている。例え

ば、店舗や事務所は基本集落等から概ね50ｍ以内の場所、

工業施設は産業集積地又は基本集落等の区域のうち既存

の工場に隣接した場所等の立地基準が定められている。

3411条例等では、設定された区域内のみ開発の規制が緩

和されるため、既存の工場が区域外へ拡張したいと計画

しても迅速な対応がとれないが、安曇野自主条例では、

スプロール的な開発を規制しつつ、既存工場の拡張とい

った計画に迅速な対応がとれるという特徴がある。地方

都市においては、雇用や産業の面からもこのような対応

の必要性は高く、開発と規制のバランスが考慮された制

度といえる。また、罰則規定についても「６月以下の懲

役又は50万円以下の罰金」と定めており、自主条例とし

ては比較的厳しい規定となっている。 
２）田園環境区域における戸建て住宅の立地基準 

田園環境区域では住宅に関しても厳しい立地基準が定

められている。大きな特徴は、基本集落等及び道路に事

業地の３辺以上が接続している場合のみ開発を可能とす

る「３辺接続基準」である。図５は３辺接続基準を図示

したものであるが、３辺接続の基準を満たす土地は僅か

であることがわかる。安曇野自主条例の施行から１年も

経過していないので、開発の傾向について考察できる段

階ではないが、豊科地域を除く４地域における田園環境

区域の開発件数は、それまでの平均を大きく下回る傾向

も出ている。なお、基本集落内は、概ね10戸の宅地

が連担する集落を航空写真や公図を用いながら地形

地物及び敷地境界で細かく区域指定しており、基本

集落内であっても開発可能な土地は多くない。開発

の傾向については今後詳細な分析が必要であるが、

地方の農村都市に多く見られる小規模な集落が散居

的に広がる地域に適した制度といえる。 
３）特定開発事業の認定指針 

特定開発事業とは、６区域の開発基準に定めのな

い開発事業であり、特定開発事業については認定の

手続きを経ることで開発が許可されることがある。

認定については、「特定開発事業の認定に関する指

針」や安曇野市 MP、景観計画等から総合的に判断

することとっており、土地利用審議会の了承も必要

となる。上記指針では、例えば住宅系の用途につい

ての認定指針として「集落コミュニティの形成・継

承の観点から、必要性が認められるものであること」

等が記載されており、商業系用途では「道路、供給

処理施設など都市基盤施設の非効率な整備及び維持

管理を生じさせないものであること」等の記載があ

る。このように指針では定性的な内容がほとんどで

あり、明確な基準等は示されていないが、平成 24
年2月現在、特定開発事業として認定され、市のHP

に公表されている11件の案件をみると、５件が携帯電話

基地局、２件が基本集落内であるが規模が大きい開発（１

３）、残りの４件は２辺接続であるが基本集落に囲まれた

自己用住宅、井戸、農産物直売所、工場兼倉庫（１４）であ

り、市街地の拡大につながるような案件は認定されてい

ないといえる。 
以上が、平成23年4月から施行されている安曇野自主

条例の主な特徴であるが、前述したように無秩序な開発

による都市のスプロール化が懸念される田園環境区域に

おいて、厳しい立地基準等を設けて土地利用コントロー

ルを図っている点が大きな特徴といえる。なお、安曇野

市では安曇野自主条例の施行後も、制度設計委員会の委

員であった４名の有識者を、安曇野自主条例の運用につ

いて評価を行う「制度評価委員会」の委員として委嘱し

ており、定期的な評価検証会議が開催されている。 
 

青字農地

凡例

事業対象地

（白地農地）

○開発可

×開発不可

道路

基本集落(10戸

以上の宅地が連なる

集落)、拠点市街区域、

準拠点市街区域又は

田園居住区域  
図５ 田園環境区域における戸建住宅の立地基準（１１） 
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 ５．まとめ 

