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The purpose of this study is to examine the improvement project by Machizukuri ordinance in the residential district 
of the fringe of urban promotion area. This study aims at clarifying the roles and problems of the improvement 
project by Machizukuri ordinance under the population decrease. At Saitama Pref., there is the boundary of the 
population decrease in 30-40 kilometers from the Tokyo metropolitan area. Two local governments choose the urban 
planning by the Machizukuri ordinance in this area. A case study of Kamihira 2nd district in Ageo City showed that 
land use conversion is rapid. On the other hand, the allotment relation between resident's organization and local 
government is formed by the ordinance. But, the problem about the system performance became clear. 
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１	 はじめに	

1.1．研究の背景と目的	

	 市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむ

ね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」（都市

計画法第7条第2項）と定義される。しかし、人口減少に伴い公

共・民間による都市開発投資が減少する今日の状況では、市街化

区域を覆い尽くすよう「計画的に市街化を図る」ことは困難であ

る。では、本来であれば道路・公園などの公共施設整備や、土地

利用の整序を図るべき市街地をいかに取り扱えばよいのか。とり

わけ、中心市街地など政策的な位置づけを与えやすい市街地とは

異なり、市街化区域でも外縁部にあり、整備・整序の機会のなか

った住宅市街地は放置されたままとなってしまうのではないか。

こうした状況には既に人口減少が顕在化した地方都市圏だけで

はなく、早晩、大都市圏でも直面すると考える。 
	 人口増加に伴う土地需要が見込まれるのであれば開発投資に

見合う収益が期待できるため、土地区画整理事業（以下：区画整

理）による市街地整備が選択されよう。だが、区画整理の新規認

可件数は 2003年度以降、年間 100地区以下に止まり(1)、市街地

整備における適用の困難がわかる。また、今西 1）によると、2014
年9月時点で区域区分を設定している全国635自治体中506自治

体から回答を得た調査票調査より、138自治体が住宅市街地に未

着手（事業計画決定以前、区域の都市計画決定済み、または調査

段階の状態）の区画整理を有しており、その内85自治体が三大

都市圏であることを示している。人口減少の進行を背景として、

大都市圏でも区画整理の施行が困難となる状況がうかがえる。 

	 特に市街化区域外縁部における、区画整理に替わる住宅市街地

整備・整序の手立てでは、いわゆる「逆線引き」(2)等の区域区分

の見直しと市街化調整区域での都市計画法第34条第11号条例を

活用した都市的土地利用の可能性検討を行った西山他 2）をはじ

めとする研究がある。しかし、既に都市的土地利用が進行した大

都市圏市街化区域外縁部では逆線引き等への合意は難しく、一般

的な手立てとはしづらい。そこで地区計画の導入により公共施設

整備と土地利用の整序を図る事例の検討が行われてきた 3）4）。だ

が、そうした研究は1990年代を中心に見られ、今日の高齢化が
進む住宅市街地では新たな施設ニーズへの対応など地区計画を

見直すべきとする指摘 5）もあるように、人口減少局面での再検

討が必要である。一方、地区計画のみを担保手段とした拡大市街

地（設定基準を超えて市街化区域に指定された市街地）では、地

区計画が市街地の基盤整備に十分な効果をもたらしていないと

の指摘 6）があるように、実効性のある手立てが求められている。 

	 したがって、本研究では地区計画を念頭に置きながらも、住宅

市街地整備・整序の事業を並行して導入することが必要であると

考えている。つまり、実効性を担保するために計画の策定・運用

から主体的な住民参加の機会を設けつつ、自治体も積極的に事業

の実施に関与していくしくみを検討することが課題となる。 

	 この点で、いわゆる「まちづくり条例」は都市計画法等によら

ない自主条例として、自治体独自の開発事業や開発誘導を行う際

の手がかりになると考える。例えば、秋田 7）は計画策定やその

ための合意形成に止まる地区レベルの「まちづくり」活動に対し、

条例に基づき資金の支援を行う秦野市・横浜市の事例を取り上げ、

住民主体の空間整備事業の整備内容や空間特性などその実効性

を明らかにしている。しかし、事例は植栽整備を中心としており、

住民の権利調整も必要とする住宅市街地整備・整序の事業までは

検討していない。また、条例による地域特性をふまえた開発事業

の誘導について、国分寺市を事例とした野澤他 8）、鎌倉市・大磯

町を事例とした田所他 9）の研究がある。前者は自主条例と委任
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状例を組み合わせ開発事業に伴う手続きと基準を定めた「国分寺

