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第 3 回建築・社会システムに関する連続シンポジウム

裁量性を有する建築規制の可能性

2010 年 4 月、日本建築学会では、成熟社会に相応しい新たな建築・まちづくり・都市づくりを検討する「都

市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会」を発足させた。その一環として、連続で公開シン

ポジウムを開催して、論点を整理し、議論の深耕を図ることとしている。

第 1 回（6 月 5 日）のシンポジウムでは、市民社会に相応しい建築・まちづくりの新たな制度と仕組みについて、

議論を行った。第 2 回(7 月 5 日)では、建築関連法が担ってきた役割と限界を確認したうえで、建築基準法の単

体規定を中心に、現在の仕組みや基準が有する課題とその改善の方向性、ストック活用型社会に求められる建築

規制のあり方等について、議論を行う。第 3 回は、まちづくりに関する建築関連法について、裁量制を導入する

ことの可能性について議論を行いたい。

＜主催＞日本建築学会都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会

日時：7 月 13 日（火） 13：30～17：30

場所：建築会館会議室（東京都港区芝 5-26-20）

プログラム（敬称略）

司会：森田嘉久（美しい街を創る会世話人，前・日本建築家協会専務理事）

記録：田中傑（芝浦工業大学工学研究科 PD 研究員）

竹内壽一（㈱竹内建築総合研究所代表取締役）

1．特別調査委員会の趣旨説明 南 一誠（都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会委員

長，芝浦工業大学教授）

2．趣旨説明 森田嘉久（前掲）

3．講演

1）柳沢 厚（㈱C-まち計画室代表）：裁量性と基準詳細化との関係

現行建築規制の問題点を解決する方法には、基準に裁量性を持たせる方向と地区計画等により基準を詳細化す

る方向とが考えられるが、この両者は見方によっては法制度的に相反する側面を持っている。我が国においては

どちらをメインに考えていくべきか、また両立させる場合の関係をどのように考えるべきか。

2）松本 昭（東洋大学講師（建築都市法規担当））：まちづくり法としての建築規制を考える

建築法制は、自己完結的な閉じた技術法として機能してきたが、集団規定を中心とした社会や地域に開かれた

まちづくり法として機能することが求められている。その一つの方策が計画調整型建築規制であり、その成立要

件等を考えたい。

3）黒木 正郎（㈱日本設計第 1 建築設計群副群長兼チーフ・アーキテクト）：

集団規定の許可制移行の影響・建築主の論理と設計実務の現場から計画許可制度を想定して、予測される建築

主の行動と、設計実務の進行の様子について議論する。

4）中井 検裕（東京工業大学教授）：計画許可制度の可能性と課題

裁量性を有する建築規制の代表例としてイギリスの計画許可制度がある。しかしそれは、制度・文化的条件と、

長い運用経験の蓄積の上に成立している。本報告では、計画許可制度の成立条件を指摘し、わが国で同種の制度

を導入することの可能性と課題を議論したい。

4．討論

コメンテーター：樋口 秀（長岡技術科学大学准教授）、広田照幸（日本大学教授）

5．まとめ 桑田 仁（芝浦工業大学准教授）

6．挨拶 佐藤滋（本会会長，早稲田大学教授）
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裁量性基準と基準詳細化

