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１．研究の背景と目的 
これまでの人口増加と経済成長に伴う都市化の進展によ

り、市街地の拡大と郊外地域における虫食い的開発が生じ

ている。その一方で、農山間地域では、人口の減少・高齢

化が進み、耕作放棄地や人手が入らず荒廃した森林など利

用されない土地が急増しており、不適切な国土の利用が広

がっている。そのため、健全な国土の利用・管理の観点か

ら、秩序ある開発のコントロールと適切な国土の利用が求

められている。そのため、国では2005年に国土形成計画法

を制定し、これまでの全国総合計画と国土利用計画の全国

計画の統合を図り、2008年に新たな全国計画を策定し、本

年8月には広域地方計画の決定がなされたところである。

また、中心市街地の衰退と今後の人口減少に対応し、コン

パクトな都市構造への転換を図るため、2006年に都市計画

法の改正がなされた。しかしながら、これらの法制度の改

正だけでは、国土利用上の様々な問題を解決するには不十

分であり、法制度の抜本的な見直しが必要となっている。 
 そして、既往の研究として、都市郊外部における土地利

用の問題についての調査・研究や自治体の条令制定に関す

る研究がなされているところである。  
本研究は、首都圏に位置する千葉県をケーススタディと

して、県土利用、特に都市郊外部の市街化調整区域及び非

線引き白地地域、都市計画区域外における土地利用の問題

を分析し、我が国の土地利用に係る法制度の問題点を明ら

かにし、適切な国土の利用を図るため、今後の国土・土地

利用計画制度の課題について検討を行うものである。 
 なお、研究に当たっては、県内全市町村を対象とした「県

土利用の問題点に関するアンケート」の結果を用い、市街

化調整区域、非線引き白地地域、都市計画区域外の３地域

において発生する問題の把握を行った。そして、各問題の

状況について各種統計資料を用いて分析を行った。また、

各開発に対する個別法と国土利用計画法の土地利用基本計

画の問題点と課題について整理を行った。 

２．土地利用基本計画及び都市計画区域等の指定状況 
 ２－１ 土地利用基本計画・５地域の指定状況  
はじめに、国土利用計画法に基づく土地利用計画制度は、

国が国土の利用について基本的理念を定めた全国計画（国

土形成計画と一体的に策定）土地利用の基本的事項を定め

た都道府県計画と市町村計画の三つの計画によって体系化

されている。そして、都道府県計画の下に土地取引や開発

行為の規制の基本となる土地利用基本計画があり、都道府

県での策定が義務付けられている。 
土地利用基本計画は、都市地域、農業地域、森林地域、

自然公園地域、自然保全地域の５地域を定め、都市計画法、

農業振興地域の整備に関する法律、農地法、森林法、自然

公園法、自然環境保全法の個別規制法の上位計画として、

各計画や規制の基本となる計画として位置づけられている。 
しかしながら、その実態は土地利用基本計画が各個別計画

のトレースであり形骸化している。また、市町村における

土地利用計画の策定についても進んでいない。 

  
図－１ 国土・土地利用計画体系図 ５地域指定状況   

千葉県の土地利用基本計画の指定情況を見ると、都市地

域が全県土の69.3％、農業地域が 76.8％、森林地域31.1％、

自然公園地域 5.5％、自然保全地域 0.3％、そして５地域

国土利用の問題点と土地利用計画制度の課題について 
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が重複する面積は945,416haで 全県土の約1.8倍、５地域

