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Japanese urban planning system enacted in 1968, rapid economic growth period, did not change significantly during 
the 50 years. However given the entering of a new phase, such as population decline, shrinkage of built-up area and 
an era of super-aging, the reform of the urban planning system has been sought. Moreover, to deal with problems of 
urban planning in such situation, it is necessary to cooperate with private sector and residents. For identifying the 
problems and the new initiatives related to the urban planning system, we conducted nationwide survey. The survey 
was administered to urban planning departments of 1370 municipalities in Japan from November 15 through 
December 31, 2013. This paper will introduce the results of the nation-wide survey conducted last year and will aim 
to propose a direction of institutional reform based on the data. 
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1 研究背景と目的 

 高度成長経済期の只中の1968年につくられた日本の都市計画

制度は、現在まで制度上の根本的な変化はなく、人口減少・超高

齢化・市街地縮小などの新たな社会状況の変化への対応にもさま

ざまな課題があると言われている。また、その課題に対応するた

め、民間や住民等の地域主体との協働が必要とされている。そこ

で、実際の現場で都市計画を担当する者が感じている制度上の課

題やその課題への対応としての自治体の取り組み、また民間事業

者や地域住民等からの民間発意の取り組みの実態を明らかにす

るため、2013 年末に全国アンケート調査を実施した。従って、

本稿ではその全国アンケート調査の結果の分析と、その結果をも

とに、これからの都市計画制度の改革方向について考察すること

を目的とする。 

 

2 都市計画担当者への全国アンケート調査 

 では、実際の都市計画の現場の担当者たちはどうとらえている

だろうか。そうしたことを確かめるため、都市計画区域を含み都

市計画を所管している全国の1370自治体を対象にアンケート調

査を実施した。2013年11月半ばから12月頭にかけアンケート

票を郵送し、回答も郵送により回収した。回収は725票、回収率

は52.9%であった。 

2-1 調査項目 

 アンケート調査の主な設問の内容は、表１の通りに現行都市計

画制度全般の課題から改革に関する内容（問1～問7）、それに対

する新しい取り組み（問8～問9）、そして民間発意の取り組みと

して都市計画提案制度の活用（問10～問13）とまちづくり条例の

活用（問14～問16）に関する内容、その他の課題等（問17）につ

いて調査した。 

表1．アンケート調査項目の内容 

区分 設問 

[1]都市計画制度全

般について 

問 1 都市計画制度(特に地域地区制度、地区計画制度、ま

ちづくり関連制度)の問題の有無 

問2 どの制度が問題か 

問3 問題の内容 

問4 問題の背景となっている課題 

問5 都市計画法や建築基準法を改革すべきか 

問6 何をどのように改革すべきか 

問7 どのようなプロセスで改革すべきか 

[2]取り組んでいる新

しい都市計画・まち

づくりのしくみ・事例 

問8 行った新しい取り組みについて 

問9 取り組んだ際の工夫・苦労・成果 

[3]民間発意の取り

組み(1)都市計画提

案制度について 

問10 都市計画提案制度の過去の取り組み 

問11 活用した場合の問題点・課題 

問12 これからの活用 

問13 都市計画提案制度の問題点、民間の提案を受け止め

やすくする別の方法等 

[4]民間発意の取り

組み(2)まちづくり条

例等について 

問14 まちづくり(都市計画)への参画を促すまちづくり条例

の有無・予定 

問15 有る場合(検討中含む)その内容やねらい 

問16 有る場合、その特徴 

[5]その他の課題 
問17 起こっている新しい状況や課題、今後検討が必要な

こと 

2-2 調査結果 

 本稿では、現行都市計画制度の課題の内容と改革の必要性

（問1 から問7）について明らかにし、その状況からの自治体の新し

い取り組み及び民間発意の取り組みの実態（問 8 から問 16）と関連

づけて、民間や住民等が主体となる都市計画制度への改革方向を

中心に分析する。 

2-2-1 現行都市計画制度の課題 

問1の「現在の都市計画制度に問題がありますか」という設問

に対し「大きな問題がある」とした自治体は9件とほんの少数に

とどまり、およそ3分の1が「問題がある」、残りの3分の2が

「特に問題はない」としている（図1）。 
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図1．現行都市計画制度の問題の有無（問１） 