柳沢 厚 ◯(株)C-まち計画室 代表

1．集団規定（現行基準）が抱える問題

1.1 集団規定の役割

集団規定の役割あるいは機能は、市場の自由な土地利用・

空間利用の選択によってはその実現が期待できない次の２

つの事項の確保にあると考えられる。

①市街地において建築物を建てる場合に、その建築物が隣接

地や周辺地区の環境に与える影響を、市街地の土地柄に応

じて一定水準以下にとどめること

②都市内に必要とされる建築床を都市基盤施設（鉄道･道路･

公園･下水道等）との整合を図りつつ適切に配置･配分する

ほか、広域的に環境影響を及ぼす施設･用途を都市内の適

切なエリアに配置すること

この２つの役割は、それぞれ「ミクロ的相隣調整機能」と

「マクロ的床配分機能」と呼ぶことができる。フロー全盛の

時代には「マクロ的床配分機能」は集団規定の重要な側面で

あった。特に、容積率制限は昭和 38 年(1963)に、主として

この機能を担うものとして登場した。しかし、新規の市街地

形成が基本的に終息しストックとしての既成市街地のメン

テナンスが主体となるこれからの時代においては、その役割

は相対的に限定されたものとなる。勢い、｢ミクロ的相隣調

整機能｣が集団規定の主要な側面としてその重要度が増して

きている。

1.2 ミクロ相隣調整に関するツールの充実

集団規定の法改正の経緯を見ると、昭和 45 年(1970)改正

（８用途地域制及び容積率全面採用）以降の主要な改正は、

昭和 62 年以降の一連の規制緩和対応の改正を除くと、主と

してミクロ的相隣調整機能の充実を目指したものである。す

なわち、日影規制の採用(昭50)、地区計画制度の創設(昭55)、

用途制限の再編成(平 4)などである。また、用途地域や高度

地区の指定段階においても、専用地域の指定拡大と準工業地

域の圧縮（昭 45 改正を受けた用途地域の指定替時）、北側斜

線型高度地区の採用（上記用途地域指定替と同時に多くの都

市で採用）、絶対高さ型高度地区の導入（ここ数年東京都、

神奈川県内等で採用）など、｢住環境の保全｣を目指す措置が

講じられてきた。

1.3 基本ツール（用途地域制）に内在する限界

上記のように相隣調整に関するツールは多様に整備され

たが、土地利用・建築制限の骨格を形成するものは用途地域

である。特別用途地区及び高度地区は、用途地域の足らざる

部分を補うものとしてそれなりに活用されているが、本質的

には以下に述べる用途地域の限界と同質の課題を抱えてい

る。

用途地域制による土地利用・建築制限の基本的課題は何か。

それを一言で言えば、相隣調整の観点から見て不適切と見な

される建築物の出現を防ぎ切れないことである（６月５日の

第１回シンポジウムのコメンテータである中井検裕氏が指

摘したアメニティの本来の意味—あるべきものがあるべき

ところにあり、あるべきでないものがあるべきでないところ

に存在しない状態—からいえば、まさに「アメニティが確保

できないこと」と言い換えてもよい）。それは次の２つの理

由による。

① 現行 12 種類の用途地域は、日本国内で想定される市街

地を概念的に類型化し、それに向けて大まかな建築制限

基準を定めたものである。都市計画による用途地域の指

定は、予め国の法律によって類型化された市街地タイプ

を個々具体の土地に当てはめ、大まかな基準を適用する

行為である。そのため、国法による基準は、それぞれの

地区や街区の成立ちや状況を具体的に反映しておらず、

その実情にマッチしたものとはならない（一般的にはキ

メ細かさが不足する）可能性があること

② 現行制度では、建築物やその敷地が建築制限基準に適

合しているか否かの判定は、建築確認によることとなっ

ている。「確認」という行政行為の性格（裁量判断を伴

わない覊束行為）から、基準は裁量判断を要さない明示

的・具体的なものであることが要求され、基準の解釈・

運用においても画一性が求められる。そのため、敷地や

建築計画の多様性を適切に受止めることができず、制限

の目的に整合的でない結果を生じさせる可能性がある

柳沢 厚

1943 年生まれ／京都大学修士／建設省で

主として建築行政・都市計画行政に従事／

民間建築設計事務所勤務を経て 2001 年よ

り現職／主な著書「集団規定の運用と解釈」

「自治体都市計画の最前線」（学芸出版社）



こと

近年、建築確認に関連して訴訟や紛争となっている事例

（低層住宅地やその近傍への高層マンションの立地、工業地

への大規模マンションの進出、スーパー銭湯等の新たな用途

の出現など）の多くは、用途地域制の持つこの限界に起因す

るものである。

1．問題解決のための２つの方法

「相隣調整の観点から見て不適切と見なされる建築物の出

現を防ぎきれない」という用途地域制の限界の克服には、上

述の２つの理由にそれぞれ対応する２つの方法がある。いず

れか一方だけで 100％の解決ができる訳ではない（結局は両

者が相補い合う必要がある）が、一方を徹底すれば他方の必

要性はかなり薄れると考えられる。この点については後述す

る。

2.1 基準の詳細化

ひとつは、地区の個別的状況を反映してオリジナルなキメ

細かな基準を定めることができる制度（基本的には地区計画）

を採用する方法である。制限事項が法令で限定されている点

で一定の制約はあるが、地区計画は自治体や地域住民の意思

により多様な基準を詳細に定めることができ、これをフルに

適用すれば上記の用途地域制の限界はかなりの部分解決で

きると思われる。

ところが、地区計画の活用実績は相当量（5,327 地区、

127,304ha=平成 20 年 3 月現在）に上っているが、その 90

数％は新市街地開発に伴うもので、用途地域制の限界が露呈

される既成市街地での採用は“例外的”なものに止まってい

る。この例外的な活用状況から抜け出して、既成市街地にお

いて普遍的に地区計画が定められるような状況（もう少し具

体的にいえば、低層住専・工専以外の混在型市街地の大半に

おいて、現在多くの都市で高度地区を定めているように、必

要があれば速やかに地区計画が決定できる状況）に至れば、

上述の用途地域制の限界はほぼ克服可能であろう。

問題は、そのような状況を短中期的に展望できるか否かで

ある。結論から言えば、それは困難である。その理由は次の

2 点である。

① 都市計画決定に関する手続は、市民・住民の意思を反

映する方向に着実に進展しており、この流れを逆流させ

ることはできない。その結果、地区計画のような特定地

区の詳細な建築制限は、市民・住民のおおかたの支持が

なければ定められないことになる。現行制度では関係住

民等の同意までは必要とされていないが、多くの自治体

で一定率の同意を要件にする運用に傾いているのはそ

の現れである。

② 用途地域制の限界を克服するためには、内容の希薄な

地区計画であっては用をなさない。当該地区の将来の姿

を具体的にイメージし、その実現にとって障害となる建

築を過不足なく排除できなければならない。すなわち、

有意な地区計画を定めるにはその前提として、当該地区

の将来市街地像が具体的に示される必要があるが、我が

国の混在型市街地においてそれを示すことは一般的に

困難である。

この２つの理由が関連することにより、示すことさえ困難

な将来市街地像についておおかたの住民（居住だけが目的の

住民、地区内で事業をする住民、不動産活用を志す住民等が

混在）の支持を得ることが必要となる。これが、混在型市街

地で地区計画決定がなかなか進展しない理由である。

2.2 裁量性を有する基準の採用

もう一つの方法は、現行のような具体的明示基準の形式を

改め、規制目的等を明示しつつ現場の個別的状況に応じて弾

力的に判断できるような形式の基準を採用することである。

1998年の建築基準法改正は単体規定について「性能規定化」

を図ったと言われている。その方法が不徹底ないし不適切で

あるとして以後様々な議論を呼んでいるが、その点は別とし

て、基準に裁量性を持たせると言うことは集団規定に関して

性能規定化を目指す考え方に近いと見てよい。

集団規定について現行のような仕様書型の基準ではなく、

〈目的＆要求性能〉が適切に明示されれば、やはり上記の用

途地域制の限界は概ね克服可能である。しかし、この道も相

当に困難を伴う。その困難は次の 2 点に集約できる。

■ 市街地の要求性能とその敷地への反映

現行基準は、市街地あるいは街区の環境（安全・衛生・効

率・快適）に関して一定水準を保つために必要なものとして

定められている。しかし、基準自体は個々の敷地に課せられ

る制限として、歴史的な試行錯誤を経て形成されてきたもの

であり、基準を満たした建築物が集積した結果、どのような

環境水準の市街地や街区が形成されるかは明示的ではない。

ここ数年、国総研や建築研究所において､この点を解明すべ

く研究が続けられているが、はかばかしい成果は得られてい

ない。

現行基準にとらわれることなく、オリジナルに確保すべき

市街地環境水準（要求性能）を規定する方法も考えられる。

こちらの立場に立った場合、その水準をどのレベルにすべき

かについて独自に根拠を求める必要があり、かつ、その根拠

が社会的（議会や市民）に了解されなければならない。併せ

て、その了解された市街地の環境水準を実現するために、

個々の敷地に要請すべき基準はどのようなものかを示さな

ければならない。人々の建築行為が敷地ごとに独立して為さ



れることを許容する以上、市街地としての要求性能を示した

だけでは、権利制限の仕組みとしては機能しない。権利制限

には一定の事前予測性が必要であり、市街地の要求性能を敷

地レベルの基準（一定程度抽象的になるのは許容されるとし

て）に還元することが避けられない。

この還元方法がかなり厄介である。日影規制は、日照とい

う極限定された環境項目について目標とする環境水準（目標

日照時間）を置き、それを実現する敷地単位の基準を大胆な

割切りの上に定めたものである。日照は、その性能を冬期の

日照時間と割切ってしまえば比較的捉え易い。例えばこれを、

明るさ、通風に広げると捉え方がとたんに難しくなる。

■ 裁量性の持つ危険性

集団規定は結局、単体規定のように論理整合的な性能規定

化を目指すことは困難ではないかと思われる。様々な不可知

的部分を含みながら、それを前提として社会的合意がなされ

て基準（裁量性含む基準）が決定して行く、そういうものと

して理解した方がよいであろう。つまり、基準の具体的目的

（要求性能）や根拠が必ずしも明確にならなくとも、所定の

手続を経て社会的合意が確認できれば、それは基準設定のひ

とつの方法である、という考え方である。そのように考えれ

ば、裁量性を有する基準を定めることは必ずしも難しくない。

しかし、その場合は、以下に述べるような裁量制のマイナス

面を拭う工夫が必要になる。

①裁量権の乱用

基準の具体的目的や根拠が明確でない場合、裁量を働かせ

るに当たって拠り所となるものが乏しいので、裁量権を持つ

者の振る舞いに大きく依存することになる。そこには政治的

圧力や反社会的勢力からの働きかけが介在する可能性が高

くなる。

そうした事態を防ぐためには、裁量判断に先立つ市民参加

手続や第三者機関の関与及び事後における申請者によるア

ピール制度が有力であるが、③に述べるコストと時間の問題

から、これらの手続を経る案件は限定的なものになる可能性

が高い上に、それらが有効に機能するには一定の社会的成熟

が必要である。我が国で一気にこのシステムを採用した場合、

少なくない自治体で一定の混乱期を経験することになるで

あろう。

②裁量の形骸化

許認可行政の原則として一定の事前予測性の確保が要請

されている。また、裁量判断のブレが生ずることになると外

部への説得力が乏しくなり外圧を招き易くもなる。そのよう

な事情から、裁量権公使の現場では事前予測性を確保するた

めのほか、担当者によるブレ、時代によるブレを極力なくす

ために、「取扱い基準」を詳細に定める傾向がある。そして、

その基準が以後動かし難いものとして使われて行く。これは

日本の政治風土（許認可担当公務員が自治体議員や地元有力

者に日常的に詰問される環境）ではやむを得ない面がある。

これを防ぐ観点からも、市民参加手続や第三者機関の関与

は有力である。しかし、取扱い基準により前例が積み重ねら

れると、これらの手続さえも形骸化する可能性がある。

③コストと時間が必要

この問題は②とバーター関係にある。内容のある裁量判断

がなされる場合は、どうしても検討に要する時間と検討に必

要なデータ等が必要となり、事業者に取っては予測を大きく

上回るコスト・時間を要することになる。

この問題は裁量性を認める以上は避けて通れない。ただし、

全ての建築行為が内容的な裁量判断の対象になる訳ではな

いと考えられるので、基本的に裁量判断を要さない領域をど

う設定できるかの問題として処理すべきであろう。

3．基準詳細化と裁量性基準の関係

現行の用途地域制の限界を克服する方法には、上記のよう

に２つのアプローチがあるが、いずれか一方で 100％の解決

を図ることはできない。

基準の詳細化は、過不足がないほどの充実した内容を目指

せば例外的な地区での活用に止まり、荒削りな内容でよしと

すれば地区の合意は得易いかもしれないが今度は不都合な

建築の出現を防ぎ切ることはできない。荒削りな基準の欠陥

を補うためには、基準に裁量性を持たせる方法を採用せざる

を得ない。

裁量性基準の採用は、特定の限定された領域（例えば地区

環境を大幅に改変する大規模建築等）に限って適用するので

あれば別であるが、一般的に裁量性基準を適用するとなれば、

事前予測性の要請を満たすために、地区によっては一定の詳

細性のある基準を前提にしなければうまくはいかないと考

えられる。

両者は相補う関係にあると考えられるが、我が国の現状で

は基準の詳細化を普遍化することは現実的ではなく、一定の

混乱を覚悟しつつ裁量性基準の採用を目指すことが、都市計

画・まちづくりの前進（すなわち望ましい市街地環境形成）

にとって必要である。
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「建築・社会システムに関する連続シンポジウム」

第 3 回（7 月 13 日）「裁量性を有する建築規制の可能性」テーマの展開

司会・森田 嘉久

「美しい街を創る会」世話人

前・日本建築家協会専務理事

戦後 65 年、日本は、「世界に誇る美しい街になった」と言えるでしょうか。

昭和２５年に制定された現行の「建築基準法・建築士法」、昭和４３年制定の「都市計画法」は、当時、

急務であった「戦災復興」と、それに続いた「高度成長期」においては、それなりの役割を果たしてき

ました。しかし、時代の要請は、大きく変化しつつあります。

「少子高齢化」、「人口・世帯数の減少」、「経済構造の変化」、「環境・安心・安全・健康への関心の高ま

り」、「大規模災害への対応」、「秩序を失った街や山野」、「美しくない建築や街並み」、「住民の望まない

開発」、「保存･維持すべき建物や風景」、「木造建物の復権」、「不法・低質建築の氾濫」、「悪質・悪徳業

者の横行」、「建築・建設産業の慢性不況」、「建設産業の構造的課題」・・・・等々。

「国民の望む」国づくり・街づくり・建築づくりに対して、その「仕組み」の抜本的な改正・再構築が

必要になっている、と考えられます。

現行の建築関連法制度の問題点については、行政を含め、関連業界、知識人から、多くの声が上がって

います。その声は多種多様ですが、どの論議でも、これまでの小手先の改正や追加では追いつかない、

もっと根本的な論議を、抜本的な改正を、という声も強く、いくつかの提案が浮上してきています。

１）「建築・街づくり基本法の制定を」

日本国憲法は、国づくり・街づくり・建築づくりの条項を持ちません。都市・建築のあり方につ

いて、「国民の理念」を明確にし、それに続く、関連法規改正の「指針」にしよう、との提案。

２）「都市計画法と建築基準法の区分再構築を」

単体規定と集団規定の区分を再構築し、個々の建築の安全性や健康を担保する「単体規定」と、

地域や風土の特性に合わせた「集団規定」のあり方を明確に分離しよう、という提案。

３）「建築計画許可制度の導入を」

建物や街づくりの最低基準への適合性の審査だけでは、より質の高い建築や街づくりを誘導出来

ないとして、「裁量性のある許可制度」を導入すべき、と言う提案。

今回の第３回シンポジウムでは、この「裁量性を有する建築規制の可能性」について、その必要性、あ

り方、問題点などについて、ご議論いただきます。

（以上）



はじめに

土地利用に関する立法権・行政権は、国と自治体に分有

するとの憲法上の原則は、分権改革でいっそう明確になっ

た。しかし、土地利用を支配する４つの法制度（①都市計

画法 ②建築基準法 ③景観法 ④まちづくり条例）は従

前のもの、新規のものが混在・併存し、その結果、土地利

用に関する基準も、立法根拠から「法令基準」「委任基準」

「自主基準」の３つが並存する状況にある。地方自治体は、

これらを戦略的に連携・融合させながら、自らの権限と責

任で、地域の特性に応じたまちづくりスキームを再構築す

ることが、今日の都市行政の重要なテーマになっている。

そこで、本論では、上記４つの法制度の内、「建築基準法」

と「まちづくり条例」の望ましい関係や連携・融合の可

能性について考えてみたい。

なぜなら、両者は、土地利用や建築という同じ領域を対

象にしているにも拘らず、建築基準法を基本とする建築行

政は、分権改革以前、機関委任事務の色合いが強い全国一

律のナショナル・ルールとして、一方で、まちづくり条例

は、地方自治法に基盤を置くローカル・ルールとして位置

づけられ、その性格の違いから、相互に補完性の乏しい制

度として認識されてきたからである。国土交通省でも、建

築行政は住宅局、都市計画・まちづくり行政は都市・地域

整備局の所管であり、多くの自治体でも前者は建築指導課、

後者は都市計画課やまちづくり推進課が所管するなど、両

者の連携・融合を図る動きは極めて弱いのが実態である。

しかし、分権改革に伴い、建築行政もまちづくり条例も

同じ自治事務となり、自己決定・自己責任の下、地域のま

ちづくり課題に対して、総合的かつ能動的な対応が求めら

れることになった。とりわけ、建築行政とまちづくり条例

の関係については、十分な議論が行われておらず、意欲的

な取組みが期待される領域である。

１ 建築行政の基本認識

1-1 確認審査・検査事務と特定行政庁事務

建築行政事務には、「確認審査・検査事務」と「特定行政

庁事務」の性格の異なる二つの事務がある。

確認審査・検査事務は、建築物が建築基準法令に適合し

ているかを計画段階、実施段階において審査するものであ

り、平成 10 年の法改正により民間に開放された。この結

果、この事務は、特定行政庁(*1)と民間の指定確認検査機

関（以下「民間機関」）の双方で行われることになった。平

成 19 年 4 月現在、国や都道府県の指定を受けた民間機関

は、全国で 123(*2)あり、年間約 580,000 件(平成 20 年度)