市まちづくり条例」が持つ実効性や「条例のがれ」の実態を、後

者はそれぞれの条例に位置づけられた開発基準・審査基準や第三

者機関による誘導内容について検討している。だが、ともに開発

事業者を対象とした誘導を考えており、自治体さらには住民によ

る住宅市街地整備・整序の事業については検討がなされていない。 

	 そこで本稿は、大都市圏市街化区域外縁部に所在する住宅市街

地での、まちづくり条例に基づく整備・整序の手立てについて検

討する際の示唆を得ることを目的とする。具体的な検討課題とし

ては、(1)まず動態として、今日の人口減少局面において、大都
市圏市街化区域外縁部で生じる整備・整序の課題そのものを整理

することがあげられる。例えば饗庭 10）が「スポンジ化」と呼ん

だように、今日の都市では人口減少に伴い、敷地単位で空き地・

空き家がランダムに生じて密度が低下していくとの指摘が多い。

そうであれば、市街地全体の土地利用の転換は急速には進まず、

計画と事業の実現に向けた種地としての空間と、協議に要する時

間の双方に余裕が生じるはずである。そうした動態であるのか、

確認することを第一の検討課題とする。 
	 第二の検討課題として、(2)導入したまちづくり条例に基づく

整備・整序の計画と事業が、対象とする市街地で果たした役割と

限界を明らかにすることがあげられる。特に物的な空間の整備・

整序と、協議の進め方の両面にもたらした結果を知ることで、一

般的な手立てを検討する際の示唆が得られると考える。市街地に

よって整備・整序の課題は異なるが、その過程でのまちづくり条

例の意味については、他に通じる示唆が整理できるものと考える。 

1.2．研究の構成と方法	

	 まず、1.1.で用いた下記の用語は、改めて定義する。 

・まちづくり条例…『まちづくりの百科事典』11）によれば、「自

治体が独自の総合的なまちづくりの目的を達成するために、自

治体独自の計画や基準を定め、これに基づき開発や建築を総合

的にコントロールする仕組みを定めた条例」とされる。その系

譜は宅地開発指導要綱を基礎とする開発調整型と、住環境整備

を目的に地区の計画策定を支援する地区まちづくり型に分か

れるという。本稿では住宅市街地整備・整序の事業を検討する

ため、後者を指してまちづくり条例と考えている。 

・市街化区域外縁部…区域

区分が設定されている

自治体の市街化区域の

なかで、都心からの同心

円のより外側に位置す

る部分を指す（図 1・黄

色）。市街化調整区域が

設定されている場合は、

その境界に接する市街

化区域を指す。 
	 次に本稿で取り上げる大都市圏とは首都圏を対象とし、なかで

も埼玉県を事例として扱う。首都圏については国内で も集積が

大きく、同心円状に都市化が進んできたことを考慮した。埼玉県

については市街化区域の土地利用の整序を図るため1983年に暫

定逆線引き方式を導入した経緯を持つなど、隣接都県とは異なる

特徴的な試行の経緯があることを考慮した。 
	 以上の用語の定義と対象の設定をふまえ、本稿ではまず２で埼

玉県を都心からの距離別に区分し、人口増減率と高齢化率に基づ

き、人口増加から減少への境界にあると見られる圏域を把握した。

1.1.のように整備・整序が必要とされる住宅市街地では、人口増

加の状況にあれば区画整理などの開発投資が期待されよう。対し

て人口減少が恒常化した自治体では住民の施設や土地利用への

ニーズが既に固定化し、市街化区域外縁部で生じる公共施設整備

や土地利用の整序に関する課題も多様には見えないと考えた。そ

こで、両者の境界にあると見られる圏域の自治体に着目すること

で、より生じる課題は顕在化するものと考えた。 

	 その結果、首都圏 30〜40km圏に所在する 13自治体を抽出し
た。次に、この13自治体に対し市街化区域外縁部における整備・

整序の状況について電子メールで照会を行い、11 自治体から回

答を得た。３ではその結果をまとめた。 
	 照会ではまちづくり条例に基づく整備・整序の手立てを講じた

具体的な地区について質問し、上尾市「街づくり推進条例」とそ

の適用を受けた上平第二地区の事例を得ることができた。この結

果をふまえ、４では上平第二地区を事例に計画と事業の内容、物

的な空間の整備・整序と協議の進め方について整理する。その結

果から、導入した計画と事業が果たした役割と限界を考察する。 

	 以上をふまえ、５で知見と残された研究課題をまとめた。 

 
２	 人口増加から減少への境界にあると見られる圏域の抽出	

2.1．人口減少局面を示す指標の検討	

	 本稿では人口増加から減少への境界にあると見られる圏域の

自治体を検討対象とするため、人口増減率と高齢化率に着目した。

これらの指標について、埼玉県を首都圏から同心円状に10kmご
とに区分し分布を把握した(3)。この区分では埼玉県63自治体を、

20km圏内6自治体、20〜30km圏10自治体、30〜40km圏12自

治体、40〜50km圏13自治体、50〜60 km圏9自治体、60km圏
外13自治体に分類した(4)。なお、さいたま市は10政令区ごとに

指標を算出し、20〜30km圏は19自治体として結果を示した。 
	 この内、20km圏内から 40〜50km圏については、飯能市の一

部を除いて区域区分が設定されている。50〜60km圏では、とき

がわ町の全域が区域区分を設定しておらず、越生町のほぼ半分の

地域が都市計画区域外である他は区域区分が設定されている。

60km圏外は熊谷市・本庄市・小川町の全域と深谷市の一部を除

く地域で区域区分が設定されている他は、区域区分が設定されて

いないか都市計画区域外である。以上の区分の上で二つの指標の

状況を自治体ごとに確認し、増減や高低の割合が同程度（各

50.0％）にある圏域を境界にあるものと考えた。 

(1)人口増減率	

	 まず2010年と2015年の国勢調査の結果(5)より、各自治体の人

口増減率(6)を算出した。その人口減少に転じた自治体を示した結

果が図2・緑色である。60km圏外では13自治体（当該自治体の

100.0％・圏域の平均人口増減率-5.6％）、50〜60km圏では8自治
体（同88.9％・-3.5％）、40〜50km圏では10自治体（同76.9％・

図1	 市街化区域外縁部	
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-2.1％）、30〜40km圏は6自治体（同50.0％・+0.5％）、20〜30km

圏では3自治体（同15.8％・+3.0％）、20km圏内では0自治体（同
0％・+3.4％）である。増加自治体と減少自治体の割合が同程度

である圏域は30〜40km圏の50.0％である。この30〜40km圏を

境にするように外の圏域ほど減少自治体の割合が高く、内の圏域

ほど増加自治体の割合が高くなっている。同様に人口増減率は外

の圏域ほど減少の傾向が高く、内の圏域ほど増加の傾向が高い。

30〜40km 圏の人口増減率は全ての圏域のなかで±0.0％に も

近い。以上の点より、30〜40km圏は外から内の圏域へと人口が

減少する際の境界にあると考えた。 

 
図2	 埼玉県人口減少自治体（2010〜2015年）	

(2)高齢化率	

	 次に2015年の国勢調査の結果を用い、各自治体の65歳以上高

齢化率を算出した。埼玉県全体の平均高齢化率は26.5％であり(7)、

これを上回る高齢化率となった自治体を図示した（図3・緑色）。

その結果、60km圏外では 11自治体（当該自治体の 84.6％・圏
域の高齢化率と平均高齢化率との差+3.9％）、50〜60km圏では7

自治体（同77.8％・+2.8％）、40〜50km圏では8自治体（同61.5％・

+0.9％）、30〜40km圏では 5自治体（同 41.7％・+0.1％）、20〜
30km圏では 3自治体（同 15.8％・-3.0％）、20km圏内では 0自