指定の無い白地地域は1,166ha 0.2％である。 

 ２－２ 都市計画区域等の指定状況 
次に都市計画法に基づく都市計画区域の指定状況を見る

と、市街化を図るべき区域と抑制すべき区域の区分のある

線引き都市計画区域が 28 市町村で指定され、面積

204,459ha全県土の39.7％を占める。区域区部のない非線

引き都市計画区域は 33 市町村で指定され 155,657ha 

30.2％、都市計画区域外は155,544ha で全県土の30.1％。

線引き・非線引き・都計区域外が1/3づつとなっている。 

  
図－２ 都市計画区域等の指定状況 

また、市街化を図るべき市街化区域が70,570ha、非線引

き都市計画の用途地域が13,25haで、用途地域が指定され

た地域は、全県土の16.3％にすぎない。 

一方、市街化調整区域は133,889haで、市街化区域の1.9

倍、全県土の26.0％を占める。また、非線引の白地地域は

142,400haで用途地域の10.6倍、全県土の27.6％、都市計

画区域外も合わせると、用途地域指定のない地域が県土の

83.7％を占めている。 

また、これら白地地域のうち農振農用地区域や保安林、

国・県等の公有林、自然公園地域、そして自然保全地域な

ど、他の個別法により土地の用途・利用が定められ、開発

規制のある区域は172,022haで全県土の33.4％となる。 

しかし、残りの259,811ha、県土の約1/2 については、土

地利用の規制はなく、現状において農地や森林等ではある

ものの、土地利用の転換は容易に可能である。 

 
３．人口推移から見た千葉県の地域構造 
 千葉県の人口増加は、昭和３０年代後半から始まり、こ

の半世紀の間に230万人から610万人と約３倍になった。 

そして、この人口増加は、近郊整備地帯内の線引き都市計

画区域内の市街化区域がその受け皿となっている。 

 次に、市町村における人口推移のパターンを大別すると、

Ⅰ型：線引き市町村、Ⅱ型：人口増加の非線引き市町村、

Ⅲ型：人口減少の非線引き市町村、そしてⅣ型：都市計画

区域外市町村の４つの形態に類型化できる。 

Ⅰ型の線引き市町村の特徴は、全人口が増加し、増加の

ほとんどを市街化区域内が受け持っている。調整区域の人

口は横ばい若しくは減少している。Ⅱ型は人口増加傾向の

非線引き市町村で、用途地域・白地ともに人口増加してい

る。Ⅲ型は、人口減少傾向の非線引き市町村で、用途地域

内人口は減少、白地地域の人口は微増または減少している。 

Ⅳ型の都市計画区域外市町村では、減少傾向にある。 

また、形態ごとの分布を見ると、Ⅰ型は近郊整備地帯内

で、Ⅱ型は東京・千葉方面への交通アクセスが良く、Ⅰ型

に隣接した地域に分布し、Ⅲ・Ⅳ型は、近郊外の農山村地

域となっている。 
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図－５ 市町村の人口推移の形態 

 
４．白地地域における土地利用上の問題点と発生要因 
４－１ 土地利用上の問題点 
県内全市町村を対象とした「県土利用の問題点に関する

アンケート」の結果を見ると、市街化調整区域では、「資材

置き場・駐車場」「ごみ・廃棄物処理場」など開発許可の要

らない開発が問題となっている。また、市街化圧力の強い

地域では、市街化を抑制すべき区域にも関わらず「市街化

区域に隣接した地域のミニ宅地開発のスプロール」と「幹
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線道路沿いの乱開発と用途混在」が問題なっている。 
また、調整区域内の集落では「人口減少による空き家・

空き地の増加」など地域の衰退が問題化している。 
非線引き白地地域では、「ミニ宅地開発のスプロール」が

生じ、その他に「ごみ・廃棄物処理場」「残土処分場」「山

砂採取」の開発許可の要らない開発が問題となっている。 
また、各地域とも「耕作放棄地・森林の荒廃」が、近年、

土地利用上の大きな問題となっている。 
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図－６ 県土利用の問題点（市町村アンケート調査） 
４－２ 問題点の状況と発生要因 