問2の「どの制度が問題か」という質問に対し、問１で「大き

な問題がある」「問題がある」とした250件の内容をみると、最

も多く指摘されたのが、地域地区制度（23.6%）であり、次に、

地区計画制度（14.4%）、区域区分制度（14.0%）、都市計画施設

（8.8%）等が続く（図2）。 

図2．問題ある都市計画制度（問2） 

問3では「どういうところが問題か」の質問に対し、問1で都

市計画制度に問題あり(①+②)とした250件を母数とし複数回答

ありで回答状況をみると、ほぼ3分の2が「①一度決めたところ

を変更するのが難しい」とした（図3）。例えば、「…旧市街地（鉄

道駅周辺）に商業用途を指定しても機能しない。シャッター通り

化した商業系用途を住居系用途へ変更しダウンサイジングで商

業の集約化を図りたいが、地権者の同意が得られない」としてい

る。課題は認識できても、用途地域の効果を実際に活用しようと

する段において課題があるといえる。 

図3．問題の内容（問3） 

 「③制度が複雑で思うような活用が難しい」「④規制緩和の要

望が多く苦慮している」も2割代と比較的回答率が高い。③の例

としては「地域地区は行政が政策的に指定するのに対し、地区計

画は地域住民の意向で進めろという仕組みが複雑、主体が誰なの

かわかりづらい。総合設計や特区など、都市計画の思想が及ばな

い緩和規定が存在すること」としている。その一方で「現在の都

市計画法・制度は大都市を基準にした面が多く、地方の小規模自

治体・都市計画区域の実情になじまない」といった声もきかれる。 

④の例としては、「コンパクトシティが都市政策の基軸となっ

ているが、白地地域のスプロール的な開発圧力、用途地域拡大の

要望は根強い。また、郊外に進出した都市機能等を既成市街地に

集積させることは容易ではない」に代表されるように、直接的な

緩和要望や政治的圧力がなかったとしても、現行の土地利用規制

のままでは新たな政策を機能させにくい苦労が伝わってくる。 

「②不合理な規制により問題が大きくなっている」や「⑤規制

を強化したいが賛成が得られない」は1割程度とあまり多くない。

これらは③や④とも関連し、結果的に「①一度決めたことを変更

するのが難しい」に連なっていて、そちらで回答している場合も

多いと思われる。 

問4では、「問題の背景にある大きな課題は何か」の質問に対

し、問1で都市計画制度に問題あり(①+②)とした250件を母数

とし複数回答ありで回答状況をみると、突出して高いものはない

ものの、まんべんなく課題があげられた（図4）。 

図4．問題の背景となっている課題（問4） 

3割以上回答があったのが「①そもそも基礎自治体の権限が弱

すぎる」「②そもそも財源が乏しく何かをしづらい」「③時代状況

が悪い(人口減少／高齢化／地価下落など)」「④解決すべき課題

が複雑で高度な専門性が必要」「⑤行政の人材不足(人数がそもそ

も少ない／業務量が多すぎる)」の5項目であった。 

2 割以上だったのが「⑨市民側の課題(無理解／行政依存な

ど)」である。地権者や事業者の⑦⑧に比べて市民側の⑨がかな

り多く回答されているのは、やや意外であった。都市計画課題が

複雑化するなかで、市民側の意思をうまく反映するしくみが不足

しているのかもしれない。 

総じてみると、都市計画の課題をステークホルダーそれぞれの

問題に帰すよりも、時代状況や解決すべき課題の複雑性を前に、

権限や財源での限界を抱え、特に専門性をもった人材の必要性を

感じる自治体が多いことがわかる。 

2-2-2 都市計画制度の改革 

問5の「都市計画法や建築基準法を改革すべきか」に対し、「か

なり思う」・「一部については思う」が199件と27.4%が何らかの

改革が必要とした（図5）。問1で問題がある（①+②）としたの

は34.4%だったから、問題とは感じていてもそれがすぐには改革

の必要性に結びつかない部分もあるものと推察されるが、おおざ

っぱにみれば約 3 割程度の自治体で問題を感じ改革の必要性を

感じているとも言える。 
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図5．都市計画法や建築基準法を改革すべきか（問5） 