治体（同0.0％・-5.5％）となった。高齢化率が平均を上回る、ま

たは下回る自治体の割合が同程度に近い圏域は 30〜40km 圏の
41.7％であった。30〜40km 圏を境に外の圏域ほど高齢化率が平

均を上回る自治体の割合が多く、内の圏域ほど下回る自治体の割

合が多い。同様に圏域の高齢化率と平均高齢化率との差は、外の

圏域ほどプラスとなり、内の圏域ほどマイナスとなる。30〜40km

圏は±0.0％に も近い。したがって 30〜40km 圏は内から外の
圏域へと高齢化率がプラスに転じる際の境界にあると考えた。 

 
図3	 埼玉県高齢化率平均以上自治体（2015年）	

2.2．人口増加から減少への境界にある圏域の抽出	

	 以上2点の指標の状況を当該自治体ごとに確認したところ、増
減や高低について自治体数の割合が同程度であったのは、共通し

て30〜40km圏であった（人口増減率50.0％・高齢化率41.7％）。

この結果から、本稿では30〜40km圏は人口増加から減少への境
界にある圏域と考え、所在する12自治体（上尾市・伊奈町・入

間市・春日部市・川越市・所沢市・狭山市・白岡市・杉戸町・蓮

田市・ふじみ野市・宮代町）を抽出して検討を行うこととした。 
	 また、さいたま市は20〜30km圏だが、市街化区域外縁部にあ

たる地域が 30〜40km に広くかかっている。すなわち、12 自治
体と一体となって30〜40km圏を形成している。そこで本稿では

さいたま市も加えた13自治体を対象として市街化区域外縁部で

生じる公共施設整備や土地利用の整序に関する課題を把握し、そ

のための整備・整序の計画と事業について検討した。 

	 なお、この圏域の抽出にあたっては、鉄道をはじめとする交通

体系、市町村合併による人口構成の変化などを考慮する必要があ

る。特に図2・3の白色の分布を見たところ、人口増減率・高齢

化率のいずれも鉄道の影響を受けていることが想定される。東京

都心から大宮駅へ至る JR各線、大宮駅から上尾市方面に向かう

同高崎線、また和光市から東松山市方面に向かう東武東上線の各

線は人口動態に影響を及ぼしていると考えられる。こうした人口

以外の指標を用いた圏域の抽出の精緻化は引き続く課題である

が、本稿では も基本的な指標として人口に着目することとした。 

 
３	 首都圏30〜40km圏における整備・整序の状況	

3.1．13自治体への照会の概要	

	 ２で抽出した首都圏 30〜40km圏 13自治体に対し、市街化区

域外縁部で生じる整備・整序に関する手法など状況を把握するた

め、2017年 2月、表1に示す照会を電子メールで行った。有効
回答は11件（84.6％）であった。 

表1	 首都圏30〜40km圏13自治体への照会概要	

調査名称：埼玉県下都心 30〜40km 圏における「地区まちづく
り」動向調査	

調査対象：13自治体（上尾市・伊奈町・入間市・春日部市・川
越市・さいたま市・狭山市・白岡市・杉戸町・所沢
市・蓮田市・ふじみ野市・宮代町）都市計画担当者	

調査方法：電子メール	
調査期間：2017年2月	
有効回答：11件（84.6％）	
調査内容：土地利用状況、地区計画を策定する場合の主な目標、

都市計画を推進する上で も有効と思われる手法、
まちづくり条例の整備状況、等5問	

	 照会では市街化区域外縁部について定義を説明した後、その

近の土地利用状況、該当する地域で地区計画を策定する場合の主

な目標、整備・整序のための都市計画を推進する上で も有効と

思われる手法、そして、関連して住民が発意できるまちづくり条

例の整備状況、等について質問した。 
3.2．照会への回答状況	

(1)市街化区域外縁部における土地利用の状況	

	 まず、回答を依頼した都市計画担当者から見た、当該自治体の

市街化区域外縁部における 近の土地利用の状況について聞い

た。表2に示す選択肢を用いるとともに、具体的な様子について

自由回答も求めた。 
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表2	 市街化区域外縁部における最近の土地利用状況	