の確認申請件数の内、約 400,000 件(約 70％)は民間機関で

行われており、都市部ほど民間機関への依存度が高い。

一方、特定行政庁事務は、法令で原則禁止されている行

為を解除するなどの許認可事務、違反建築物を取り締まる

監察事務、建築物の適切な維持保全を図る防災・定期報告

事務、私道の指定等の建築接道に係る事務、民間機関への

指導監督など、一定の行政裁量をもって行う事務であり、

民間機関ではできない特定行政庁の固有の事務である。

こうした二つの事務は、昭和 25(1950)年の法制定当時か

ら維持され、分権改革後も制度そのものに基本的な変化は

ない。（図表１参照）

図表 1 建築行政における機関別業務分掌

建築（フロー） 維持管理（ストック）

特定行政庁

確認審査（単体規定）

確認審査（集団規定）

検査（中間・竣工）

許可・認可・指定

違反建築物の是正

建築審査会

定期報告（建物）

定期報告（設備・昇降機）

耐震診断・耐震改修

建築アスベスト対策

建設リサイクルの推進

民間機関

確認審査（単体規定）

確認審査（集団規定）

検査（中間・竣工）

1-2 建築行政を巡る基本的な課題

(1)民間機関が行う自治事務としての確認審査・検査事務

分権改革により、地方公共団体の事務は、自治事務と法

定受託事務に区分され、確認審査・検査事務や特定行政庁

事務の建築基準法に係る事務も当然のごとく自治事務とさ

れた。しかし、一方で、確認審査・検査業務は、民間機関

でも行えることから、行政が実質的に関与していない事務

が自治事務になるという矛盾が露呈されることになった。

こうした状況の中、民間機関が行った確認処分に係る事務

の帰属について、最高裁は、平成 17 年 6 月 24 日、「民間

の指定確認検査機関は確認済書を交付したときは、その旨

を特定行政庁に報告しなければならず、特定行政庁は、報

告を受けた確認済書が建築基準関係規定に適合しないとき

は、取消しができる権限を有しており、民間機関による確

認事務は、建築主事を有する地方公共団体(特定行政庁)の

事務である。ついては、民間機関が行った確認処分に係る

行政事件訴訟法第 21 条の「当該処分又は裁決に係る事務

の帰属する国又は公共団体」に当たるのは特定行政庁が相

当であり、民間機関は損害賠償の対象にならない」旨を裁

決した。（*3）

これにより、特定行政庁は、民間機関が行う確認審査・

検査事務の帰属主体として、指導監督も含めた抜本的な対

策を講じることが急務となっている。なお、民間機関の過

建築基準法とまちづくり条例の連携・融合

－まちづくり条例が拓く「分権型建築まちづくり」への展望－

松本 昭

（東京大学）



失により、特定行政庁が損害を受けた場合の対応措置とし

ては、不法行為として民事訴訟法による求償(損害賠償請

求)を起こすことが考えられるが、法令改正や条例制定も含

めた制度的対応が必要である。

1-2 建築基準法「最低基準」論の性格

建築基準法は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関

する最低の基準を定め、もって国民の生命、健康及び財産

の保護を図ることを目的」としている（第１条）。この「最

低の基準」の性格について考えてみたい。

磯崎初仁は、この最低基準論について、「一つは、快適な

生活環境の保障等の観点からは、これと異なる基準やより

高い水準が求められることを確認的に示しているものと解

されること。二つは、国民の生命、健康及び財産の保護と

いう一般的な目的のために必要な基準を定めているに過ぎ

ず、他の法制度によって別の規制やより厳しい基準が義務

づけられる可能性があることを定めたもの解されること…」

と述べ、その上で、「自主条例であるまちづくり条例で、地

域の特性に応じた合理的な土地利用規制を行うことを、建

築基準法は許容していると解すべきである(*4)」と論じて

いる。こうした学説、そして、第１条の目的規定に「良好

な都市環境の形成」の明示がないことからも、建築基準法

の最低基準論の性格は、別の法令や条例により、まちづく

りの観点から合理的な基準を定めても、原則として、両者

に抵触関係は発生しないと解することができる。

実際、建築基準法に適合していても良好な市街地環境が

形成される保障はない。都市部においては、ミニ開発等に

より防災上問題が多い密集市街地が適法に形成され、建築

基準法に適合したマンション開発で多くの紛争が生じてい

るのが現状である。

1-3 民間確認制度によるまちづくりとの乖離

建築行為に伴う諸手続は、建築基準法に基づく確認審査

手続(法令手続)と市町村のまちづくり条例等に基づく地域

調整手続（条例手続）に大別されるが、多くの市町村で、

地域まちづくりの実効性を確保するため、法令手続に先立

ち、条例手続を行う仕組みが定着してきた。

しかし、確認審査・検査事務の民間開放に伴い、民間機

関で法令手続を行う物件に対して、行政が、狭隘道路の拡

幅整備の協議、地域まちづくり計画との調整、良好な景観

や住環境の創出等のまちづくりを住民とともに行うことが

困難になってきている。その結果、行政が、個々の建築の

機会を捉えて、地元密着でまちづくりを行う「建築とまち

づくりの連携」は、地域との関わりに疎遠な民間機関が机

上で法令基準への適合を審査する「建築とまちづくりの分

離」へと様相が変化している。民間確認制度が、地域密着

のマネージメント型まちづくりを阻害しているとは言い過

ぎであろうか。民間確認制度は、全国共通のナショナル・

ミニマムの確保を図るものであり、地域の個性を生かした

ローカル・コミュニティによるまちづくりにはなじまない。

こうした事態に危機感をもつ市町村は、まちづくり条例

により、建築とまちづくりを結ぶ仕組みを構築（*5）しつ

つあるが、仕組みの構築ができない市町村は、民間の建築

エネルギーをまちづくりに活かせないという大きな損失を

負うことになった。

1-4 閉じた法制度と開かれた法制度の交錯

既に述べたように建築行政は、性格の異なる「確認審査・

検査事務」と「特定行政庁事務」が並存している。

確認審査・検査事務は、建築物の敷地、構造、設備など

の安全性・防災性・保健性の確保をナショナル・ミニマム

の観点から規制する事務であり、原則として裁量を伴わな

い技術法としての性格が強い閉じた法制度である。

一方、特定行政庁事務は、建築物の用途、規模、形態、

高さ、道路と敷地の関係などについて裁量権を行使して、

建築基準を強化したり緩和したりしながら、社会や地域の

要請に応える政策法としての性格を有する開かれた法制度

である。最近の例をあげれば、耐震偽装を背景にした建築

基準法の改正(平成 19 年 6 月 1 日施行)による確認審査・検

査事務の厳格化は、閉じた法制度の強化である。一方、地

下室マンション問題を背景にして地盤面の設定を条例で定

める規定(法第 52 条 5 項)の創設、都市計画区域内の市街化

調整区域・非線引き白地地域については特定行政庁が、都

市計画区域外については地方公共団体が、条例で建築物の

形態制限を定めることができる規定などは、開かれた法制

度の充実である。

こうした「技術法としての閉じた法制度」と「政策法と

しての開かれた法制度」が並存・交錯する状況において、

建築行政が、地域のまちづくりに能動的に貢献するには、

従来の横並びで法令運用を行う機関委任事務的な姿勢から

脱却しなければならない。

２ まちづくり条例が拓く分権型建築まちづくりへの展望

2-1 「閉じた技術法」を「開かれた技術法」へ

こうした基本認識の下、建築基準法とまちづくり条例の

望ましい連携のあり方を推察すれば、概ね次のようになる。

一つは、建築基準法という全国共通の「閉じた技術法」

を、条例の活用により、地域や社会の要請に応じた「開か

れた技術法」に高めることである。これは、建築基準法の

委任規定に基づき、まちづくりに資する仕組みを条例で構

築することであり、確認審査・検査事務における審査のも

のさしを、条例を活用して「ナショナル・ルール＋ローカ

ル・ルール」に発展させることである。具体的には、40 条

条例、特別用途地区条例(49 条)、50 条条例、斜面建築物地

盤面指定条例（52 条 5 項）などがある。

一例をあげる。横浜市の斜面地建築物制限条例(2004.3.5

公布)(*6)は、紛争が絶えない斜面地を利用した地下室マン

ションを規制するものであるが、制定当時は 52 条 5 項の

規定（2004.6 の法令改正で制度化）は存在しなかった。そ

こで、横浜市は学識経験者との共同検討により、建築基準

法 50 条を活用して用途地域毎に建築物の階数を定め、地

方自治法の自主条例により盛土の制限と緑化等の義務を規

定し、両者の組み合わせにより、地域まちづくりの課題に

対応した。このようにまちづくり条例を活用して、建築基

準法を開かれた技術法に高めるような発想が求められるの



である。

2-2 地域まちづくりと連携した「開かれた政策法」へ

二つは、特定行政庁事務について、建築基準法の政策法

としての性格を引き出して、地域のまちづくりに挑む制度

設計を構築し、その手続・基準・支援措置等をまちづくり

条例として制定することである。これは、特定行政庁のも

つ許認可権をまちづくりの観点から戦略的に活用して、そ

のルールを条例で定めることである。

次に、建築基準法を弾力的かつ戦略的に運用して、まち

づくりに行っている神戸市と三鷹市の取組みを紹介する。

①神戸市近隣住環境計画制度

神戸市市民の住環境を守り育てる条例（平成 6 年 3 月

31 日公布 以下「神戸条例」という。）は、建築基準法の

委任条例と地方自治法の自治立法権に基づく自主条例を組

み合わせた複合条例である。まちづくり条例を法令根拠か

ら分類すれば、自主条例、委任条例とその両者を含む複合

条例の３つになるが、複合条例の場合、その多くは、都市

計画法の委任条例と自主条例による複合条例が大半であり、

神戸条例のように建築基準法の委任条例と自主条例の組合

せは少数である。しかし、建築行政をまちづくりと大いに

関連付けて能動的に行う取り組みは、建築行政の将来を考

える上で示唆に富むものが多い。ここでは、その一例とし

て「近隣住環境計画制度」を紹介する。

近隣住環境計画制度は、地域の特性や課題に応じた建築

ルールの素案を向う三軒両隣で作成し、これを市の計画と

することにより、建築基準法の一般則に適合しない事項に

対して、行政（特定行政庁）が計画に沿ったまちづくりを

進める観点から、建築基準法を弾力的に運用し、「特例許可

＋建築確認」の合わせ技により、地域の課題に即したまち

づくりを行うものである。

その一つに「潤いのある路地づくり計画」がある。これ

は、幅員４ｍに満たない、いわゆる２項道路（建築基準法

第 42 条第２項に定める道路）に面して家を建て替えると

きは、道路中心線から 2m 後退しなければならない。しか

し、路地に面する住民が、地元の合意を得て路地づくりの

計画素案を市に提出し、市がこれをまちづくり計画として

定めた場合には、後退部分に花壇や生垣などをつくること

を認めて、安全で潤いのある路地空間を創出しようとする

ものである。このように建築基準法を弾力的に運用して、

小さなまとまりからまちづくりを展開する住民主体の試み

である。

②三鷹市の特別用途地区とまちづくり条例の連携

三鷹市は、住宅系用途地域内に戦前から操業している中

小工場が多数立地していたが、工場の老朽化や旺盛な住

宅需要を背景に産業系土地利用の縮退が続いていた。そこ

で、市は産業系土地利用の保全と住環境の調和を図る観点

から、住居系用途地域内に立地する中小工場の建替えを可

能にするため、工場等が集積する一定の地域について「特

別住工共生地区」（49 条の特別用途地区）を指定するとと

もに、用途制限の緩和と引き換えに壁面後退の基準を 50

条条例（地域地区の目的達成のために敷地・構造・設備を

制限する条例）で定め、これらをまちづくり条例の協議と

手続を通して担保する仕組みを構築した。

このように土地利用の基準を建築基準法 49 条・50 条の

委任規定に求めて条例化(*11)し、その手続はまちづくり条

例を活用して総合的に行うという連携の発想である。

３ 建築基準法集団規定と都市計画の一元化

次に、多くの団体や専門家がかねて主張している建築基

準法集団規定と都市計画の一元化を、まちづくり条例も活

用して具体化してみたい。行政の組織や人材の実情等を踏

まえて、筆者の考える現実的で実現可能な改革(案)の基本

的枠組みを次のとおり提示する。（図表２・３参照）

①建築基準法の集団規定を都市計画法に移し、市街地環境

の制御を都市計画が一元的に行う仕組みとする。

②現行の建築確認申請を「建築安全・安心申請」と「建築

まちづくり申請」に分離し、前者は民間機関の確認、後者

は特定行政庁の許可（小規模のものは確認）とする。

③建築まちづくり申請の手続は、景観計画の届出やまちづ

くり条例・開発基準条例等と連携・一体化して、現在の輻

輳した手続の総合化と簡素化を図る。

④建築まちづくり申請に基づく許可は、自治体が条例で法

令基準の上書きや付加が行い、地域特性を活かした許可基

準とする。

⑤本制度改革にあたっては、地域主権の理念の下、分権と

参加の仕組みが十分反映されるよう留意する。

概要は上記のとおりであるが、集団規定の対象となる「街

なかの都市計画」は、都市の成長をコントロールする一律

的な規制から、都市空間や市街地環境の価値を向上させる

ためのルールへと転換しなければならない。そのためにも、

都市空間秩序の混乱や欠落を、社会関係資本のもと、早期

に是正することが望ましい。

最後に

このように、確認審査・検査事務及び特定行政庁事務の

各々について、建築基準法で規定された「シビルミニマム

としてのナショナル・ルール」を、まちづくり条例を活用

して、「地域標準としてのローカル・ルール」に高めること

が、両者の連携・融合の基本的構図であろう。建築行政も

まちづくり条例もそれ自体が目的ではない。良好な地域環

境や豊かな生活環境を創出するための手段・手法である。

なお、既述のとおり、確認審査・検査事務の現状は大き

な課題を抱えており、建築基準法施行後 60 年近くが経過

する中、建築基準法の基本スキームを地方分権、自治事務

の視点から再構築する必要性は、多くの専門家が指摘する

ところである。

その場合、国民の生命、健康及び財産を保護する国家レ

ベルの公共の福祉と、良好な地域環境、生活環境を創出す

る地域レベルの公共の福祉を縦軸に、性格の異なる「確認

審査・検査事務」と「特定行政庁業務」を横軸にして、権

限、実施主体、都市計画法などの他法令との関係を、法律

と条例の望ましい関係から再構築することになる。(*7)