何らかの改革が必要と回答された199件につき、その内容を整

理したのが図6である。問6の「何をどのように改革すべきか」

の質問に対し、最も多かった回答は、「建築基準法と都市計画法

を見直すべき」と、制度体系そのものの改革が必要とする意見で、

21.6％を占める(図6)。 

図6．改革すべき内容（問6） 
＊問5で①②とした自治体数は199だが、問6ではうち174件の回答があった。1自治体

で複数の項目をあげた場合もあり、「件数」の合計は196となっている。 

具体的な意見は大きく3つに分けられる。第一は、両方の関係

の見直しで、建築基準法の集団規定の緩和によるまちづくりへの

悪影響を指摘しており、建築基準法の集団規定を都市計画法に委

ねるべきなどの意見が最も多く見られる。第二は制度が古くなっ

ていることの指摘で、法制度の複雑さや古さを指摘しており、現

代に対応できるよう、より明確にすることを望んでいる。第三は、

建築確認申請の課題として、確認申請後の違反建築への対応がで

きないことから許可制への変更の意見や、自治体により法解釈が

異なるため、さらにきめ細かい施行令や施行規則、運用指針で示

してほしいとの意見も見られる。 

2 番目に多かった回答は、「社会状況（人口減少等）と地域性

を考慮した改革にするべき」の15.6%である。人口減少による社

会状況の変化に現行都市計画制度が対応できなくなり、見直すべ

きとしている。また、「地域性を生かした制度に変更できる様に

してほしい」など、画一的な基準ではなく、地域特性を考慮した

都市計画制度への改革を考えている。 

3 番目に多かった「地方分権関係を見直すべき」に関しては、

地方分権が進むなか、都道府県と地方自治体との関係が不明確で、

権限移譲されていても、手続きとして前と変わらない課題があり、

地方自治体への権限強化や県との協議の廃止などの意見が多く

見られる。 

4番目に21件の回答があった区域区分と地域地区が続く。「区

域区分」は、もっと連続的で地域の実情に即した規制が柔軟にで

きるようにしてほしいとの回答がみられた。「地域地区制度」に

関しては、時代の変化に対応できない用途基準の見直しの意見や、

用途の複合ができよう見直すべきとの意見も見られる。 

 6 番目の「都市計画決定・変更・廃止」は16件あり、特に廃

止や変更の際に迅速かつ柔軟にしてほしいとの意見が目立った。 

 以上のように、都市計画法と建築基準法の関係そのものの改革

を基本としつつ、人口縮減という新たな時代状況を踏まえて、よ

り地方分権的な制度へと、内容面でも手続面でもすべきだという

のが全体の回答の傾向である。 

問7の「どのようなプロセスで改革すべきか」の質問に対し、

問5で都市計画制度を改革すべきと思う(①+②)とした199件を

母数と考えると、改革のプロセスは、圧倒的に「①国が率先して

新しい仕組みを設けるべき」が多く約7割に達する。次の「②自

治体が率先して新たな動きをつくるべき」は 17.6%であった(図

7)。この結果も意外であった。自治体が率先して新たな動きをつ

くるべきと考える自治体がもっと多いと考えていたからである。 

図7．改革のプロセスについて（問7） 

この結果を、「大きな改革は法律を変えないと無理だからやは

り国が主導することは必要」ととらえるのか、「地方分権は総論

では賛成であっても、本音ベースでは地方は自発的に改革しよう

と思っていない」ととらえるのかは微妙なところであるが、問3

の構造的課題と問4の課題の背景と関連して考える必要があり、

後の3章で述べることにする。 

2-2-3 自治体による新しい取り組み 

問8の「都市計画制度やそれに関連する制度、計画、方針等の、

新しい取り組みなどについて教えてください」の質問に対し、約

1割の自治体が「①新しい取り組みを行った」とし、約1割で「②

新しい取り組みを検討している」。さらに「③新しい取り組みを

行う必要性を感じている」の 24.8%を加えると、46.2%とほぼ半

数の自治体で新しい取り組みを意識している(図8)。 

図8．新しい取り組みについて（問8） 

問5での「①改革すべきと思う」・「②一部については思う」に

限定してみると、問8の①②で31.7%、③(必要性を感じている)