本研究では、線引き都計区域と非線引き都計区域の統

合後の土地利用制度として制定された、安曇野自主条例

の制定プロセスとその内容について整理した。 
安曇野自主条例の制定プロセスについては、平成 17

年の町村合併によって生じた課題の解消に向けて、これ

まで多くの検討を重ねてきたことがわかる。また、有識

者による検討内容と市民による検討内容が十分調整され

ながら自主条例の制定に至っていることも明らかである。

このように検討が進んだ要因として３つのことが考えら

れる。一つ目は、合併に伴う課題を直ちに解消したいと

いう状況でありながら検討に多くの時間をかけたことで

ある。合併当初から「５年を目処に」という長いスパン

で検討することが想定されており、検討会議の回数も多

い。結論を急ぐのではなく、十分に議論し尽くしたこと

で多くの住民意見が自主条例の内容に反映できたものと

考えられる。二つ目は、旧穂高町で施行されていたまち

づくり条例の存在である。このまちづくり条例では、開

発の可否について住民同士の話し合いが行われることが

特徴の一つであり、これらの経験によって、自主条例に

よる土地利用制度を理解している市民が比較的多く存在

したことが、市民による検討会議においても専門的な検

討が行えた要因と考えられる。三つ目は、安曇野市の景

観が市の財産であるという認識を多くの市民が共有して

いたことである。これは平成18年に実施された市民アン

ケート調査の結果において、約９割の回答者が安曇野市

の景観について「魅力的である」と回答していることか

らも明らかであり、それが、厳しい規制も容認できた要

因になっているものと考えられる。 
安曇野自主条例は、地方都市の土地利用規制手法を検

討する上で参考となる内容が数多く含まれているといえ

る。例えば、田園環境区域における基本集落の区域設定

と立地基準はスプロール的な開発を抑制しながら、集落

の維持や都市の振興に必要な開発を受け入れられる制度

となっている。安曇野市のような散居集落によって形成

される都市で3411条例に基づく区域指定を行う場合、必

要以上に広い区域設定となったり、区域境界付近の開発

に柔軟な対応が取れないといった課題があるが、安曇野

自主条例では３辺接続基準等で解決している。また、特

定開発事業の認定についても、認定には、認定申請前の

住民説明会や報告書の提出、申請後の第三者委員会審議

を義務付けており、さらに、その過程を市の HP 等に公

表することで、安曇野市の目指す将来像との整合を多く

の観点から検証している。また、安曇野自主条例の施行

後についても有識者による制度評価委員会を設置し、自

主条例の運用等について定期的な検証が行われているこ

とは高く評価されるものである。 
以上のように、本研究では安曇野自主条例を事例に、

地方都市における今後の土地利用制度の可能性について

論じた。今後は、安曇野市の周辺地域も含めた広域的な

開発動向や人口流動等にも注視しながら、安曇野自主条

例の運用状況について詳細な分析を行っていきたい。 
最後に、資料提供等に協力頂いた安曇野市の方々に深

甚の謝意を表します。 
 
【補注】 
(1)参考文献1),2)等 
(2)参考文献3),4),5),6)等 
(3)平成17年国勢調査の結果による。 
(4)アドバイザーとして、長野県の現地機関から景観、農政、建設分野の

担当者が委員として参加している。 
(5)国土交通省土地・建設産業局による現地調査結果が公表されている。

http://tochi.mlit.go.jp/wp-content/uploads/2011/02/azumino.pdf 
(6)参考文献8)より引用。 
(7)都市計画法第34条11号に規定される条例を3411条例、法第34条12
号に規定される条例を3412条例と記載する。 
(8)安曇野市は、中核市又は特例市、事務処理市ではないため、開発行為

の許可に関する権限を持たない。 
(9)県の判断は都市計画法及び都市計画運用指針又は参考文献9)による。 
(10)平成23年3月には改訂版を策定している。 
(11)参考文献10)より引用 
(12)概ね10戸以上の宅地が連担する基本集落及び拠点市街区域、準拠点

市街区域、田園居住区域をまとめて基本集落等とする。 
(13)田園環境区域では、開発基準で「開発事業面積概ね1,000㎡以下」と

されているが、2件は1,000㎡以上の開発であった。しかし、基本集落内

の開発で、宅地分譲後の敷地面積が開発基準である300㎡／戸以上とな

る計画であったため認定された。 
(14)ゴルフ練習場が廃業し、景観を損ねるフェンスが存置されていた場

所に環境や景観に配慮された低層の工場を建設する案件であるが、3 辺

が道路又は河川に接しており市街地の拡大にはつながらない。また、景

観の向上にもつながるため認定された。 
【参考文献】 
1)岩本陽介・松川寿也・中出文平(2008)「市町村合併による都市計画区域

再編の実態と課題に関する研究」，都市計画学会論文集 No.43-3，
pp.295-300 
2)鈴木潔・内海麻利(2008)「市町村合併の土地利用規制への影響とその対
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