図表２ 建築確認申請の分離

図表３ 建築まちづくり申請の概要

特定行政庁
民間確認

検査機関
特記事項都道府県

政令市

４条 1 項行政庁

４条 2 項行政庁
限定行政庁

大規模

建築物＊１
許 可 許 可

(都道府県

対応）
×

・都市 MP への適合

・景観法手続との統合

・まちづくり条例との一体

的運用

中規模

建築物＊2
許 可 許 可 許 可 ×

小規模

建築物＊3
確 認 確 認 確 認 確 認

・確認対象事項の追加を条

例で定める

（凡例）＊1 ①床面積の合計 5,000 ㎡以上の建築物 ②建築物の高さ 31m 以上又は地階を含む階数 10 以上の建築物 ③

条例で定める規模の建築物

＊2 ①床面積の合計 1,000㎡以上の建築物 ②建築物の高さ 10m以上又は地階を含む階数 4以上の建築物 ③

条例で定める規模の建築物 ＊3 上記以外の建築物

(脚注)

(*1) 特定行政庁について、建築基準法では「都道府県並びに建築主事を置く市町村の長」と定義されており、平成 22 年 4 月 1 日現在、

全国で 443 の特定行政庁がある。

(*2) 民間機関 123 の法人類型別内訳は、財団法人 43、社団法人 2、株式会社 73、有限会社 3、有限責任中間法人 1、非営利法人 1、学

校法人 0 である。(平成 21 年 4 月 1 日時点)

(*3) 横浜市中区山下町マンションの建築確認処分取消し請求事件に係る訴えの変更認可決定に対する抗告事件

(*4) 詳しくは「まちづくりのための建築基準法集団規定の運用と解釈」（学芸出版社）P14~P21 を参照されたい。

(*5) 例えば、国分寺市では、まちづくり条例に基づき、建築確認申請に先立つ届出を規定することにより、建築に伴う上下水

道の接続方法、生垣助成やブロック塀解体助成、ゴミの出し方などの生活まちづくり情報や行政サービスを一元的に提

供する「まちづくりワンストップサービス制度」などがある

(*6) 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例

(*7) 本文や全て筆者の個人的な意見であり、筆者個人の責に帰するものである。

1 建築基準法の単体規定（構造、防災、建築設備等）の審査

2 特定行政庁の指揮監督の下、民間機関が確実に実施

建築確認申請

建築安全・安心申請と確認

1 建築物の形態や意匠を「法令基準」と自治体条例に基づく

「自主基準」の双方から総合的に審査して許可する。

建築まちづくり申請と許可
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1. はじめに

本稿は「集団規定が許可制になったら実務にはどういう影響

が考えられるか」という問いに答えようとするものである。

この大胆な仮定に答える論拠となりそうな事例は国内には

見当たらず、諸外国では状況が違いすぎて事例から推測するの

も危険である。そこで実務者からのヒアリングや現状の類似制

度からの考察を総合する中から論点を探り出すほうが、今回の

討論の主旨にかなうと考え、そこから予想される問題群の例示、

という形式をとることにした。

筆者は 2008 年度から２ヵ年度にわたって行われた国土交通省

による補助事業「建築の質の向上に関する検討」註 1）に対応し

た、日本建築学会の「建築に関わる社会規範・法規範特別調査

委員会」の検討小委員会で討議に参加し註 2）、同時に日本建築家

協会が同じ事業に応募するために設けた「美しい建築推進特別

委員会（長島孝一委員長）」での討論にも参加した註 3）。両委員

会ではそれぞれの立場から集団規定を含む建築法制の今後のあ

りかたについて議論したが、基本的には「集団規定は現状の建

築確認から自治体による許可に移行するべきである」という方

向は同一であった。特に日本建築家協会は、英国のシステムに

倣った「建築計画許可制度」を導入して、自治体ごとに専門家

による適切な判断と民主的な決定システムとを融合した新たな

制度を導入すべきである、と言う具体的な提言をもって当補助

事業の報告書をまとめている。

これら一連の検討過程から得た知見とともに、主旨を理解のう

えで質問に答えていただけた業界関係者・識者の意見を基に本

稿を記すものであるので、文中の見解等に出典を記載するのが

難しいことをご容赦いただきたい。また仮定が大胆なだけに論

理構成の飛躍と条件の省略が随所にできてしまった。それらを

含めて以下の問題提起及び一連の状況予測は筆者個人の見解で

あって、その中には筆者の潜在的な希望すら含まれていると考

えられるので、これらは各委員会での検討内容や意見を聞いた

識者にその責を帰するものではない。今後は本稿の随所に見ら

れる稚拙な論証過程への指摘をいただくとともに、本稿とは異

なる見解などを多数お聞かせ願いたいと考えるものである。

2.まず正面からの批判に対して

仮に「集団規定の許可制度」の導入について、建築界内部およ

び関係行政セクターなどにおける建築関連諸制度に関する議論

を経て決定したとする。一連の過程において、都市計画および

建築法体系上の整理や、財産権の制限の問題等には一定の方向

性が出たものとする。また、自治体による許可制度の導入は地

方分権の流れにもかなうものであると合意されたとする。いよ

いよとなったときに起こる議論は、経済政策・産業政策との関

連ではないか。特に強い反論が予想されるのは、経済成長のた

めにはあらゆる規制を緩和せよ、とする方面からの意見である。

これら外部からの反対論を予想し、どのように乗り越えるのか

をまず考察しておきたい。

2.1 「規制強化には反対」という反対意見に対して

どの分野でも規制反対論者がマスコミ等を使って繰り広げ

る「種」に使われると、もみくちゃにされてそれまでの労が水

泡に帰してしまうので、この点の論理構成は誰から見ても説得

力を持つようにしておかないといけない。たしかに「集団規定

を許可にする」というポイントだけ見れば、規制強化という指

摘は正しいように見える。が、単純に景気対策のために容積率

などの緩和する、と言う考え方には、都市空間の競争力と言う

考えと整合しない部分があるし、需要の先食いという危険因子

が含まれていることもあるので、実務者・事業者は必ずしも全

面賛成ではない。それをふまえて、ここからのシナリオの方向

は３つあると思われる。

一つ目は、もし「単体規定の規制緩和」を同時におこなえる

のであればであるが、それと抱き合わせで「建築行為全体では

規制強化になっていない」と言う方法。これは中小の建設関係

者の負担増がトラウマになっている方面からの意見に有効では

ないか。

二つ目は「許可」では印象が強すぎると考えて「認可」にす

る方法。この場合は規制サイドとしては「許可」とどう違うの

だろうか。自治体ごとの認可条件を、許可の場合よりも詳細に

事前明示する必要が出てくるのだろうか。または裁量しろ
・ ・

を小

さくせざるを得なくなるのだろうか。問題のありかをご教示い

ただけるとありがたい。

集団規定の許可制移行の影響

建築主の論理と設計実務の現場から

黒木 正郎 株式会社日本設計 第一建築設計群副群長兼チーフアーキテクト

黒木 正郎

1959 年東京都生まれ/東京大学工学部建

築学科 1982 年卒業/

/主な著書：「建築ストック社会と建築法

制度」（共著・技法堂出版）、「都市のあこ

がれ」（共著・鹿島出版会）

/「日本建築学会賞（業績）」（2005 年）授

賞
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三つ目は真正面から「今は 100 年に一度の大転換の時期で、都