≪環境系開発の現状と発生要因≫ 

① ごみ・産業廃棄物処理場の増加 

近年、本県においては、ごみ・産業廃棄物・残土の不法

投棄が非常に多く、大きな問題となっている。また、合法

的に廃掃法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）等の許

可を得た産廃中間処理場や最終処分場の立地が多く、産廃

中間処理量の約３割、最終処分量の２割が周辺都県から持

ち込まれ、本県が東京圏の廃棄物処理場と化している。 

処理施設の立地要因は、ごみ・産廃の発生する市街地や

工業地域に近く、管理されない農地や森林などが多くあり、

立地を受け入れる受け皿が存在すること。また、廃掃法に

よる立地規制は弱く、一定の基準を満たせば許可せざるを

得ない。都市計画法による開発許可も、廃掃法に基づく一

部の環境に著しく影響を及ぼす処理施設で、処理能力が大

きい施設のみが対象であり、それ以外の施設の立地は、開

発許可が不要となっている。 
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図－７ 産業廃棄物の中間処理量の推移 

② 山砂採取の増加 
 また、本県から採取される山砂は、建設資材として大変

良好なため、東京湾の埋立てを始め首都圏の都市開発等に、

昭和 30 年代から利用されており、現在でも約７割が東京

都・神奈川県へ搬出されている。そのため、多くの森林が

伐採され山が姿を消し、自然環境や生態系の破壊、地下水

脈の分断などの問題となっている。また事業期間が長く、

削られた状態で放置されるため、景観の悪化も問題となっ

ている。更に山砂の運搬ルート沿道では、粉塵や振動・交

通事故等のダンプ公害等も発生している。そして、最近で

は、羽田空港の拡張工事に伴い山砂採取が活発化している。 

 山砂採取は、森林法に基づく林地開発や土砂採取法によ

る採取許可を得て事業を行っているものの、採取エリアの

制限はなく、基準を満たせば開発が可能である。 

 
図－８ 山砂採取の状況 
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図－９ 山砂の搬出地域・残土の発生地域 

③ 残土処分場の増加 

近年、残土処分場の増加により、処分場所となる谷地・

谷津田の自然環境・生態系の破壊、地下水汚染、景観の悪

化等が問題となっている。また、県内で処理される残土の

約７割が東京都・神奈川県の開発等で発生するものであり、

廃棄物同様本県が処分場となっている。 
発生要因としては、排出地域から近く、地形的に投棄し

やすい谷津田や谷地が存在し、耕作放棄農地や荒廃した森

林など、立地を受け入れる土壌が存在すること。東京湾か

らの海運による大量輸送が可能であること。そして、立地

を規制する法律がなく、千葉県の残土条例による規制を受

けているものの、 一定の設置基準を満たせば、立地が可能

であることなどが上げられる。 

 
       図－10 残土埋立の状況 

- 102 -



（社）日本都市計画学会 都市計画報告集 No.  8, 2009 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No. 8, August, 2009 

 

 

 

≪農地転用の質の変化と耕作放棄農地の増加≫ 

農地は一貫して減少傾向ある。これまでの減少の主要因

であった大規模な住宅開発等は減少し、近年は小規模なミ

ニ開発、駐車場・資材置き場等の転用が増加し、転用の性

格に変化が生じている。特に駐車場・資材置き場について

は転用が容易であり、農業振興地域農用地区域内において

も転用が見られ、建築物がなければ都市計画法上も開発行

為に当たらないため、規制が緩い状況にある。 

また、近年、耕作放棄地が急増しており、これまでの開

発による転用を大きく上回り、農地の維持管理や農業生産

力の低下等が問題となっている。更に、残土や産業廃棄物

等の不法投棄や処理場の温床ともなっている。 

耕作放棄地の発生は、米価の下落や生産者の高齢化など

農業経営の悪化等に起因し、土地利用の規制だけでは解決

できず、根本的な農業政策に問題があると考えられる。 
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図－１１ 農地の転用の状況 

≪森地開発の質の変化と荒廃した森林の増加≫ 

 森林面積も減少している。これまでゴルフ場や住宅団地、

工業団地等の大規模開発が主流であったが、バブル経済崩

壊以後は減少傾向にあり、一方、残土・産業廃棄物処理場

や山砂採取等の環境系開発が増加している。 

また、近年、人手が入らず森林の荒廃が問題となってい

る。荒廃した森林の増加は、農地同様、林業経営の悪化と

生産者の高齢化が要因であり、残土・産廃等の不法投棄、

処理場、山砂採取等開発の温床となっている。 
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       図－１２ 森林開発の状況 