まで加えると69.3%となるので、制度改革の必要があると考えて

いる自治体のほうが新しい試みを行っていることが確認できる。 

「①新しい取り組みを行った」とする自治体があげられた内容

を分類すると、図9の通りである。 

総じてみると「新しい取り組み」とはいえ、全く新しいことを

行ったというよりも、現行法の枠組み内で、国による新たなメニ
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ューの追加等とも呼応しつつ、底流にある地方分権の流れを受け

て、各自治体が工夫しながら新しい取り組みを行っている様子が

わかった。重要なのは「現行法の枠組み内で」行ったということ

ではなくて「工夫しながら」行ったと考えられることであり、そ

れは、上記クロス集計でも、取り組みを行った自治体のほうが改

革の必要性を強く感じていることと対応している。 

図9．新しい取り組みの内容 

なお、問9ではそうした新しい取組みを行う際の工夫・苦労・

成果を尋ねているが、制度改革につながるような視点というより

個別の話が多いためここでは省略する。 

2-2-4 都市計画提案制度の活用 

問10の「都市計画提案制度の活用についてお聞かせください」

に対し、「①既に決定事例がある」が10.8%、「②現在進行中」が

1.5%、「③現在問い合わせがある」が3.7%で、それらを合わせる

と都市計画提案制度の活用を経験している自治体は 16.0%に留

まり、全国的に普及してなく、課題があると考えられる（図10）。 

図10．これまでの都市計画提案制度の動きについて（問10） 

問11の「問10で①②とした事例で、特に工夫したもの、問題・

課題があるものなどがございましたら教えてください」との設問

に対しては、主に提案制度による提案の実現のための工夫の内容

が多く、具体的には、地域住民を対象に勉強会の実施及び周知活

動、ガイドラインや運用指針の策定、事前相談による自治体から

の助言・支援・提案の調整などがあげられた。 

図11．これからの都市計画提案制度の活用について（問12） 

また、問12の「都市計画提案制度をこれから積極的に活用す

る予定やお考えはありますか」の設問に対し、「①できるだけ多

く活用したい」が9.8%、「②特定の都市計画について活用したい」

が6.6%を占め、合わせると16.4%と問10のこれまでの動きと似

たような数値が見られる（図 11）。特に、「②特定の都市計画に

ついて活用したい」の具体的な内容として、地区計画が約7割を

占めていて、地区レベルでの合意形成を必要とする地区計画にお

いて提案制度を活用しようとする意向が確認できる。これにより、

地区のまちづくりから都市計画まで提案・移行できる連続的な都

市計画（まちづくり）のフローが可能と考えられる。 

また、問10と問12をクロス集計すると、これまで提案制度を

経験した自治体（問10で①②③の126件）のうち、これからも

提案制度を活用したい（問12の①②）とする自治体は52あり、

全体の約半分に留まっている。逆に、これまで提案制度の活用経

験はない（問10で④⑤）自治体でも、これから活用したい（問

12で①②）とする自治体は65あり、提案制度の活用に対し課題

と期待を持っていることがわかる。 

その具体的な内容を見るための問13の「都市計画提案制度に

問題があればお書きください。また、民間の提案を受け止めやす

くする別の方法やアイデア、貴自治体での経験などございました

ら、事例も含めてそれらについてもお書きください」との設問に

対し、あげられた課題の傾向を整理すると、1）提案基準の負担

が大きいとの基準における課題、2）地域住民への周知不足、3）

審査と支援のバランスの問題、4）人材・力量不足による行政の

受付体制の問題などがあげられた。逆に、提案制度の可能性と活

用の工夫に関しては、地区計画において地域住民や民間事業者の

意向がある場合、提案制度を活用すると実現性が高くなることや

都市計画マスタープランの実現手段とできるとの可能性と、事前

相談制度及び支援に関する内容を条例化して、地域住民等のまち

づくり活動への助成を行うなど民間発意を積極的に促そうとす

る工夫も見られた。これの具体的な内容を別稿で詳しく論じてい

るので参照されたい（→参考文献1））。 

2-2-5 まちづくり条例の活用 

問14の「地域住民のまちづくり(都市計画)への参画を促すま