状	 	 況	 件数	 割合	
最近でも宅地需要が旺盛で、公共・民間問
わず開発が継続している	

3	 27.3％	

最近では宅地需要が減少し、主に民間開発
が散発的に行われている程度である	

8	 72.7％	

最近では宅地需要がほぼなく、公共・民間
問わず開発は停滞している	

0	 0.0％	

総	 	 計	 11	 100.0％	

	 その結果、「 近では宅地需要が減少し、主に民間開発が散発

的に行われている程度である」が8件（72.7％）と も多かった。

具体的な様子は、「開発可能な区域で開発が進んでいる」（杉戸町）

という程度で、特に目立った特徴はない。次に「 近でも宅地需

要が旺盛で、公共・民間問わず開発が継続している」の 3 件
（27.3％）が続いた。こちらは「2012年度に市制施行し、市街化

区域内農地が宅地並み課税になり、その宅地化など土地利用の転

換が進んでいる」（白岡市）、「開発許可の件数についてはほぼ横

ばいであり、民間による開発は継続している」（所沢市）との自

由回答があった。全体的に見ると公共による開発は少なく、新た

な開発は散発的ながら民間に委ねられている様子がわかる。 
(2)市街化区域外縁部で地区計画を策定する場合の主な目標	

	 次に市街化区域外縁部で地区計画を策定する場合の主な目標

について、策定事例も合わせて聞いた（表3）。 

表3	 市街化区域外縁部で地区計画を策定する場合の主な目標	

目	 	 標	 件数	 件数	
いわゆるスプロールを防止することが主な
目標となる	

1	 9.1％	

いわゆる建て詰まりの解消や道路・下水の
整備といった地区の改善が主な目標となる	

0	 0.0％	

既存の住環境を保全することが主な目標と
なる	

10	 90.9％	

総	 	 計	 11	 100.0％	

	 も多い回答は「既存の住環境を保全することが主な目標とな

る」の 10 件（90.9％）であった。次いで「いわゆるスプロール
を防止することが主な目標となる」の 1 件（9.1％）であった。

つまり、住環境の保全が目標の多数を占めると考えられる。 

	 策定事例はいずれも住環境の保全に関する内容であり、「白岡

ニュータウン地区：民間開発による健全な住宅地の整備がなされ

た地区で、建築物等の規制により、良好な低層住宅地としての土

地利用が図られている」（白岡市）、「第二上新井地区：2008年度
に土地区画整理事業が完了した第二上新井地区及び、その施行地

区から除かれた既成市街地の既存住宅では、住環境の保全も含め

て 低敷地面積だけを制限した地区計画を 2012 年度に策定し

た」（所沢市）という計画的住宅地及びその隣接地域の地区計画

である。つまり、選択肢としても「いわゆる建て詰まりの解消や

道路・下水の整備といった地区の改善が主な目標となる」は 0

件（0.0％）であったように、地区計画による公共施設整備や市

街地の基盤整備は念頭に置かれていないことがわかる。 
(3)市街化区域外縁部で都市計画を推進する上で有効と思われる

手法	

	 では、市街化区域外縁部で公共施設整備や土地利用の整序とい

った課題がある場合、都市計画としてはどのような手立てが講じ

られるか。表4には市街化区域外縁部で都市計画を推進する上で

有効と思われる手法を聞いた結果を示した。合わせて具体的な手

法の適用事例も、自由回答で求めた。 

表 4	 市街化区域外縁部で都市計画を推進する上で有効と思わ

れる手法	

手	 	 法	 件数	 割合	
土地区画整理事業を施行する	 0	 0.0％	
地区計画を策定する	 1	 9.1％	
開発許可など民間開発を適切に誘導する	 5	 45.5％	
用途地域に委ねる	 2	 18.2％	
「まちづくり条例」によって「地区まちづ
くり」を推奨する	

2	 18.2％	

法令によらずとも地区単位の協議に委ねる	 0	 0.0％	
無回答	 1	 9.1％	

総	 	 計	 11	 100.0％	

	 この結果を見ると、 多は「開発許可など民間開発を適切に誘

導する」の 5 件（45.5％）である。「開発許可制度等の適正な運

用により、適正な土地利用を誘導している」（白岡市）との回答

のように、(1)で見たとおり新たな開発は民間に委ねる方針が一

般的であることが考えられる。その際、「土地区画整理事業を施

行する」は 0 件（0.0％）であるように、物的な空間の整備・整

序であっても、都市計画による事業手法は想定されていないこと

がうかがえる。次いで「用途地域に委ねる」が2件（18.2％）と
なるが、ここにも事業手法が選択肢となっていない状況が見える。 

	 一方、計画による誘導として「地区計画を策定する」は 1 件

（9.1％）であった。「良好な都市空間を創出することを目的とし
て、建築物の用途の制限、壁面位置の制限、緑化率の 低限度等

を定めた」（所沢市）という自由回答は見られたが、この首都圏

30〜40km圏の市街化区域外縁部では、地区計画の導入は一般的

な方法になっているとは考えづらい。これに対して、「『まちづく

り条例』によって『地区まちづくり』を推奨する」は2件（18.2％）
見られた。回答があったのは上尾市と川越市であった。地区計画

とまちづくり条例を合わせても3件であり、「開発許可など民間

開発を適切に誘導する」より少ない。都市計画による事業手法、

もしくは計画による誘導ではなく、民間主体の整備・整序が志向

されているものと考えられる。 
(4)住民が発意できるまちづくり条例の整備状況	

	 (3)で見たように、本稿が着目するまちづくり条例による市街

化区域外縁部における都市計画の推進は、2市が想定するに止ま
っている。一方、1.1.で述べたように住宅市街地整備・整序の実

効性を担保するためにも、計画の策定・運用から主体的な住民参

加の機会を設けることが必要であると考える。その点で、住民が

発意できるまちづくり条例の整備状況について、有無（表5）と

事例の回答を求めた。 
表5	 住民が発意できるまちづくり条例の整備状況	

整備状況	 件数	 割合	
あ	 	 る	 5	 45.5％	
な	 	 い	 6	 54.5％	

総	 	 計	 11	 100.0％	

	 その結果、そうした条例が「ある」とした自治体は5件（45.5％）、

「ない」とした自治体は 6 件（54.5％）であった。「ある」とし

た自治体の事例として、(3)で都市計画を推進するにあたりまち

づくり条例を有効と思われる手法としていた上尾市からは「街づ

くり推進条例：上平第二地区における街づくり計画策定。五番

町・フラワーフィル西上尾・柏座地区における地区計画策定等」、

川越市からは「地区街づくり推進条例：条例に基づく協議会が1

団体登録され、街づくり計画を策定中」との事例が回答された。
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他は春日部市「都市計画手続条例」、杉戸町「自治基本条例」、所