≪ミニ開発等の現状と発生要因≫ 
① 住宅ミニ開発のスプロール 

 本県においては、依然として住宅ミニ開発のスプロール

化が進んでいる。特に発生している地域は、市街化区域縁

辺の調整区域で、これは都市計画法の改正により、既存宅

地制度が廃止され、市街化区域周辺で50戸以上の住宅が連

担していれば、市街化調整区域内においても、住宅開発が

可能となったもので、これにより、市街化区域周辺のスプ

ロールが進んでいる。 

また、非線引き都計の白地地域においては、都市計画法

による立地規制が緩く、都市計画区域外では1ha以下は適

用外であり、農地転用ができれば開発が可能であるためス

プロールが進んでいる。特に線引き都市計画区域に隣接し

た地域においては、市街化調整区域での開発規制が強いた

め、白地に滲み出すように開発が顕著となっている。 

 
  図－１３ 市街化区域周辺の住宅スプロール 

 
図－１４ 非線引都計の白地地域のスプロール 

 
  図－１５ 都市計画区域外のスプロール  
② 幹線道路沿いの開発増加と用途混在 

 市街化が抑制されている市街化調整区域内の幹線道路の

沿道において、開発の増加、用途混在が問題となっている。

都市計画法第34条第9号の規定では、幹線道路沿道では、

交通利便施設であるガソリンスタンド、ドライブイン、コ

ンビニ等の商業施設の立地が認められている。また、指定

幹線沿道では、流通業務施設の立地も可能となっている。   

次に非線引き都市計画区域内での商業施設の立地は、用

途地域外が多く、特に幹線道路沿道の立地が進んでいる。 

また、農地転用は、通達により幹線道沿道50ｍ区域内の

転用基準が緩和され、比較的容易に転用可能となっている。 
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    図－１６ 幹線沿いのスプロール 
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図－１７ 商業施設の立地状況 

≪集落の人口減少による地域衰退≫ 

① 集落地域における生活利便性の低下 

 市街化調整区域内の集落や非線引き白地及び都市計画区

域外の中・小集落において人口が減少している。このため

集落の住民に必要な商店等の廃業・移転や、児童数の減少

による小学校の統廃合が生じている。また、地域の足であ

ったバス路線の本数の減少や廃止により交通の不便さも深

刻となっている。このような生活利便性の低下は更なる人

口減少の要因となり、今後、人口減少がより深刻化し、集

落の消滅も危惧されている。 

② 集落人口の減少により管理されない土地の増加 

 集落の人口減少により、空き家、空き地が増加している。

集落に存する農家は、周辺地域の農地と森林の所有者・経

営者であり、集落人口の減少や集落の消滅は、即ち地域に

おける農地・森林の維持管理の放棄を意味する。 

先の耕作放棄地や荒廃した森林の問題も、集落地域の衰

退により、今後、更に深刻化するものと考えられる。 

 