市建築関連制度の骨格すべてを組みなおす政策の一環なのだ。」

と言う説明。これが通れば一番よいことはいうまでもないが、

この 20 年間の社会的基調である「規制緩和（による経済活性

化）」論に対抗するためには、しっかりした論理の積み上げとと

もに、政治的なタイミングも測る必要があるだろう。

「外国人識者の意見」を利用する手もある。2000 年 11 月に

「OECD 対日都市政策勧告」註 4）と言うものが出されているの

で参考になるかもしれない。この中で「日本の都市は規制強化

によって競争力を維持するべきだ」と言っている。日本語のサ

マリーから一部を引用する。「都市の魅力は競争力を生む主要な

要素であり、都市デザインの質は都市の魅力保持に必要不可欠

である。多くの OECD 加盟国は厳しい規制を通じて都市の魅力

を培った歴史を有している。OECD 加盟国の多くと比べて日本

は十分な規制を有しておらず、規制緩和が都市の競争力を損な

う恐れがあり注意しなければならない。」「 規制の強化は安全

性、環境の質、都市活動の効率性の向上と関係しており、都市

計画や建築の分野における適切な規制は日本においてむしろ強

化すべきである。」（全 8 項目の提案のうちの③、Restructuring

regulations より）10 年前の提言であるが、このほかの項目も興

味深い。

2.2「行政権限の強化には反対」

行政の権限強化に反対するセクターはある割合で存在する。

ただし、一般に国の権限強化に対しては反対が出るが、権限委

譲の流れから自治体の独自性付与に対しては反対論が出にくい

のではないか。また建築確認の一部が許可になるという点では

権限強化であるが、土地利用・都市計画及び建築諸制度の全体

像を組み立てなおしたものであって、単純な国の行政権限の強

化とは考えていない、という説明もできる。いずれにせよ「自

治体の主体性を生かす」を強調するのであろう。もし開発行為

や景観法などの諸規制における手続きと一本化できれば、現状

より「規制」の項目を減らして使い勝手のよい制度にすると言

えるのではないか。

2.3「手続きを増やすのか」（または二重規制ではないか）

集団規定の「許可」と単体規定の「確認」が２段階になるの

であれば、確かに手続きの項目数が増えることになる。だがも

しこれに併せて建築確認が単体規定のみになり、確認対象条文

も限定されて設計者に大幅な権限委譲がなされるとしたら、実

質的な規制は減るだろう。だがしかしこの意見を出す側の念頭

にあるのはおそらく規制の内容ではなく手続きの負担であるか

ら、この点を考察してみたい。

これまでも一般に都市計画法上の手続きが伴う開発案件で

は、建築基準法の「集団規定」への適合性に至る過程までにさ

まざまな調整を経ているので、裁量を伴う事前協議の存在に唐

突

感があるわけではないと考えられる。また「総合設計」の場

合には、一連の許可手続きに全体フローを整理できれば影響は

少ないと考えられる。また、ある程度の規模の建築物は現状で

も建築基準法以外の数々の協議（環境、緑化、景観、交通、バ

リアフリー等）をへてようやく建築確認に至るので、いまさら

手続きの負担そのものを言うことはないだろう。むしろそのよ

うな個別の協議は建築許可の中に一本化できたほうがスムーズ

である。（問題はスケジュールに関してで、これは後述する。）

新たに発生する「裁量を伴う事前協議＋許可」を極端な負担増

であるとして反対意見が出されるのは、これまではそのような

煩瑣な手続きを経ないで建築が可能であった中小規模のプロジ

ェクトである。郊外部や地方都市ではそれらが建築産業の一方

の柱であるから、地域産業界からさまざまな意見が出るかもし

れない。

2.4「スケジュールが伸びるのか」

建築プロジェクトは住宅から都市開発まですべてスケジュ

ール調整との戦いである。住宅規模のものであっても、スケジ

ュールの延伸は施主にも地域経済にもインパクトが大きい。特

に現状の４号建築物の手続きを、許可と確認の２本立てにさせ

るのは現場の抵抗が大きいと予想される。これを一本で済ませ

るようにするか、４号建築物（定義を変える必要があるかもし

れないが）相当のものは、簡易な手続きで通過させるようにす

るか、などを工夫する必要がある。

４号建築物以外では集団規定の許可と単体規定の確認という

２段階の手続きになると考えられるが、この場合は許可までに

かかる期間が設計工程に及ぼすようだと影響が甚大である。実

施設計に入る前に集団規定上の制限を確定しておかなければリ

スクが大きいので、基本設計の初期段階で許可条件を確定した

上で、「その範囲内で諸手続きを進め、それらと同期して設計を

する」（ある程度の変更があっても許可の取り直しにまで手戻り

することなく進められる）という工程が組めるようになってい

ることが望まれる。設計期間（すなわち投資の回収期間）に許

可条件が確定しないアイドルタイムができるようだと、設計者

とともに事業サイドからも反発が大きいだろう。

2.5「建築確認と何が違うのか」

おそらく「許可と確認の違い」などは建築分野以外の方には

理解できないだろが、それ以前に建築分野の中でもきちんと理

解されていない。「今までは（本当は）こうだった、これからは

こうなる」ということを内外によく説明する必要がある。また、

あえて記すが「これまでの建築確認には裁量性が備わっていな

かったのである」という説明は、建築界の内外ともに驚き（？）

をもって迎えられることが予想されるので、その点も制度施行

前に整理しておいたほうがよいと思われる。

2.6「世の中全体にどういう良いことがあるのですか」

専門領域内での議論も大事だが、こういうすなおな質問にわ
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かりやすい答えを用意しておかないといけないとおもわれる。

各種世論調査などを見ても、街並みが汚くなる一方である、ま

たは貧相な街並みが国力をそいでいるのではないか、というこ

とへの一般の方の不安は相当に浸透している（OECD を持ち出す

までもない）と思われるので、ここに実効性のある施策を導入

するため、と言えば理解は得やすいのではないか。また既存の

街並みを生かした市街地の再生、ストック活用や用途転換、既

存建築物の改修・増築または減築などをおこないやすくするた

めには、周辺状況や建築物の状態を考慮しなければならないの

で、国の一律基準では扱いにくい。なので、これまでの『覊束

行為』から『裁量行為』に変えて柔軟な対応ができるようにす

る、というストーリーもある。しかしそのことは同時に「個人

財産への干渉」を伴う。一部の事業者への規制ではなく建築物

の所有者、土地の所有者全体におよぶこういう問題にも正面か

ら説明を加えないといけない。（ここについても OECD は、「日本

では私権が保護されすぎている」と言っている。）

いずれにせよ 60 年続けた制度の改正なのだから、何をター

ゲットにした政策なのかを明確にしないといけない。「どういう

良いことがあるか」については今後とも深い考察を続ける必要

があるだろう。

3.「集団規定許可制度」のスムーズな導入のために

許可制度導入への道筋がついた後は「どういう制度になるの

か」に関して専門家や事業者からさまざまな疑問や批判が寄せ

られるだろう。予想される反応としては、規制内容そのものに

関するよりもむしろ、許可条件と裁量範囲の関係と、手続きス

ケジュールについての意見が多数に上ると考えられる。

3.1 地域像の明確な記述と許可条件の可能な限りの定量的記述

ができるか

設計者、事業者にとっては、地域が求めるもの・忌避したい

と考えているものが何かが事前に判断できることが第一で、さ

らに、許可に際して何が定量的判断で、何が定性的判断になる

のかが整理して示されていることを求めたいと考えるだろう。

建築計画と許可条件を摺りあわせるためには、ファーストドロ

ーイングが的確にできていないといけない。そのためには規制

内容・貢献と給付の関係などが、事前に可能な限り具体的に見

えていてもらいたい。またこれらは事業と地価の関係に重要な

影響を及ぼすので、実際の計画案を見てからすべての判断を始

める、ということになるとさまざまの混乱が生じる。逆に事前

にそれらがわかれば、より適切な計画を呼び込むこともできる

だろう。

3.2 スケジュールの明確化はどこまで可能か

設計工程と事業スケジュールとは密接にシンクロしており、

「物よりも時間」を優先する事業も多い。新たな制度下では、

設計の初期段階で集団規定の許可（または仮許可？）を受けた

後、実施設計の後半で単体規定の確認を受ける、という２段階

手続きになると考えられる。この場合集団規定の許可が確定し

ないうちに実施設計に入るリスクは非常に大きいので、許可申

請に先立って「ある条件以内であれば確実に許可を得られる」

範囲を明示してほしい、という要求が出ると考えられる。

前出したが、建築関連の諸手続きは建築基準法関係以外にも多

数あり、それらが関連しあって建築物の全体像が詰まっていく。

今後は環境関連などの規制も強化されることが予想されるので、

「あちらが決まらないとこちらの検討ができない」という相互

関係が複雑になっていく。今後さまざまな場合を想定してのシ

ミュレーションをへて最適な制度にしていくことが求められる。

3.3「事前の事前協議」が制度化されるか

建築事業では計画立案に際して最初に可能な限り詳細に条件

の把握を行なって、スケジュールリスクを最小にすることが常

識である。許可制度が導入された場合、計画当初の段階で確実

に許可を得るための条件を聞き出す「事前協議」前の協議への

要望がでるだろう。土地を購入して事業を行う場合には地価を

確定する必要があるので、さらに前倒しで土地購入契約前の協

議が可能であることが求められるであろう。この「事前の事前

協議」はその際に得られた条件が、①協議者（事業者側も当局

側も）によって変わらないこと。②協議が存在したことを含め

て秘密が守られること。③土地購入後に条件が変わらないこと。

（これは期間限定でもよい）の 3 条件が求められる。これらは

事業の成立性と土地価格算定の前提であり、逆にこれらが確保

されれば許可内容は副次的な問題といえるほどに重要である。

3.4「事前確定」に求めたいこと

土地を購入しての事業の場合には、建築許可条件が決まらな

いと地価の算定ができないこととなるので「事前の事前協議」

の必要性は明確である。自己所有地での事業である場合であっ

ても、許可条件の把握は土地の資産価値評価、すなわち事業執

行の可否判断のために必要であり、建築計画立案以前の問題で

ある。

これまで一般的な土地には数値的な都市計画しかかかって

いなかったので、所有者が個別の建築条件を把握する習慣が乏

しかったが、今後はそれらを詳細に把握しないと土地の資産評

価ができないことになる。これは不動産鑑定の世界であるが、

そういう点からも事前の事前協議が求められるわけである。

さてこのように建築計画以前の協議が常態となると、これで

は「事前確定型」の制度とどう違うのか、という疑問が生じる。

事前確定型の問題点は種々論じられているのでここでは省き、

新たな制度がその弊を避ける方法を考察したい。

事業者が「許可条件の事前確定」を求める理由のひとつに、土

地購入を競い合う事業者同士の「競争条件の斉一化」のため、

という動機がある。（土地所有者との相対取引の場合であれば、

許可内容による停止条件つき契約とすることが可能なので、売
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却側の認識している条件とそろえることは必ずしも必要でない

こともある。）この場合には、許可権者が購入候補者それぞれに

同一の許可条件を示しうるかがポイントになる。考えられる手

段は、「事前の事前協議」の対象者全員に同一の最低確保条件だ

けを示し、「それ以上は具体的な建築計画を見てからの協議によ

る」とすることである。（これらの許可条件には前出の３条件を

満足していることも求められる。）このときに、事業者としては

数値基準的な事前確定ができないことはしかたがない。それは

前時代的な方法論と頭を切り替えるだけである。一般的な規制

の想定範囲がどこまでか、ということを知らせてもらいたいし、

また求める地域像がどういうものかを可能な限り具体的に表現

してほしい。事業者としては可能な限りリスクを小さくするた

めに、手を尽くしておきたいのである。

3.5 事前確定と協議調整に求めるものの違い

事業者側から見たときの事前確定型と協議調整型の違いは、

事前確定型では「許可基準の詳述」を求めるのに対して、協議

調整型は「許可目的の詳述」を求めることだと理解できる。数

値的な基準は書けるなら書いてほしいが、同時に目的を満足す

る建築計画で無ければ許可されないと明記されているべき(数

値基準的厳格さは必要ないが、恣意的な裁量は排除されるべき)