沢市「街づくり条例」の3件であった。所沢市は「住民発意によ
る地区計画等を進めるための条例に基づく協議会が 6 団体組織

されている」とのことで、上尾市・川越市と同様に条例に基づく

計画策定、地区計画策定が行われているとの内容であった。 
3.3．事例抽出	

	 以上のように首都圏 30〜40km圏 13自治体に市街化区域外縁

部で生じる整備・整序に関する手法などを照会した結果、民間主

体の整備・整序が志向される様子がわかった。都市計画による事

業手法は想定されず、計画による誘導も民間開発に比べ都市計画

を推進する有効な手法と思われていない。 

	 本稿が着目するまちづくり条例に基づく整備・整序の手立てと

しては、上尾市と川越市で手法として選択されていた。では、こ

れらの事例を検討し、その役割と限界を知ることで、こうした手

立てについて検討する際の示唆を得ることが次に求められよう。 

	 そこで両市のなかでも、3.2.(4)で具体的にあげられていた事

例に着目して検討を行うこととした。その事例の内容を吟味する

と、川越市については具体的な地区の記述がなかったが、上尾市

については三つの地区があげられていた。この内、本稿では上平

第二地区を取り上げることとした。他の2地区は地区計画の策定

に至っており、まちづくり条例に基づく整備・整序の計画と事業

を検討する対象から外れると考えたためである。 

 

４	 上尾市上平第二地区の事例	

4.1．事例及び調査概要	

	 上尾市は首都圏から35kmに位置する。かつては田園地帯であ
ったが、高度経済成長期には工業の立地が進んだ。高崎線により

大宮駅まで近く、現在では住宅都市としての性格を有している。

とりわけ高度経済成長期の人口増加局面にあっては1970年に区
域区分を設定するとともに、区画整理による市街地の基盤整備、

土地利用の整序を進めてきた経緯があり、2016年 3月末日まで

に 18地区・490.1haで事業完了、4地区・270.0haで施行中とな
っている(8)。2.1.に示した指標として、2015年の国勢調査による

人口は 22万 5,196人、2010年との人口増減率は+0.6％である。
高齢化率は25.6％、2010年から+4.7％である。 

	 上平第二地区は高崎線北上尾駅から北東約 1km に位置する

50.2haの地区である。首都圏から40km方向に設定されている市
街化調整区域に隣接する。元々農地が多く、これが昭和 30〜40

年代に住宅へと転換した。その整序のため上尾市独自の制度とし

て「区画整理推進予定地区」(9)を設け、同地区も 1970 年に指定
された経緯がある。用途地域の指定状況としては、幹線道路沿道

が第1種住居地域である他は、第1種低層住居専用地域である。 
	 本稿では同地区の物的な空間の特徴、街づくり推進条例に基づ

く「上平第二地区街づくり協議会」（以下：協議会）の協議の進

め方を知るため、表6に示す現地調査を行った。内訳は上尾市都

市整備部都市計画課・協議会合同での聞き取り調査を2回（調査

②④）、現地踏査を3回（調査①③⑤）、協議会での協議の観察調

査を1回（調査⑥）、のべ6回行った。本稿の論述は以上の調査
内容及び収集した資料に依る。 

表6	 上平第二地区における現地調査概要	

調査①	 第1回現地踏査	
調査日時：2015年2月2日（金）14：15〜15：30	
調査内容：土地利用状況、市街地整備課題等の確認	
調査②	 第1回聞き取り調査	
調査日時：2015年3月17日（火）10：00〜12：00	
調査対象：上尾市都市整備部都市計画課主幹・主査・主事	
	 	 	 	 	 上平第二地区街づくり協議会役員2名	
調査内容：上平第二地区の市街地形成過程、当初計画された区

画整理の内容、条例による整備への変更過程、整備
水準に関する課題、協議会の運営、等	

調査③	 第2回現地踏査	
調査日時：2015年3月17日（火）13：30〜15：00	
調査内容：土地利用状況、市街地整備課題、改善個所等の確認	
調査④	 第2回聞き取り調査	
調査日時：2017年2月7日（火）10：00〜11：30	
調査対象：上尾市都市整備部都市計画課副主幹・主任2名	
	 	 	 	 	 上平第二地区街づくり協議会役員2名	
調査内容：上尾市における市街化区域の外縁部改善の手立て、

土地利用規制・誘導や市街地整備に対する条例の有
効性、上平第二地区の街づくり計画から地区計画へ
の変更過程、住民から見た市街地整備への負担の考
え方、地区計画への変更に向けた合意形成、等	

調査⑤	 第3回現地踏査	
調査日時：2017年2月7日（火）12：00〜15：00	
調査内容：土地利用状況、市街地整備課題、改善個所等の確認

（上尾市都市整備部都市計画課・上平第二地区街づ
くり協議会の同行による）	

調査⑥	 上平第二地区街づくり協議会観察調査	
調査日時：2017年3月8日（火）15：00〜16：30	
調査内容：上平第二地区街づくり協議会における街づくり計画

から地区計画への変更、特に骨格道路の検討につい
て観察、出席委員への調査票調査実施	

4.2．上平第二地区における計画と事業の経緯	

	 4.1.のとおり上平第二地区は高度経済成長期の人口増加に伴

って宅地化が進んだ、いわゆるスプロール市街地と言える。そこ

で計画的な市街化を図るべく指定された区画整理推進予定地区

であったが、合意形成の困難、バブル経済の崩壊など社会経済状

況の変化に伴い、事業化は滞った。その間にも基盤整備を伴わな

い住宅開発が進み、狭隘な街路に沿って不整形な街区が生じ、住

環境上の問題も懸念されるところとなった。 
	 こうした市街地の基盤整備が進展しない状況に対して、地元区

長(10)らが2006年12月、「上平第二地区まちづくり委員会」（以下：

委員会）を発足した。これが今日に至る同地区での計画と事業の

端緒であった。その経緯は表7に整理される。 

	 委員会は街づくり推進条例に基づく組織ではなく、いわば任意

の性格が強かった。その性格のまま、発足直後の2007年には「土
地利用状況調査」「居住環境についてのアンケート調査」を結果

報告も含めて実施、2008年 5月には市長に宛て要望書「上平第
二地区の居住環境整備について」を提出するに至る。 

	 この要望書提出の後、2009 年に市と委員会は道路・下水道・

公園整備に関する勉強会を行うところとなった。つまり、この段

階で市も積極的に同地区の整備・整序に関与していく道筋が付け

られたことになる。そして、市が「上平第二地区整備方針検討調

査報告書」をまとめた(11)。この報告書では「地区整備手法につい

て」、今後の人口増減や土地利用予測から区画整理の施行が困難

であるとし、「区画整理事業以外の手法で街づくりを推進してい

くことが望ましい」とした。そして、「地区の方針」として道路

整備を地区の 大の課題と位置づけ、「地区住民の理解と協力に

よる整備が必要」とし、沿道権利者の協力への意識づけや地区計

画によるルールの設定などを示唆した。 
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表7	 上平第二地区における計画と事業の経緯	