５．白地地域における土地利用制度の問題点と課題 

 ５－１ 個別規制法の問題点と課題 

① 現行規制法による立地規制の限界 

白地地域の開発に対し所管している法令は、都市計画法

（開発行為）以外に、農地法（農地転用）、森林法（林地開

発）、廃掃法（廃棄物処理施設・最終処分場の立地）、砂利

採取法・採石法（土砂採取）残土条例（残土の埋立）等で

ある。都市計画法以外は、何れも「各業が適切に行なわれ

ること」を法令の目的（保護法益）としており、開発・施

設の立地規制を目的としたものではない。土地利用規制よ

り産業の振興を目的としているため、各法令とも「基準を

満たせば、許可しなければならない」とされ、現行の個別

規制法令下では、十分な開発立地のコントロールはできな

い状況となっている。 

② 環境や景観等に対する配慮の欠落 

 また、個別規制法の許可基準は、技術基準の他、災害防

止・交通の安全・周辺環境への配慮等であり、「自然環境や

景観等への配慮」の規定はない。景観を守るには、別に景

観法による指定が必要であり、現個別規制法においては、

自然環境の破壊や景観の阻害を理由として、立地を規制す

ることは不可能である。今後、個別規制法においても、環

境や景観等に配慮した許可基準の確立が必要と考える。 

５－２ 都市計画法の問題点と課題 

① 建築行為を伴わない開発への対応 

 都市計画法では、開発行為とは「建築物の建築を目的で

行う土地の区画形質の変更」と定義付けられており、本県

で問題となっている山砂採取、残土埋め立、産廃施設、駐

車場・資材置き場など建築行為を伴わない開発は、いくら

環境に及ぼす影響が大きい区画形質の変更であっても、都

市計画法の許可を要しない。現行の開発行為の定義を見直

し「建築行為を伴わない土地区画形質の変更」についても

開発行為とし、一元的な許認可を行うべきであると考える。 

② 白地地域における開発への対応  

都市計画区域の指定には人口規模等の基準があり、必ず

しも全ての町村が、都市計画制度を導入できる状況にない。 

また、行政区域とは別に都市計画区域が指定されるため、

合併で拡大した行政区域と乖離している自治体も多い。 

都市計画法の土地利用規制は、用途地域が指定された場

所にしか及ばない。そのため調整区域において立地が許容

される施設や、非線引き白地や都市計画区域外においては、

コントロールが出来ず、土地利用の混在を招いている。 

現状において、開発が用途地域以外の地域にも広く及ん

でいることを踏まえ、行政区域全域にわたり、一元的な土

地利用計画の確立が必要である。そして、真に保全すべき

農地や森林など、非都市的土地利用についても都市計画で

土地利用を決定し、保全すべき用途も明確にすべきである。 

 ５－３ 土地利用基本計画制度の問題点と課題 

≪土地利用基本計画制度の問題点≫ 

国土利用計画法に基づく土地利用計画制度は、都道府県

計画の下に開発行為の規制、個別規制法の基本となるべく

土地利用基本計画が位置付けられている。しかしながら、

この土地利用基本計画には大きな問題があり、有効に機能

していない。 

① 上位計画としての位置づけの形骸化 

各個別規制法に基づく諸計画の上位計画としての土地利

用の５地域区分は、個別計画の区域区分を単にトレースす

るような仕組みとなっており、上位性が形骸化している。 

特に、森林地域の変更などは、林地開発の完了したもの

を土地利用基本計画が追認する手続きとなっており、開発

許可の後追いで、上位計画としてまったく機能していない。 

 ② 計画を実現するための仕組みの欠落  

土地利用基本計画の「利用区分ごとの規模と目標」を達
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成するため個別規制法の許認可の総量を管理し調整する仕