ちづくり条例等について教えてください」の設問に対し、「①既

に条例等がある」の12.8%、「②現在検討中」の2.2%を合わせる

と15.0%に留まっている（図12）。しかし、「③これから考えてみ

たい」まで考えると、全国の約3割がまちづくり条例を必要とし

ていると読み取れる。 

図12．まちづくり条例について（問14） 

問15の「問14で①②の場合、どのような内容のものですか。

また、どのような効果をねらったものですか」の設問に対し、特

に、問14で「①既に条例等がある」とした内容をみると、93件

のうち、条例82件の内容は、地区まちづくり協議会及び計画の

地区まちづくりが主な内容であるが、都市計画マスタープラン及

び地区計画・都市計画提案制度の手続き、大規模開発に対する調

整手続き、景観まちづくり、独自の土地利用等に関する内容まで

定めている条例が多くみられた。 

また、そのまちづくり条例の狙いとしては、「市民（住民）主

体のまちづくりを推進するため」が最も多く41.5%を占め、次に

「行政と市民による協働のまちづくりの推進」32.9%、「地域の特
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性を活かしたまちづくりの推進」15.9%、「地区計画及びルールの

策定」15.9%の結果がみられる。その他に、良好な開発事業への

誘導・意見反映、まちづくりへの支援、エリアマネジメントの推

進等の意見もみられる。 

これまでの条例は都市計画を補完することが主な役割だった

が、以上の傾向を踏まえると、条例により都市計画マスタープラ

ンの策定とそれを実現する都市計画の手段に関する手続、独自の

土地利用等が定められるなど、より地方分権化された際の新しい

都市計画制度が条例を基本に組み立てうる方向を示していると

考えられる。このようにみると、都市計画提案制度の活用とまち

づくり条例はつながっていて、これらは単なる新しい取り組みと

いうよりも、都市計画制度の改革方向と深く関連している。 

なお、問17のその他の課題等について尋ねている設問に対し

ては、これまで出ている課題が多かったため、ここでは省略する。 

 

3 都市計画制度の課題と改革方向 

ここでは、改革プロセス（問7）と都市計画制度の課題（問3）

及び課題の背景（問4）との関係を分析し、その改革プロセスと

都市計画提案制度の活用（問 12）及びまちづくり条例の活用実

態（問 14）との関連性を踏まえて、これからの都市計画制度の

改革方向を考察する。 

3-1 都市計画制度の課題と改革プロセス 

まず、表3によれば、問7で「①国が率先して新しい仕組みを

設けるべき」とする自治体は、問3で具体的な課題①～⑤を指摘

する割合が平均程度かそれより低く、特に理由はないが、こうい

う改革は国がやるべきと考えていると読み取れる。逆に、問 7

で「③民間事業者が率先して優良事例をつくれるようにすべき」

とする自治体は問 3 の①～⑤いずれの設問にも回答率が平均よ

り高く、特に③の「制度が複雑で思うような活用が難しい」

（43.8%）との悩みを多くかかえている。 
表3．問3と問7のクロス分析（＊平均は問5で①②とした199自治体を母数とする） 
問3      問7 

① 134 ② 34 ③ 16 ④ 16 ⑤ 16 
件数 平均＊ 

① 111 55.8% 75 56.0% 21 61.8% 12 75.0% 9 56.3% 5 31.3% 

② 19 9.5% 14 10.4% 2 5.9% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 

③ 37 18.6% 22 16.4% 9 26.5% 7 43.8% 4 25.0% 3 18.8% 

④ 46 23.1% 30 22.4% 11 32.4% 5 31.3% 4 25.0% 3 18.8% 

⑤ 20 10.1% 11 8.2% 5 14.7% 2 12.5% 4 25.0% 3 18.8% 

⑥ 50 25.1% 37 27.6% 11 32.4% 3 18.8% 3 18.8% 3 18.8% 

問3 「問1で①②の場合、どういうところが問題ですか（複数回答可）」 
①一度決めたところを変更するのが難しい 
②不合理な規制により問題が大きくなっている 
③制度が複雑で思うような活用が難しい 
④規制緩和の要望が多く苦慮している 
⑤規制を強化したいが賛成が得られない  ⑥その他   