年	 月	主体	 経	 	 緯	
1970	不明	市	 土地区画整理事業推進予定地区指定	
2000	 12	 市	 上尾市都市計画マスタープラン策定	
2004	 4	 市	 上尾市街づくり推進条例施行	
2006	 12	 委	 上平第二地区まちづくり委員会発足	
2007	 1	 委	 土地利用状況調査実施（同7月結果報告）	

10	 委	 居住環境についてのアンケート調査実施（同
12月結果報告）	

2008	 5	 委	 「上平第二地区の居住環境整備について」要望
書提出（市長宛て）	

11	 委	 現地踏査実施	
2009	 2	 委	 道路整備勉強会（市道路整備課）	

4	 委	 下水道整備勉強会（市下水道課）	
8	 委	 公園整備等勉強会（市みどり公園課）	

2010	 5	 委	 上平第二地区街づくり協議会設立検討	
9	 委	 上平第二地区街づくり協議会認定申請	
11	 市	 上平第二地区街づくり協議会認定	
12	 協	 「公共下水道整備に関する要望書」提出（市長

宛て）	
2011	 3	 市	 上尾市都市計画マスタープラン2010策定	

12	 協	 街づくりアンケート実施（2012 年 3 月結果報
告）	

2013	 7	 協	 「上平第二地区街づくり計画」承認・事業実施	
2016	 9	 協	 街づくり計画から地区計画への移行公表（「上

平第二地区街づくり協議会ニュース」第6号）	
（注）上平第二地区まちづくり委員会,「上平第二地区まちづく
り委員会ニュース」、上平第二地区街づくり協議会（2013）,
「上平第二地区街づくり計画」、同,「街づくり協議会ニュース」
第1号〜第6号、等より筆者作成。市：上尾市、委：まちづく
り委員会、協：街づくり協議会。	

	 この報告書に示された方針をふまえ、委員会では「地区からの

発意的な行動が必要不可欠であることから、当委員会を『上平第

二地区街づくり協議会』として、上平第二地区の街づくりを考え

る組織に移行」(12)することが示された。この経緯をふまえ、委員

会は2010年11月に街づくり条例に基づく協議会へと移行した。

その後も委員会当時と同様に地区の問題を把握する「街づくりア

ンケート」（2011年12月）を実施するなど調査活動を行った。 

	 そして、2013年7月に16項目の事業計画を持つ「上平第二地

区街づくり計画」（以下：街づくり計画）を策定するに至った。

今日までの協議会の活動はこの街づくり計画に基づくものであ

る。その事業計画の基本目標など内容は表8に示される。 
表8	 上平第二地区街づくり計画（事業計画）	

基本目標1：安全で安心の街づくり	
1-1：地区内道路の整備	
01：狭あい道路（4m未満）の拡幅整備	
02：骨格道路（防災道路）の指定	
03：交差点の隅切りの設置	
04：電柱・電信柱の民地内移設	
05：カーブミラーの民地内移設	
06：ブロック塀の撤去及び生垣の推進	
07：交差点部分の見通しの改善	
08：上平小学校北側道路の歩行環境の向上	
1-2：防犯・防災対策の強化	
09：防犯灯の設置	
10：防火水槽・初期消火用器具の設置	
11：避難ルートサインの設置	
基本目標2：緑豊かで質の高い街づくり	
2-1：暮らしの場としての住環境の向上	
12：インフラ整備の推進	
13： 低敷地面積の設定	
14：環境対策（ごみ置き場の設置）	
2-2：憩いの場としての住環境の向上	
15：緑化活動の推進	
16：市民緑地制度の活用	

（注）上平第二地区街づくり協議会（2013）,「上平第二地区街
づくり計画」、より筆者作成。	

	 基本目標1は「安全で安心の街づくり」であり、先の報告書で

も 大の課題とされた「地区内道路の整備」に8項目、「防犯・

防災対策の強化」に3項目を位置づけた。また、基本目標2は「緑

豊かで質の高い街づくり」であり、「暮らしの場としての住環境

の向上」に3項目、「憩いの場としての住環境の向上」に2項目

を位置づけた。ソフトにも関わる項目も含まれた。 

4.3．上尾市街づくり推進条例	

	 この協議会の設立や街づくり計画策定の根拠となったものが

街づくり推進条例である。この条例は2000年12月策定の上尾市

都市計画マスタープランを受け、その実現方策として 2004年 4
月に施行された。24 条からなり、地区まちづくりを担う協議会

の市長による認定（第8条）、協議会が策定する街づくり計画の
原案の市長による承認（第12条）、そして協議会と市との街づく

り協定の締結（第17条）等の条項で構成される。なお、この条

例では地区計画の委任規定は定めておらず、「街づくりの推進を

図るための法制度の活用」として、その活用に努めるとしている

のみである（第16条）。 

	 以上は、いわばよく見る地区まちづくり型の条例の構成と言え

よう。しかし、上尾市ではその第15条で「街づくり計画の尊重」

を定め、市長は「街づくりを推進するための施策の策定及び実施」

にあたり計画を尊重するとし、その実行まで図るとしている。上

尾市都市整備部都市計画課によると（調査④）、上平第二地区の

事例はこの規定に基づいて整備・整序を図るものである。 
4.4．物的な空間の整備・整序	

	 では具体的にそのとりくみ、すなわち計画と事業の内容を見て

みよう。まず物的な空間の整備・整序である。上平第二地区の現

況及び計画と事業の状況は図4に示される。 

	