である。許可目的とは求められる地域像をかなえることであっ

て、そちらのほうを可能な限り具体的に記述してもらいたい。

しかし、具体的にとは数値を明示せよと言うことではなくて、

その実現のための物理的な方法は建築主・事業者側の手に任せ

る、と言うことではないか。このような自治体と建築主・設計

者の役割分担の組み立てなおしが前提であると宣言することが、

スムーズな制度導入につながると考えられる。

土地を購入して事業を行う事業者は、許可目的のほうを検討

したうえで、自らの事業が望まれている地域を選んで参入する

など、今までと違う動きをするだろう。問題は地域の土地所有

者が地域像の詳述に合意できるかどうかで、これを制度導入当

初からどの程度記述できるかは、地域によって幅が出てくるの

ではないだろうか。

3.6 事後裁量の可能性を排除する

協議調整による許可制度が有効に機能するためには、事前協

議を積み上げて申請に到達したあとでの、「事後裁量」による条

件の追加を可能な限り小さくすることである。もしも大きな事

後裁量が入るようなことがあったら事業サイドの中でくみ上げ

たすべての信用が崩壊するので、事業者が最も反発するのであ

る。やむをえない場合でもプラス側のみとなるようにしたい。

もちろん、当初の協議で読み取れなかった問題点が出てくれば

別であるから、「事前の事前協議」の内容は正確に記録されてい

なければならないし、担当者が替わったからやり直し、という

ような事態は避けるべきである。

事業計画のシビアなプロジェクトでは、許可条件と事後裁量

の有無を計るためだけの「ダミー」の発生が考えられる。こう

なるといたちごっこで結局は詳細な許可条件を記述するほうが

合理的ということになりかねない。ただし、ダミーを作ってで

も許可条件を探りたいとするのは事業上のインパクトが大きい

（その事業者にとって相対的に）プロジェクトだけであるから、

地域内のすべての計画を想定して許可条件を事前明示する必要

はない。

4.設計者・事業者のなかにどういう動きができてくるか

裁量性のある許可制度が前提となると、建築・開発事業とそ

れに関係する専門家の中にどういう動きが出てくるだろうか。

これまでの全国一律が前提の時代と異なり、事業初動期の動き

は、これまでと異なる様相を呈することになることが予想され

る。

4.1 地域エージェント成立の可能性

地域ごとに多様な計画許可条件あるいは微妙に違う運用な

どが起きてくると、地域内ですでに事業の経験があって、許可

条件をある程度承知しているものが有利である。（非常に恣意的

な判断がなされる地域があれば別だが。）類似の状況はかつての

宅地開発許可や、総合設計が想定される大型用地売却の競争入

札などに見ることができる。総合設計制度の許可条件は「事前

確定性」が高いと言われるが、土地購入前に行う仮の建築計画

の設定（当局との協議はできない段階でのもの）によって容積

割り増しの期待値は違ってくるので、より多くの知見を持つも

のの方がより有利な条件を引き出せる。

少数の大型・特殊事例ではなく、地域の一般的な建築計画が

同様の状況におかれる場合には、地域情報を熟知する「エージ

ェント」が成立する可能性が考えられる。都内の総合設計の例

では、そのような協議に慣れた大手の設計事務所や不動産事業

者などがその役を果たしていた。そのような仲介者が存在する

ことの適否は別の価値判断であるが、これまでのような「全国

一律共通基準」の時代にはあまり見られなかった職能である。

それらが業として成立するためにはある程度取引が活発で利幅

が大きいことなどの条件もあるので全国どの地域でも成立する

とは考えられない。しかし大手の事業者（設計事務所や不動産

事業者等）といえども全国すべての地域情報を持つことは不可

能であるから、地域に信頼できるエージェントがいる場合には、

プロジェクトの初動期に事業者は当局ともに地域エージェント

にもアクセスすることになるであろう。

4.2 すべての計画を想定の範囲内にする

集団規定に協議調整と裁量性が求められるのは、全国一律の

制度では制度が想定している範囲を超えた、「想定の範囲外」の

計画が随所に出現することが理由であった。しかし全国一律の

制度と違い地域空間には限界があるから、すべての敷地を事前

検討して今後発生するすべての計画を「想定の範囲内」に収め
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ることは可能である。

たとえば地域の建築士事務所などが、優れたエージェントた

らんと考えて、架空の建築計画を想定し、当局と架空の協議を

おこない、数値基準の適用範囲外だといわれそうな限界事例も

含めて、どのような事業計画が持ち込まれても想定の範囲内に

収まるように実験を蓄積し始めることがありうるのではないか。

特に、数値的なものは事前表示可能であるとしても、景観・デ

ザインなどの主観的判断の入るものについては、望ましいと判

断させる例を可能な限り引き出しておこうとするであろう。よ

り具体的な判断の蓄積をより多く持つものが、信頼性の高いエ

ージェントとなりうる、ということである。

4.3 エージェントを地域のために利用する

自治体の側も単なる設計者の主張に付き合うわけではなく、

その場所のありようについて真剣に考えてくるエージェントに

対しては、可能な限り具体的な反応を示してもらいたい。そう

いった判断の蓄積が求める地域像の成熟に役立つはずだからで

ある。

許可条件には事前明示されていても定性的記述にならざる

を得ないものや数値化しにくいものが出てくるであろう。自治

体の側としては、エージェントが引き出そうとする「架空の事

業に対する条件」をたたき台にして、求めるものの具体像を示

すことができる。地域貢献とそれへの反対給付がある制度であ

れば、数値基準によらずに定性的記述+具体事例でも貢献と給付

の関係を表現できる。設計者・事業者と許可権者の双方が、お

互いにさまざまな事例を想定して、どのような方向に動くかを

探りあうシミュレーションを繰り返す。こうすることで許可条

件を制定した当初には抽象的に過ぎなかった地域像が、徐々に

具体的な輪郭を現してくるであろう。

ところでこのような「架空の事前協議」にかけるコストは誰

が負担するのか。自治体の側はエージェントのカウンターパー

トをおけばよいが、エージェント役は地域の建築士などに任せ

きりというわけには行かないであろう。彼ら任せにしてしまっ

たら、建築士の繁閑や意欲能力に地域の将来像を依存すること

にもなる。

これらの地道な業務を自治体の都市計画予算の使い道のひ

とつとして考えられないだろうか。またそれらの役割を果たす

ものが「コミュニティ・アーキテクト」と言えるようにできな

いか。これは建築士の職能を直接公益に供与しうる局面である

から、許可制度導入を期に職能団体が検討すべきテーマである

と考える。

5.事業環境と時代認識

時代の変化は想像以上に早く、この制度が実現する時期には

建築を取りまく環境は一変しているであろう。人口減少と高齢

化によってもたらされる社会経済状況の変動は、いわゆる「景

気」の上下によるものとは桁違いの影響を社会全体にもたらす。

このような状況を考慮した場合の、より時代の要請にかなう制

度のあり方を考えてみたい。

5.1 唐突に建つ高層マンションに関する事業側の認識について

建築計画許可制度が構想された発端のひとつは、住宅地に唐

突に建つ大型マンションを制限できるかということであったか

と思う。この問題を少し考えてみたい。

まず、「マンションが建つ」のは住宅需要があると事業主が

予想したからである。これに応える供給を「高層マンション」

にするのは、地価が高いために一戸あたりの土地価格負担を減

らさないと売れる価格にならないからである。（昨今の事例から

都内では、住宅は戸建て・マンションとも一戸当たり 5000 万円

が上限で、それ以上の価格をつけられる地域は限られている。）

一般に住宅は、戸建て分譲のほうが事業リスクは小さい。ま

た分譲価格を抑えるためには共用部分を減らしたほうが良いの

で共同住宅であっても低層高密度のほうが有利である。にもか

かわらず周囲から卓越した大型マンションが出現するのは、高

層化したほうが規格型の住宅（つまり売りやすい住宅）を多数

作りやすいからである。容積率 200％程度までであれば、高さ

制限を加えると同時に建蔽率などの制限を緩和することで低層

高密度の方向に建築計画を誘導することは可能である。（ただし、

それが質の高い住環境を実現できるかどうかは設計者の力量に

かかっている。）

容積の指定を高く（すなわち地価を高く）保ったまま高層化

を抑制するとなると、事業的には売れ残りリスクが大きく難し

い問題になる。地価の高い土地でその原因である容積率を満た

さないマンションを作ることは事業リスクが大きいので、住宅

需要が減退する時代になるとそういう地域には住宅事業は参入

してこなくなる。

5.2 そのほかの用途は適地が限定的である

低層高密度を実現しやすいのは平面形を柔軟にできる事務所

ビルであるが、事務所ビル事業が成立する可能性のある地域は

住宅よりもずっと限られている。逆に成立のポテンシャルのあ

る地域では事務所ビルのほうが採算性は良いので住宅系は企画

されない傾向にある。商業施設は地下利用も可能なので低層高

密度化に向いているが、事務所よりもさらに地域が限られる。

そういった理由で、都心部を離れた地域では高容積の商業地域

でも消去法で住宅事業が選択され、高層マンションとなって現

出するのである。

5.3 需要過小を前提とした制度の必要性

前述したのはこれまでの事業側の常識的なスタンスである

が、大前提は「住宅であれば需要がある」ことである。ところ

がこの前提が成立するのは今後数年程度に限られるといわれて

いる。原因は生産年齢人口わけても住宅取得世代の人口が今後

は減少に向かうからである。2010 年からしばらくはいわゆる
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「団塊ジュニア（1970-1974 生まれ）」世代が住宅取得年齢に達

するので住宅需要は伸びるが、その後は親から引き継いだ住宅

すら余る世代になる。生産年齢人口の減少は住宅だけでなく事

務所・商業施設ほかすべての社会的活動の空間需要を低下させ

るから、新築を待ち受けてコントロールしようとする制度は働

きが限られる。今後は特別に需要の集中する地域を除いて、需

要過小を前提とした制度設計をする必要があると考える。

5.4 需要過小の時代には、地域差が拡大する

需要圧力が大きい時代であれば、一様に開発圧力に対応する

社会システムを考えていればよかったが、今後は住宅も含めて

急激に需要が減少し、建築ストックの放出が増え、その両面か

ら「新築建築物のコントロールによる地域形成の誘導」がしに

くくなる。これは地方部の現状に表れており、首都圏でもいず

れ同様の事態になることが予想される。地域アメニティ、すな

わち利便性や景観、住民の属性などが優れた地域は依然として

空間需要が供給を上回ると考えられるが、それ以外の地域では

市街地コントロールの手法も目指しうる地域像もそれらとは異

なるものとなることが予想される。

空間に余剰の生じる地域では、個別の地域目標にあわせた空

間再整備計画を立て、その方向にかなう建築計画を誘導するこ

とが、「建築計画許可制度」の政策目標となるのではないか。こ

れはその地域が比較優位を獲得できるものを探す取り組みであ

る。空間の余剰を利用して景観の再生に取り組むこともできよ

うし、ゆとりある住環境の再整備に利用することもできる。も

ちろん、何もしなければエントロピーの増大に任せるだけにな

る。

5.5 残された貴重な○○を残すための制度

需要が減るのがトレンドだとはいえ、地域イメージがよくて

地価の高い地域にある低未利用地は開発の対象になる。これま

でも問題になっていた、市街地内の貴重な緑地や文化財的建築

物の敷地を対象とした事業に対して「建築計画不許可」で対抗

しようとすると逆に破壊が進むことが懸念される。これは「不

許可が可能になる制度」の導入が発表されたとたんに駆込み開

発を見越した建築確認が集中する可能性があるからである。問

題の根本は建築関連諸制度への適否ではなくて財産権であるか

ら、権利の移転など別の方法で開発利益の代替を誘導する必要

があるのではないか。そしてそれは許可制度導入前に実行して

おく必要があるのではないか。

6.新しい流れを起こすことができるか

おそらく相当のエネルギーをかけて実現させる「建築計画許

可制度」であるから、これが既往のマイナス面をゼロに近づけ

るためだけに使われるのではもったいない。新しい時代を開い

ていくための、プラス側の作用につながる制度になってもらい

たいと思う。

6.1 需要が拡大する分野を育成する制度

今後の人口減少社会で需要が増大する分野を探すのは難しい

が、ひとつは「高齢者居住施設」であると言われている。現状

「介護施設」は全国どの地域でも供給不足状態にあり、また「介

護」の必要に至らずとも現役時代の住宅では立地・構造とも不

安に感じる高齢者は、介護を要する高齢者に数倍して潜在する。

この需要に応えることは今後の建築分野の急務であるが、これ

をすべて新規建築物建設で応答するのは旧来の弊を繰り返すこ

となるので、用途転換・ストック活用によって要請に応じるべ

きである。これは一例であるが、このような潜在需要を開拓し

て社会的要請に応じることと地域像の構築双方に、新たな制度

を活用することはできないだろうか。

6.2 よい事業者を育成する制度

これまでの不動産事業特に分譲住宅事業は、質は法規に技術

は専門家に依存し、事業主はリスクテイクさえできれば参入可

能な事業であった。需要旺盛で供給期待が高い間はそれが社会

的要請に応えた面もあったが、現状は相当な過剰状態にある。

今後の需要過小の時代にもこの状態を続けたら、過当競争に陥

り事業者の淘汰が起こるだろう。消費財であれば競争は低質品

の淘汰を通じて質の熟成をもたらすこともあるが、建築物は供

給されたが選択されなかったものが地域に残るので、破壊され

た地域環境が残る。

このような状況の中で、業務遂行にコストをかけてより良い

ものを提供しようとする事業者から先に淘汰されるような事態

が心配になる。逆にこれからの不動産事業が質の競争に転じて

いく動きを作れないか。ここで言う「質」とは、購入者の認識

では個別の建物のみならず、地域空間のアメニティ全体まで含

むものとなるだろう。地域空間作りに使命感を持って取り組む

ことが、結果として事業者としての生き残りにつながる社会シ

ステムが作れないものだろうか。

6.3 よい設計者を育成する制度

これまでの建築設計業務は、その本来の社会的責任を意識せ

ずとも行うことができる仕事であった。業務独占を有する資格

者でありながら、それを与えられる根拠となっている「公益」

に対する責任を感じながら仕事をしていた建築士がどの程度い

たであろうか。「コミュニティ・アーキテクト」などを持ち出す

までもなく、設計者・監理者の社会的責任は制度化当初から存

在した。しかし需要過大の時代には建築士の専門家としての責

任感・倫理観のみならず技術力を含む質的な開きが顕在化する

ことはなく無視されてきた。今後、需要減退の局面に入った場

合には専門家の選別が生じるのはやむをえないが、より良い仕

事を残しうる側が残っていくためにはどうしたらよいか。見え

ない質は評価されない、という経済学の法則に従うのであれば、

人的な質の差が社会から見えるようにしなければならないこと

になる。他分野で成功したものがあれば参考にしたい。
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7.まとめ・より良い地域が残っていく制度が可能か