問7 「問5で①②の場合、どのようなプロセスで改革すべきと思いますか」 
①国が率先して新しい仕組みを設けるべき             
②自治体が率先して新たな動きをつくるべき           
③民間事業者が率先して優良事例をつくれるようにすべき        
④意識の高い住民やNPOが提案・運営できる仕組みをつくるべき         
⑤その他                               

問7で「④意識の高い住民やNPOが提案・運営できる仕組みを

つくるべき」とする自治体では、問3で②③⑤、なかでも「⑤規

制を強化したいが賛成が得られない」が平均より突出して25.0%

を占める。また、問7で「②自治体が率先して新たな動きをつく

るべき」とする自治体では、問3で③④⑤が平均より高めに出て

いる。 

断定はできないが、以上の結果からは、一般的な意味では制度

改革は国にリードしてほしいが、「制度が複雑で思うような活用

が難しい」と感じる度合いが高い自治体ではそのような国にはあ

まり頼れず「民間事業者が率先して優良事例をつくれるようにす

べき」と考え、「規制を強化したいが賛成が得られない」との課

題に直面する自治体ではそうした問題は国に頼っても効果は薄

くむしろ「意識の高い住民やNPOが提案・運営できる仕組みをつ

くるべき」と考える傾向が強く、さらに、そのような動きを含み

ながら「自治体が率先して新しい動きをつくるべき」と考える傾

向が見られる。 
表4．問4 と問7 のクロス分析（＊平均は問5で①②とした199自治体を母数とする） 
問4     問7 

① 134 ② 34 ③ 16 ④ 16 ⑤ 16 
件数 平均＊ 

① 62 31.2% 42 31.3% 12 35.3% 5 31.3% 3 18.8% 4 25.0% 

② 56 28.1% 36 26.9% 11 32.4% 5 31.3% 7 43.8% 5 31.3% 

③ 62 31.2% 42 31.3% 12 35.3% 7 43.8% 8 50.0% 3 18.8% 

④ 60 30.2% 40 29.9% 16 47.1% 6 37.5% 9 56.3% 3 18.8% 

⑤ 56 28.1% 33 24.6% 12 35.3% 9 56.3% 8 50.0% 5 31.3% 

⑥ 24 12.1% 18 13.4% 3 8.8% 2 12.5% 3 18.8% 1 6.3% 

⑦ 22 11.1% 12 9.0% 5 14.7% 4 25.0% 3 18.8% 2 12.5% 

⑧ 18 9.0% 10 7.5% 4 11.8% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 

⑨ 42 21.1% 26 19.4% 12 35.3% 6 37.5% 7 43.8% 3 18.8% 

⑩ 34 17.1% 25 18.7% 6 17.6% 1 6.3% 1 6.3% 3 18.8% 

問 4 「問 1 で①②の場合、問題の背景にある大きな課題は何とお感じですか（複数回答
可）」 

①そもそも基礎自治体の権限が弱すぎる  ②そもそも財源が乏しく何かをしづらい 
③時代状況が悪い(人口減少／高齢化／地価下落など)  
④解決すべき課題が複雑で高度な専門性が必要  
⑤行政の人材不足(人数がそもそも少ない／業務量が多すぎる) 
⑥行政のその他の問題  ⑦地権者の無理解  ⑧事業者の無理解 
⑨市民側の課題(無理解／行政依存など)  ⑩その他  