図4	 上平第二地区の現況及び計画と事業の状況	

	 ここでのとりくみの特徴は事業計画として定める「地区内道路

の整備」に表れている。事業計画では図4に示す路線①〜④を骨

格道路（02）と位置づけている。その実現手法は市による買収で

はなく、沿道権利者のセットバックである。そこで協議会は各権

利者に対して実現を呼びかけ、市は建て替えなどの際に助言を行

う。市は実施の際に隅切り（03）、フェンス化による見通しの改

善（07）、カラー舗装による歩行環境の向上（08）等を行う。街
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づくり計画では、事業ごとにこのような協議会と市との分担を記

載している。その結果、路線の改善（写真1）、未接道の解消（写

真2）を実現した。街づくり計画の成果と言えよう。他にもカー

ブミラーの設置（05）や避難ルートサインの設置（11）など、実

現可能な事業がこれまでに進められた。 
	 一方、街づくり計画による事業の限界も指摘される。端的な表

れが、実現の及ばない地区内道路の整備である。事業計画02で

は骨格道路の幅員を6mとしている。これは協議会と市の合意に
基づく目標だが、個々の沿道権利者にとって負担が大きい場合が

ある。調査④では路線②の沿道権利者の意向も聞いたが、敷地面

積にゆとりがあるとしても塀や生垣に費用をかけている旧来の

農家も多く、短期的に実現は難しいという。そもそも6mという

整備水準が高いのではないかという質問に対しては、防災などの

観点で実現したいとの回答であり、計画と実際の乖離が見られた。 

	 また、街づくり計画では土地利用の整序に関しても限界が認め

られる。個々の土地利用に関する事業計画は 低敷地面積の設定

（13）に止まり、内容としても「地区計画策定についての調査・

検討をする」との記述のみで、具体的な面積や用途のルールを持

たない。だが、その間に敷地分割による住宅開発が進んでいる。

図4網掛けは 新の住宅地図である 2016年版と 10年前の 2006

年版を用い、5戸以上の連担した住宅開発を確認した結果である
(13)。これによると 11 個所で開発が見られ、写真 3 のような 47

戸という規模の開発もあった。この結果、地区人口も増加傾向に

ある。街づくり計画によると2008年4月の3,740人が2012年4
月に3,925人となっている。したがって近隣関係の構築など、新

たなコミュニティ形成の課題等も聞かれた。調査④ではこうした

敷地分割と住宅開発が進む理由を聞いたが、広い面積の敷地を持

つ農家の相続による場合が多いという。協議会も市も、旧来から

の権利者の高齢化が進んでいることを指摘、その結果、相続によ

る土地利用の転換が急速に進んでいるとの回答であった。 

4.5．協議の進め方	

	 このように計画と事業をめぐり、街づくり計画によって協議会

が骨格道路の実現を働きかけているとおり主体的な活動が見ら

れた。これに対し、市も事業の実施に関与していた。両者の関係

は街づくり計画で分担関係を明示することで成り立っている。加

えて街づくり推進条例で「街づくり組織への支援」として、市が

技術的な支援や情報の提供、経費の一部負担を行っている（第

22条）。つまり、条例を介して、こうした両者の協議の機会が設

けられている。 

	 しかし4.4.のとおり、セットバックでは「地区内道路の整備」

に限界があること、街づくり計画では住宅開発を制御するルール

に欠けることから、調査④時点で同地区では地区計画の導入が検

討されていた。調査において協議会に地区計画の導入に対する考

えを聞いたところ、協議会における協議ではセットバックへの合

意を得るにも、強制力という点で「手詰まり」との指摘があった。

土地利用の整序に関しては同地区の大半が第 1 種低層住居専用

地域であることから、住宅開発が進んでも住環境を乱す建築は起

こらないものの、住民の間からは現行規制が厳しいとの意見があ

るという。そして、協議会を運営する委員の高齢化が進んでおり、

その活動の継続が困難となることから、地区計画を策定して市の

責任の下に置きたいとの意向であった。一方、市は街づくり計画

から地区計画に移行した場合、根拠が条例ではなくなるため、条

例に基づいて認定した協議会の解散を念頭に置いている。そこで

後継組織を検討するとしているが、現在の委員の間では高齢化が

進んでおり、人口は増加傾向にありながら新しい担い手がおらず、

既存の事務区で整備・整序の課題を引き継いでいく方が現実的と

考えている。 
	 調査⑥では協議会での協議の進め方や、地区計画の導入の検討

について観察した。協議会委員は事務区長経験者を中心に構成さ

れており、自身の区の範囲を念頭に発言を行っている様子であっ

た。その際に出席していた14名の委員に対し協議会の果たした

役割と課題に関して調査票を通じて聞いたところ、10 名から回
答があった。役割としては、具体的に実現した事業としてカーブ

ミラー（05）や避難ルートサイン（11）の設置に対する評価が2

名から見られた。また、「骨格道路（02）の設定が原点」とする

指摘があり、街づくり計画のとりくみの特徴が委員のなかで理解

されていることもうかがえた。 
	 一方、課題としては6名がその骨格道路（02）の実現の困難を

あげた。地区計画にはその打開の期待もあるが、合意の困難、市

の財政状況、職員の異動に伴う継続性の低下を懸念する回答が見

られた。なかには骨格道路の計画自体に問題が多いとする、役割

における指摘とは相反する指摘も見られた。その指摘では、改め

て協議会での協議が大切とする意見も述べられていた。 
 

５	 おわりに	

	 本稿では大都市圏市街化区域外縁部に所在する住宅市街地で

の、まちづくり条例に基づく公共施設整備や土地利用の整序の手

立てについて検討する際の示唆を得ることを目的とした。そのた

め、2点の具体的な検討課題を設定して研究を進めた。得られた

知見と考察は以下である。 

(1)今日の人口減少局面における、その整備・整序の課題そのも
のを整理するため、埼玉県を事例に人口増加から減少への境界に

あると見られる圏域を把握したところ、30〜40km 圏の 13 自治