人口減少の時代に地域差の拡大は必然であるから、人が集ま

るところとそうでないところの選別が起こらざるをえない。こ

の際に、「良い地域だから人が集まる」のではなくて、「居住コ

ストが安いから人が住んでいる」という状態、すなわち低密度

で不活性かつ自治体の地域維持コストだけがかさむような地域

を作り出さないようにするためにはどうしたらよいのだろうか。

人が住んでほしくない地域のインフラ維持をやめるのは可能か

もしれないが、インフラがなくても人が住んでいる地域がある

のは地方の状況を見ればわかる。集団規定の許可制度は国土全

体を制御する法体系再構築の一環として導入されることが議論

されているが、地域の再編成のためには土地利用や交通などの

ハード面と税制・教育・福祉などソフト面を統合して社会シス

テムが機能しなければならない。

都市と建築に関わる新たな制度は国民的議論のもとに創ら

れることが期待されている。この新たな社会システムを、世界

のだれから見ても魅力に満ちた国土を形成することにつないで

いこうと言うメッセージを明確に打ち出しえたなら、専門の域

を超えた広範な議論に耐えうるものになると考える。

註 1）国土交通省 平成 20 年度、21 年度建築基準整備促進補助

事業 「20.建築の質の向上に関する検討」

註 2）日本建築学会「建築に関わる社会規範・法規範特別調査委

員会（神田順委員長）」

註 3）日本建築家協会「美しい建築推進特別委員会（長島孝一委

員長）」

註 4）「OECD 対日都市政策勧告」：JAPAN URBAN POLICY

Bernard Hugonnier OECD 地域開発部長 2008.11.08、



計画許可制度の可能性と課題

東京工業大学 中井検裕

１．イギリスの計画許可制度

 裁量性を有する建築規制の代表例としてイギリスの計画許可制度がある。その制度の概要は、本

資料集の巻末の森田嘉久氏による「英国の建築計画許可制度」を参照されたい。

 イギリスの計画許可制度は、1947 年都市農村計画法(Town and Country Planning Act 1947)によっ

て導入された。それ以前は、1909 年の住宅・都市計画等法(The Housing, Town Planning etc Act 1909)

におけるプランニング・スキームと建築許可制度があったが、これは実質的にはゾーニング制

度に近く、建築許可は羈束裁量の強いものだった。その後、暫定開発許可制度を経て、1947 年

法の計画許可制度となり、その後、現在に至るまで、長い運用経験の蓄積がある。

 計画許可における裁量の根拠は、1990 年都市農村計画法 70 条 2 項の「計画許可申請を審査する

上で、計画庁は、その申請にとって関連をもつ範囲において(so far as material to the application)、

デベロップメントプランの内容に配慮し、またその他任意の重要な考慮すべき事項(any other

material considerations)に配慮しなければならない」にある。この条文の意味をめぐっては数多く

の裁判がなされてきたが、1960 年の判例で示された「地方計画庁は全ての関連する事項を考慮

しなければならず、デベロップメントプランはそのうちの１つである」(Simpson v Edinburgh

Corporation 1961 SLT 17)によって、解釈が確立された。つまり、デベロップメントプランは数多

くある審査基準の一つであり、最大の審査基準ではあるけれども、それが全てではないとの見

方である。

 デベロップメントプランは、行政が策定するいわば都市や都市圏の将来像のようなものである。法

定デベロップメントプランの構成は非常に複雑で、しかも比較的頻繁に変更されてきた歴史がある。

現在は、2004 年法により、国が広域地方ブロックごとに策定する Regional Spatial Strategy (RSS)