問7の内容は表3を参照 

また、表4によると、問3との関係と同様に、問7で「①国が

率先して新しい仕組みを設けるべき」とする自治体は、問4でも

具体的な課題①～⑨を指摘する割合がいずれも平均程度か平均

より低かった。一方、問7で「④意識の高い住民やNPOが提案・

運営できる仕組みをつくるべき」を選択した自治体で問4の課題

を強くあげる傾向が読み取れる。特に「④解決すべき課題が複雑

で高度な専門性が必要（56.3%）」、「⑤行政の人材不足（50.0%）」、

「⑨市民側の課題（43.8%）」がかなり高く、国に制度改革を期待

しないわけではないが、むしろ人材不足の中で複雑な課題に対処

するには多様な人材がボトムアップで活躍することを期待して

いるといえる。 

問7で「③民間事業者が率先して優良事例をつくれるようにす

べき」とする自治体は問4の「⑤行政の人材不足（56.3%）」が突

出して高いほか、問7の「④意識の高い住民やNPOが提案・運営

できる仕組みをつくるべき」を選択した自治体と似た部分で高め

の回答となっている。これに対して、問7で「②自治体が率先し

て新たな動きをつくるべき」とした自治体では、問4で「①そも

そも基礎自治体の権限が弱すぎる（35.3%）」が唯一高めであった。

やや矛盾するともいえるが、自治体の権限強化のためには(国の

動きを待つのでなく)自治体が率先して改革に乗り出さなければ

ならないと考えていると解釈すればよいかもしれない。 

総じてみると、地方分権というと国から地方自治体への権限等

の委譲だけが連想されがちであるが、人材不足や課題の複雑化な

どに対処するには、積極的に地域の人材が主役となるような協働

型の都市計画が求められていると読み取れる。 

3-2 改革プロセスと民間発意の取り組み 

まず、表5によれば、問7に回答した自治体、つまり改革を考
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えている自治体は、都市計画提案制度を活用しようとする（問

12の①②）割合が全国の16.4％（図11）よりも高く、改革にお

いて基本的に民間事業者との協力を想定していることが推察で

きる。特に、問7の「②自治体が率先して新たな動きをつくるべ

き」とした自治体では 40.0％も提案制度を活用しようとしてい

る（問12の①②）ことから、自治体が率先して新たな動きをつ

くるとの意味には、問7の「③民間事業者が率先して優良事例を

つくれるようにすべき」の意味も含まれていることが確認できる。     

表5．問7と問12のクロス分析（割合は問7の各回答の件数を母数とする） 
問7    問12 ① ② ③ ④ 

① 138 16 11.6% 9 6.5% 40 29.0% 69 50.0% 

② 35 7 20.0% 7 20.0% 11 31.4% 9 25.7% 

③ 16 1 6.3% 3 18.8% 5 31.3% 7 43.8% 

④ 17 3 17.6% 2 11.8% 8 47.1% 4 23.5% 

⑤ 16 7 43.8% 3 18.8% 2 12.5% 4 25.0% 

問7の内容は表3を参照 
問12「都市計画提案制度をこれから積極的に活用する予定やお考えはありますか?」 

①できるだけ多く活用したい    ②特定の都市計画について活用したい 
③あまり積極的に考えていない  ④特に考えはない                     

また、表6によれば、問7の①～⑤に対して、まちづくり条例

を活用又は必要としている（問14で①②③）自治体の割合がい

ずれも3～4割に達していて、改革において地域住民等による参

加・協働することを意識しているといえる。 

特に、問7で「②自治体が率先して新たな動きをつくるべき」

とした自治体では、問14で「①既に条例等がある」とした自治

体の割合が他回答よりもっとも高く、問14の①②③（条例を制

定・検討中・必要）とした自治体の割合が45.7%を占め、ほぼ半

分がまちづくり条例を活用又は意識している。 

これらを踏まえると、問7の「②自治体が率先して新たな動き

をつくるべき」とした自治体は、民間と住民等の地域主体との協

働を考えていて、問7の「③民間事業者が率先して優良事例をつ

くれるようにすべき」・「④意識の高い住民やNPOが提案・運営で

きる仕組みをつくるべき」の意味を多く含んでいると考えられる。     

表6．問7と問14のクロス分析（割合は問7の各回答の件数を母数とする） 
問7    問14 ① ② ③ ④ 

① 138 27 19.6% 8 5.8% 20 14.5% 83 60.1% 

② 35 7 20.0% 1 2.9% 8 22.9% 18 51.4% 

③ 16 1 6.3% 0 0.0% 4 25.0% 10 62.5% 

④ 17 0 0.0% 1 5.9% 5 29.4% 10 58.8% 

⑤ 16 3 18.8% 1 6.3% 4 25.0% 8 50.0% 

問7の内容は表3を参照 
問 14 「地域住民のまちづくり(都市計画)への参画を促すまちづくり条例等について教
えてください。」 
①既に条例等がある ②現在検討中 ③これから考えてみたい ④特に予定はない 