組みがなく、計画値がまったく有名無実化している。 

また、個別法ごとに計画を策定し、開発許認可も個別規

制法の基準によっており、本計画に基づいた判断はなされ

ておらず、計画実現のための仕組みがない。先に見たよう

な県土利用の問題に対して、まったく対応ができていない。 

 ③ 地域として必要な市町村計画の不在  

基礎的自治体として、土地利用の理念や個別規制の指針

となる市町村計画は必要不可欠である。しかしながら、市

町村計画の策定は任意とされ、制度上、計画を策定しても

実現する制度がないため計画の策定は進んでいない。また、

計画の策定において、住民の意見を聞く手続きの規定もな

く、住民意見を反映される制度にもなってない。 

≪土地利用基本計画制度の課題≫ 

① 統合された土地利用基本計画の策定 

本計画制度が機能するためには、個別開発の許認可等の

判断の基準となり得るような具体的な土地利用の方針を示

すこと。現行の５地域区分の他に、真に保全すべき農地・

森林を明確にするとともに、地域において必要な利用区分

や目標値を新に設定できるようにすることが重要である。 
また、これまでのように個別法ごとに計画を策定するの

ではなく一元的に計画策定を行い。土地利用基本計画と個

別法計画の統合化が必要と考える。            
② 市町村による土地利用基本計画策定と開発許可 
今後、市町村が主体的なまちづくりを進めるためにも、

県から市町村へ開発等の許認可権限の移譲が不可欠である。

そのため、市町村が地域の実情に応じ、開発と保全の土地

利用調整の指針となる土地利用基本計画を策定し、その計

画に基づき開発許可の判断を行うべきである。そして、統

合化された土地利用基本計画を実現するため、地域独自の

規制や開発許可が行えるように制度を改善すべきと考える。 

５－４ 自治体の土地利用に関する条例制定の課題 

各自治体が自らの地域の実情に応じた土地利用の規制誘

導を行うためには、国が市町村における土地利用規制のメ

ニューを全て整えるのではなく、地域が地域にあったメニ

ューを自主的に設計できる制度が必要である。そのため、

自治体による土地利用調整に関する条例制定が重要となる。 

 しかしながら、地方分権一括法制定により開発許可等は

自治事務とされ、自主条例の制定が多くなっているが、産

業廃棄物処理施設・残土処理場の立地、山砂採取の開発等

は、地方自治法第14条「普通地方公共団体は、法令に違反

しない限りにおいて条例を制定することができる。」の規定

により、法令に定められた規制以上に上乗せ（法令以上の

厳しい規制基準）、横だし（法令で定めるもの以外を規制対

象）の条例制定は難しい状況にある。また、開発行為に関

する自主条例は多くの市町村において作られ始めているが、

現法制度下において、法令より下位にある条例では、規制

力に限界がある。今後、法令に基づく自治体独自の条例の

制定権を拡大する必要があると考える。 

 ５－５ 土地利用計画と農林業政策の課題 

 耕作放棄地や荒廃した森林の増加を、土地利用規制だけ

で食い止めることは困難である。産業として成り立つよう、

しっかりとした農林業振興策の実施が重要である。農地や

森林が、業として適切に利用されないことが、不適切な開

発の温床となり、土地利用の混乱を招く要因となっている。

今後は、農林業政策と連携し、土地利用計画の策定を進め、

適切な土地の利用と保全を図って行く必要である。 

 

６．まとめ  

① 県土利用の問題として、これまでの大規模開発から小規

模開発への転換。廃棄物処理施設、山砂採取、残土埋立、

駐車場・資材置き場など建築行為を伴わない開発の増加に

より環境破壊・景観の悪化が問題となっている。また、耕

作放棄地や森林の荒廃により、今後、適切な県土の維持・

管理が危惧されるとともに、開発の温床となっている。 

②これらの問題に対し、現行の都市計画法では、建築行為

を伴わない開発は法の適用外であり、他の個別法も「環境・

景観への影響」をもって不許可にはできず、基準に合って

いれば許可せざるを得ない状況にある。そして、本来、土

地利用の調整役を果すべき土地利用基本計画は形骸化し、

開発の判断基準となる土地利用の方針も示されておらず、

計画を実行する手段もない。また、自治体の自主条例も現

法制度下においては、規制力に限界がある。 

③今後、適切な国土の利用を図るためには、土地利用基本

計画と個別法計画を一元化した「総合土地利用基本計画」

を策定することにより、真に保全すべき農地や森林を明確

にし、開発行為・農地転用・林地開発・廃棄物処理施設の

立地等の許可判断の基本とすべきである。    

そして、市町村においては「総合土地利用基本計画」の

策定を義務付け、独自の制度や施策の実施が可能となるよ

う国土・土地利用計画制度を再構築すべきである。 

≪補  注≫ 

（１）白地地域：都市計画法に基づく「用途地域」の指定のない地域 

（２）県土利用の問題点に関するアンケート：Ｈ17 千葉県企画調整課が 

実施、県内56全市町村が回答。 
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