体を抽出した。この圏域の人口増減率と高齢化率を見るとその高

低について自治体数の割合は同程度に近く、変化の境界と考えた。 

	 この圏域では整備・整序に関する課題も顕在化すると考え、13
自治体にその手法などを把握する照会を行ったところ11件の回

答を得た。回答では、土地利用状況としては民間開発が散発的に

行われている程度との回答が多かった。 
	 こうした状況に対して、当初、市街地全体の土地利用の転換は

急速には進まないと考えていた。しかし、市街化区域外縁部で都

市計画を推進する上で、まちづくり条例を有効な手法と考えてい

る事例として取り上げた上尾市上平第二地区では旧来からの権

利者の高齢化に伴う相続が生じ、むしろ土地利用の急速な転換、

人口増加が起こっていた。したがって、対象とした外縁部の整

備・整序の課題認識としては、空間・時間双方で決して余裕はな

く、実効性のある手立てが必要と考える。 
(2)その計画と事業について、本稿では地区計画を念頭に置きつ
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つ住宅市街地整備・整序の事業を並行して導入することが必要で

あるとの視点から、まちづくり条例に基づく実効性のある手立て

を検討した。現況として13自治体への照会結果を見ると、市街

化区域外縁部で都市計画を推進する上で、まちづくり条例の活用

を選択したのは上尾市を含む2件のみであった。 
	 この上尾市の具体的な事例である上平第二地区では、区画整理

の未着手から住民による調査活動をふまえて、街づくり推進条例

に基づく、協議会による物的な空間の整備・整序が行われていた。

街づくり計画では協議会と市との分担関係が明示され、それぞれ

のとりくみにより地区内道路の整備を中心とした成果が見られ

ていた。しかし、セットバックのみでは権利者の合意に限界があ

る。また、6mという道路の整備水準には計画と実際の乖離があ

る。また、街づくり計画では敷地分割による住宅開発を制御でき

ない状況も見られた。 

	 この計画と事業をめぐる協議の進め方としては、条例によって

協議会と市との分担関係が成立していた。しかし、整備・整序の

課題とともに、協議会委員の高齢化、新しい担い手の不足もある

ことから、地区計画の導入が検討されていた。協議会による合意

形成に「手詰まり」が見えるなかで地区計画は期待されるが、協

議会が担う役割を解消してよいものか、改めて協議会での協議が

大切とする協議会委員の意見もあるように、疑問が残される。 
	 以上をふまえると、大都市圏市街化区域外縁部は人口減少局面

の急速な変化にさらされている。その渦中では上平第二地区のよ

うな、まちづくり条例に基づく整備・整序、自治体との分担関係

によるとりくみは有用である。しかし、その実効性や担い手とい

う点で限界が生じていた。地区計画は自治体の業務としてこうし

た限界を補いうるが、住民参加によるべきとりくみまでを引き取

るべきではない。上尾市で見たようなまちづくり条例と地区計画

を並行する整備・整序をより強化することがなお重要と考える。

引き続き、上平第二地区で導入が検討されている地区計画の分析

を行うとともに、その他の事例にもあたりつつ研究を進めたい。 

 
後記 
	 上尾市都市整備部都市計画課・上平第二地区街づくり協議会をはじめ、

調査にご協力いただいた各位に感謝いたします。本研究は文部科学省科学

研究費補助金基盤研究（C）「都市縮減社会における住居系市街地のリス
ケーリング型整備手法の適用に関する研究」（研究代表者：今西一男）、同

じく「地方都市の持続性危機に対するリジリエンスとしての内発的地域マ

ネジメント」（研究代表者：山口邦雄）により行った。 
 
補注 
(1)区画整理促進機構編集・発行(2017),『平成28年度版区画整理年報』。ち
なみに 新のデータである2015年度は、全国で50地区・475.8haとな
っている。 

(2)計画的な市街地整備が行われる見込みのない市街化区域を市街化調整
区域に編入する区域区分の見直し。特に埼玉県で導入した暫定逆線引き

方式は地権者の意向をただした上で、区画整理等の実施が確実になった

時点で市街化区域に再編入することを条件に、用途地域の指定を残した

まま市街化調整区域に編入する方式である。参考・引用文献 12）など
参照。 

(3)この区分にあたっては、埼玉県都市整備部都市計画課ホームページに掲
載されている「都市計画区域図」を参考にした。なお、広域の地図によ

り圏域を確認したところ、同心円の中心は東京都千代田区（皇居・東京

駅等の付近）である。 
(4)同心円の境界をまたぐ場合は、行政区域面積の2分の1以上が所在する
側の圏域に含めて分類した。 

(5)2010年の国勢調査以降に合併した旧鳩ヶ谷市は現川口市に含めた。 
(6)（2015年人口－2010年人口）／2015年人口×100。 
(7)全国平均は26.7％であり、埼玉県はほぼ同程度である。 
(8)上尾市都市整備部都市計画課編集・発行（2017）,『上尾の都市計画』,p.30。 
(9)区画整理の施行を推進するための上尾市独自の制度。補注(8)の『上尾
の都市計画』2017年版にはその地区の記載がないが、記載がある 2006
年版と見比べ、その間に着手された事業を除くと13地区・559.6haが未
着手のままとなっていたことがわかる。上平第二地区もその一つである。 

(10)上尾市では行政事務の円滑な運営と処務便宜のため、全市において「事
務区」を設置している。上平第二地区は上新梨子、久保、西門前、南、

宮の下の5事務区からなる。 
(11)上平第二地区まちづくり委員会編集・発行（年次不明）,「上平第二地
区まちづくり委員会ニュース」。 

(12)上平第二地区まちづくり委員会,前掲資料。 
(13)「上尾市都市計画方に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」
では市街化区域における建築物の 低敷地面積を 100 ㎡としており、
「上尾市開発行為に関する事前手続に関する要綱」では開発区域の面積

が500㎡以上となる開発行為に事前協議を課していることから、後者を
前者で除して5戸とした。 
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