同じく、問7の「①国が率先して新しい仕組みを設けるべき」

とした自治体でも既に条例を制定している（問14の①）ところ

が多く、同じく問14の①②③を合わせると、約4割がまちづく

り条例を活用又は必要としている。  

以上の結果から、問7で圧倒的に多かった「①国が率先して新

しい仕組みを設けるべき」とした自治体が考える改革とは、単な

る国任せではなく、大きな改革は国が主導するなかで、民間や住

民等の地域主体との協働できる都市計画への改革を、同じく、問

7の「②自治体が率先して新たな動きをつくるべき」とした自治

体でも、行政中心の都市計画ではなく、自治体がより主体的に、

民間や住民等の地域主体と協働しながら地域性を活かした都市

計画への改革を想定していると考えられる。従って、問7の回答

のどれも、これからの都市計画において民間や住民等の役割をよ

り大きく意識していて、都市計画の改革方向を考える上で重要な

内容を示唆している。  

3-3 都市計画提案制度とまちづくり条例 

表 7 によれば、都市計画提案制度を活用しようとする自治体

（問12の①②）では、まちづくり条例を活用又必要としている

（問14の①②③）との割合が高く、53.8%（64/119）を占め、特

に、問12の「①できるだけ多く活用したい」とした自治体だけ

に限定すると、約6割に達している。これは、都市計画において

民間事業者だけでなく地域住民等との協力も重要視しているこ

とが推察できる。実際に、これらの自治体の一部では、まちづく

り条例の中に提案制度に関連する基準や支援等の規定を定めて

いて、地域住民等による提案制度の活用が図られている。 

表7．問12と問14のクロス分析 
問12    問14 ① 93 ② 16 ③ 119 ④ 488 

① 71 17 
（A:23.9% B:18.3%） 

4 
(A:5.6% B:25.0%) 

22 
(A:31.0% B:18.5%) 

28 
(A:39.4% B:5.7%) 

② 48 10 
(A:20.8% B:10.8%) 

1 
(A:2.1% B:6.3%) 

10 
(A:20.8% B:8.4%) 

25 
(A:52.1% B:5.1%) 

③ 152 
22 

(A:14.5% B:23.7%) 
4 

(A:2.6% B:25.0%) 
34 

(A:22.4% B:28.6%) 
91 

(A:59.9% B:18.6%) 

④ 433 37 
(A:8.5% B:39.8%) 

7 
(A:1.6% B:43.8%) 

52 
(A:12.0% B:43.7%) 

335 
(A:77.4% B:68.6%) 

＊問12の内容は表5を、問14の内容は表6を参照 
＊A は問12 の各回答の件数を母数とした割合、B は問14 の各回答の件数を母数とし
た役割 

一方、まちづくり条例を活用又は必要としている自治体（問

14で①②③）では、提案制度を活用したい（問12の①②）とす

るところは28.1%（64/228）に留まっている。これは、問13で

示された提案制度活用における課題と関係し、地域環境の保全が

主な理由である地域住民より、主に開発のための民間事業者によ

る提案に負担を感じていると読み取れる。従って、民間との協働

がより重要となっていくなかで、提案制度の活用のためには、そ

の点を踏まえた制度改善が必要と考えられる。 

 

4 おわりに 

 人口減少・市街地縮小などの新たな課題に直面している日本に

おいて多くの自治体が現行都市計画制度に対し課題と限界を感

じ、改革を考え、自治体が主体的に工夫しながら新しい取り組み

を行っている動向を確認できた。また、自治体が置かれている状

況・課題が様々であり、それに対する都市計画制度への期待・活

用も必ずしも同じではないことから、国による一方的・画一的な

改革ではなく、地域性を反映・活用でき、民間や住民等の主体と

協働できる制度とするべきとの意向も確認できた。従って、これ

からの新たな都市計画制度は、自治体がより主体的かつ柔軟に取

り組める権限が移譲されるとともに（一方的な権限移譲ではな

く）、課題の複雑性や財政・人材の不足などの課題に対し、民間

や住民、NPOなどの地域主体とより積極的に協働できる都市計画

制度への改革が求められていると考える。 
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