（ロンドンにあっては大ロンドン行政庁の定める Spatial Development Strategy）と、基礎自治体

が策定する Local Development Framework に含まれている Development Plan Documents の２つ

を法定デベロップメントプランと定めている。

 「その他任意の関連する考慮すべき事項」については、これらがそれに該当するといったリストが

存在するわけではなく、実際には自治体プランナーの自由裁量に完全に任されており、その自由裁

量の限度を決めているのは判例の積み重ねであり慣習である。しかしあえてそれらを総合すると、

提案された開発の質的水準に関するものと、国・地方公共団体の公式・非公式の政策や一般的社会

状況などのその開発をとりまく政治・経済・社会的コンテクストの２つにわけることができる。

 開発の質的水準には密度、容積率、日照、道路、駐車場、オープンスペース、美観などがあげられ

る。近年これらについては、デザイン・ガイドなどを、法定のデベロップメントプランを補完する

付帯計画書(Supplementary Planning Document)として、自治体が用意していることが少なくない。

 もう一方の政策、社会的状況に関する部分はさらに基準があいまいであり、ほとんどが個別ケース

に依存していると言わざるを得ないが、政府の近年の方針としては、PPS1『持続可能な開発の実現』

に述べられているように、社会的な調和、環境の保全、自然資源の細心の利用、持続可能な経済開

発を重視しており、これらの点からの評価が重要な審査基準とされている。



 計画許可制度の実態を知るてがかりとして、いくつかの統計を紹介しておく。以下はいずれも 2006

年度の数値である１）。

 イングランド全体での計画許可申請件数 約 647,000

 計画許可決定件数 約 587,000

 うち許可件数 約 462,000（78%）

 申請件数中 household application 約 50%

 major application 約 25%

 13 週間以内で決定された申請件数 約 71%

 １自治体当たり平均申請件数 約 1,600

 1 自治体の最大申請件数 約 6,800

２．計画許可制度を成立させている要素

 以下に、筆者が、イギリスにおいて計画許可制度を成立させ、その日常的な運用を可能とさせ

ている要素として考える 4 項目について順に述べたい。それらは、(1)決定主体としての議会、

(2)不服申立制度、(3)建築・開発産業の構造、(4)補償の問題の 4 項目である。

(1)決定主体としての議会

 申請された計画許可に対する判断を行うのは、地方計画庁(local planning authority)であり、一般

に地方自治体（のうちの基礎自治体）がこれにあたる。

 イギリスでは地方自治体はその組織、役割、業務、行政権が及ぶ地理的範囲など、極めて詳細

な点に至るまで国会による法律によって厳密に規定されており、我が国や他のヨーロッパ諸国

の自治体のように包括的機能(general competence)を与えるという方式をとっていない。しかしこ

のことは、イギリスの地方自治体が完全に中央政府に従属する存在であることを意味している

わけではない。例えば Wilson and Game(1994)はイギリスの地方自治体を、行政上の分権（行政

事務上の決定権のみが委任されているエージェント）、機能上の分権（例えば特定機能のみを政

府から付与された特殊法人）にとどまらず、政治上の分権、すなわち中央政府が広範囲の公的

サービス領域に関して、その政策形成、意思決定に関わる権限をも法律で委譲した存在であり、

しかもその権限委譲に際し、伝統的に非常に広範囲の裁量権を与えてきた存在としている。

 イギリスの地方自治体は、議会(council)とそれをサポートする行政執行部局からなっている。首

長にあたる県知事や市長は存在せず（大ロンドン地域の広域行政体である大ロンドン行政庁

(Greater London Authority)のみ例外として公選の市長が存在する）、議会が最高の意思決定機関で

あり、同時に行政にも責任を有している。厳密に言えば、議会こそが法人格を有する自治体で

あって、正式な自治体名称が例えばディストリクト・カウンシルやバラ・カウンシルとなって

いるのはこのためである。

 地方自治体の議員はほとんどが別に職業を有するいわば一般の住民であり、少額の諸手当を除

き、議員への報酬は支払われない。つまり地方議会の議員を主たる職業とすることは、一般に

は不可能になっている。この理由として、下條(1995)は、(1)地方自治体の運営は公的奉仕観によ

るべき、(2)自治体は地方の統治機関でなく公的サービス供給機関である、(3)地方自治は素人主

義が最善である、との３つの考えが支配的であるためと述べている。

 議会には行政サービスの種類ごとに各種の委員会が設置され、事実上これら委員会の決定が自



治体としての意思決定になる。都市計画については、都市計画委員会が設置されている自治体

が多く、この委員会が自治体内の各種都市計画の意思決定を行っている。これらの委員会は、

議会の一部として、常に公開で審議が行われている。

 したがって、イギリスの場合、申請された計画許可に対する最終決定権限を有しているのは、

行政執行部局ではなく、議会の都市計画委員会である。計画許可の判断が、選挙によって選ば

れた地域の代表である議員によって、公開で行われるということが、計画許可制度の民主性と

透明性を支えている。

 とはいえ、先に述べたように、自治体議会の議員は一般住民であり、都市計画の専門家ではな

い。従って、そこでの判断には行政執行部局であり、専門家集団である都市計画部局の助言が

極めて大きな意味をもっており、この意味でその自治体における都市計画の方向には、都市計

画部局の長（通常、Chief Planning Officer と呼ばれている）の考え方が大きく影響している。

 また、実務上、全ての計画許可申請を議会の都市計画委員会が判断するのは現実的でないため、

都市計画委員会は行政執行部局に権限を委任することが、法令で認められている。2006 年度の

数値によると、全計画許可申請のうち、90%は都市計画委員会に付議されることなく、行政執行

部局が権限委任によって処理している。

(2)不服申立制度

 計画許可申請に対する判断は、「許可」「条件付き許可」「不許可」のいずれかであり、後二者の場合

には申請者は国に対して不服申立(appeal)を行なうことができる。不服申立の結果に不服の場合に

は、裁判所に判断を求めることができる。

 不服申立を行うことができるのは、計画許可の申請者だけである。したがって、計画許可がな

されたことに対して、例えば近隣の住民がこれを不服として不服申立を行うことはできない。

このような場合には、司法審査(judicial review)と言われる手続きが用意されている。イギリスの

高等法院は、一般的に公共団体が、法律で定められた権限に基づき行う行為についての審査権

を有しており、公共団体の決定により損害を受ける者は、審査の請求を行うことができる。こ

れが司法審査制度であり、訴えが認められれば（つまり公共団体側に非が認められれば）、措置

として行政義務執行令状や差止め令状など、様々な命令が裁判所から公共団体に対して発せら

れることになる。

 不服申立はインスペクターによって審査される。約 80%の不服申立は、文書によって処理され

る(written presentation)。残りの 2 割は比較的重大な不服申立であり、13%は公聴会(hearings)が開

催され、とりわけ重大な 7%は審問会(inquiry)による審査である（いずれも 2006 年度の数値）２）。

審問会による方法では、時には数年にも及ぶ場合がある。

 インスペクターは国のエージェンシーである計画審査庁(Planning Inspectrate)に所属する法定都市

計画の専門家である。審査庁の歴史は古く、1909 年に、王立都市計画家協会初代会長であるトーマ

ス・アダムスにより設立された。

 全てのインスペクターは、いわば裁判官のように独立した判断を行う身分を法的に与えられており、

たとえ国務大臣であっても、インスペクターがどのような判断をすべきか指示することはできない。

同時に偏見や疑惑を避けるため、現居住地、かつての勤務地域、また職業もしくはプライベートを

通じて非常によく知るようになった地域の仕事にインスペクターを割り当ててはならないとされて

いる。



 計画審査庁はこのようなインスペクターを、現在専属で 270 名程度抱えている。採用は適宜、公募

で行われ、公認プランナーが多いが、公認サーベイヤー、公認技術士、建築家、弁護士なども含ま

れている。採用されると 2 年間の実習期間があり、その間に 6 週間の正式な訓練を含むトレーニン

グが行われる。またインスペクターとなった後も、専門能力の継続的学習が義務づけられている。

 最終決定権者である大臣は、インスペクターの判断を必ずしも受け入れる必要はない。にもかかわ

らず、ほとんどの場合その判断に従っているという事実は、インスペクターの職能に対する信頼の

表れとも言えるだろう。

 不服申立審査は、行政内に置かれた準司法的な機能と考えられるが、そこでの決定は、あたか

も裁判における判例のように、以降の自治体決定に大きな影響を与えることになる。不服申立

件数は、2006 年度の場合、約 22,700 件であり、これは、当該年度の不許可件数の約 18%にあた

る。22,700 件のうち、2,130 件は途中取り下げとなった結果、約 21,000 件について判断が示され、

うち、7,165 件（34%）で不服申立が認められている２）。これらの数字から明らかなように、不

服申立は、計画許可制度における例外的処理ではなく、日常的に発生する手順として機能して

いる。これら不服申立の審査結果と、裁判の判例が蓄積することによって、計画許可制度に内

在する自治体の裁量の範囲に一定の暗黙の枠が形成され、自治体のいわば「暴走」を抑止して

いる。

(3) 建築・開発産業の構造

 イギリスでは、いわゆる個人による注文建築というシステムは事実上存在していない。計画許

可の大多数を占めるのは住宅開発・建築であるが、住宅はほぼ 100%建て売りである。住宅市場

に占める新築住宅の割合はそもそも 10%程度しかないが、これら新築住宅は、housebuilder と呼

ばれる専門の業者によって供給されている。

 housebuilder の団体である Home Builders Federation によると、現在、会員法人数は 140 足らずで

あるが、これら会員法人で、イギリス全国の新築住宅の 80%が供給されている３）。

 住宅以外の不動産開発についても、状況は似通っている。わが国のように、個人としての地権

者が、自身の所有地に不動産開発を行うことはほとんどない。多くの不動産開発は個人ではな

く、専門の法人企業によって行われている。

 一般に、計画許可の審査においては、申請者と行政の協議が行われる。特に近年では、計画許

可の審査に要する期間を短縮する要請が強いことから、この協議は、正式の申請に先立ち、事

前に(pre-application)行われることが多くなっている。協議事項は、大規模な開発であればあるほ

ど多岐にわたり、事前協議の内容は専門化し、期間も長期にわたることになる。

 上記のような建築・開発産業の構造を念頭に置くと、計画許可の申請者は、約半数におよぶい

わゆる household application を除くと、専門の業者によるものがそのほとんどということになる。

専門の業者は、当然のことながら、計画許可の手続きやそれに伴う協議に通じており、その結

果、計画許可にかかる協議は、多くの場合、申請者の側も専門家、行政の側も専門家による専

門家同士の協議ということになる。

 このような構造の背景にあるのは、確立された専門家としての職能制度である。計画許可申請

を審査する自治体の行政官は、ほぼ例外なく公認都市計画家(Chartered Town Planner)であり、申

請者の側も協議にあたるのは、公認都市計画家、公認サーベイヤー（Chartered Surveyor、不動産

に係るスペシャリスト）、公認建築家(Chartered Architect)など、専門家としての有資格者である



ことが多い。

 以上のような状況から判断して、イギリスの計画許可制度は、少なくとも日常的には、専門家

によって運営されていると考えてよい。一般市民の計画許可制度への関わりは、(1)計画許可判

断の最大の基準とされるデベロップメントプランを作成する際の参加、(2) 基本的には専門家に

よる運営に対する計画許可制度の情報公開を通じての監視、(3)一般市民の代表である議員が最

終決定権を有していることによる最終的なチェック、ということになる。すなわち、専門家に

よる日常的運営と、それに対する一般市民による監視・チェックという役割分担が構築されて

いる。

(4)補償の問題

 「許可」とは法律的には、「禁止を解除する行為」のこととされる。言い換えれば、前提は「禁

止」である。

 イギリスでは、計画許可を獲得しなければ開発することはできない。すなわち、前提として開

発は「禁止」されているという大原則がある。この大原則を確立したのが 1947 年法であり、そ

の最大の効果は、開発権を事実上国有化した点にある。その結果、計画許可の実質的な意味は、

国が有している開発権を申請者が獲得することとなったのである。

 ただし、計画許可の原則は許可にあるのか禁止にあるのかについては、その後も議論がある。

例えば、1980 年代のサッチャー政権下で出された環境省通達 22/80 には、「（自治体は）開発を

促進し、全ての重要な考慮すべき事項に配慮した上で、確固とした明白な拒否の理由がない限

り、常に計画許可を与えなければならない。」と書かれており、開発というものは本来許可され

るべきもの、つまり、計画許可の原則は許可であって拒否ではなく、拒否する際には自治体の

側に立証責任があることを明確に示したものである。

 1947 年法で開発権の国有化するにあたっては、土地所有者に対する補償が必要と考えられたが、

これに対する理論的解答を与えたのが 1942 年の Uthwatt 報告であった。その内容の詳細は、渡

辺(1985)に詳述されているが、(1)計画許可による規制は土地の価値を絶対的に減じさせるもので

はなく、ある土地の価値は減じたとしてもその価値の分は他のどこかの土地で増価しているは

ずである(shifting value)、(2)それぞれの土地の開発による価値は、開発がそこで行われることを

期待した場合の価値であって、それらを総計すれば、実際の補償額よりもはるかに大きな額と

なる（floating value）ので、実際の補償総額は申告額よりもはるかに低くてよい、と要約される。

 その結果、1947 年法は計画許可が不許可となった場合でも一切の補償の必要はないとした一方

で、開発権の国有化に伴う補償額として 300 万ポンドを用意し、1947 年法によって明らかに価

値が減少したと証明できる場合に限り、補償を行うこととしたのである。

 また、1947 年法は開発権のみならず、開発価値（開発を行うことができることによって得られ

る増価分）をも国有化しようとし、計画許可が認められた場合には価値の増価分を開発課徴金

という形で徴収しようとした。しかしながら、この試みは失敗に終わり、結果として、開発権

の国有化のみが残され、現在に至っている。

 結果として、計画許可が獲得できるかできないかによって、当該土地の市場価値は極めて大き

く変動する。これに対して、不動産開発を目的とした土地売買では、計画許可を獲得できた場

合にのみ購入する特約(option to purchase)を付けて行うことが、一般的になっている。



３．日本における計画許可制度の可能性

 最後に、以上の４つの要素をわが国の状況に置き換えて考察してみよう。

 まず、(1)決定主体としての議会、であるが、わが国の場合は、行政の長である首長が公選で選

ばれることから、最終的な決定権限を首長とすることで、少なくとも民主的な意思決定の要素

は確保することができるものと考えられる。現在の制度において、都市計画の各種の決定は議

会を明示的に関与させない構造がとられていることからも、必ずしも議会を積極的に計画許可

制度に関与させる必要性は少ないだろう。

 他方、計画許可制度の透明性については、当然のことながら別の手段で確保する必要がある。

わが国の場合、例えば都市計画審議会は公開で行われることが当然の状況となっているが、開

発審査会など他の審議・審査会は非公開のものも少なくない。これには個人情報保護の問題も

関係しているので、そちらの検討も必要と思われる。

 (2)不服申立制度、については、建築基準法により設置された建築審査会制度がこれに近いもの

と考えられるが、当該処分庁との独立性（第 3 者性）、専門性、審査会のもつ裁量性など多くの

点で、彼我の差は大きい。しかしながら、計画許可制度の成立には不服申立制度が極めて大き

な役割を果たしていることを考えると、建築審査会制度の大幅な見直し、もしくは新たな不服

申立審査機関の設置が必要である。いずれの場合でも、審査結果の情報の共有なども含めて、

国が主導すべき役割が大きいと考えられる。

 (3)建築・開発産業の構造、については、これ自体をイギリスのように変えていくことは難しく、

むしろ、イギリスのような状況が成立しそうな開発案件（例えば、特定市以上の大規模開発）

に計画許可制度の対象を限定する方向が考えられよう。

 最後に、(4)補償の問題、であるが、これがおそらく最も難しい。今のところ、この問題をクリ

アする最も簡単な方法は、計画許可による裁量の方向は緩和の方向のみとし、規制強化の方向

は認めないとすることである。結果としては、例えば現在はほとんど羈束裁量化されてしまっ

ている総合設計の許可制度を、本来の裁量による許可制に戻すのとほとんど変わらないが、こ

れに全般的なダウン・ゾーニングを加えることができれば、許可制のそれなりの機能は担保で

きるかもしれない。いずれにせよこの問題は、as of right としてどのような開発・建築行為が可

能かをどのように決めるかという問題と表裏一体であり、法学者も交えての議論が必要な問題

である。

注

１）http://www.communities.gov.uk/planningandbuilding/planning/245410

２）http://www.planning-inspectorate.gov.uk/pins/index.htm

３）http://www.hbf.co.uk/
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～～～ Planning Permission とは ～～～

1947 年に導入された制度。

英国では、イングランド、ウェールズ、

スコットランド、北アイルランドで、地

方自治の体制･法制が異なるが、基本的に

は同様の制度が導入されている。

開発・新築・増改築を行う場合、ごく限

られた軽微な変更・修理などを除き、建

築 単 体 の 「 構 造 ・ 安 全 な ど の 許 可

（Building Regulation）申請」を行う前

に 、「 建 築 計 画 許 可 （ Planning

Permission）の取得」が義務付けられて

いる。

「建築計画許可は二段階」あり、建物の

デザインや詳細が決まる前に、計画の「概

要の許可（Outline Permission）」を得

るものと、最終的に実施する基本設計を

作 成 し て か ら の 「 詳 細 許 可 （ Full

Permission）」がある。

当初から「Full Permission」を申請する

ことは可能であるが、多くの場合、事前

に、地方自体（District Council）の担当

官（Planning officer）との詳細な打合

せが必要であり、当初計画からまったく

変更なく進めることは、事実上困難であ

るため、二段階で進められることが多い。

該当する建物あるいは地域が、「歴史的保

存対象」などに指定されている場合は、

さらに別の申請・許可取得も必要となる。

申請者は、土地所有者または建築主であ

るが、土地売買のために、どのような開

発･建築が可能なのかを事前に確認する

為、購入予定者が申請する場合もある。

許可を得ようとする場合、多くの場合、

まず自治体担当官への打診から始まる。

担当官との基本的合意ができた段階（拒

否意向の場合も）で、正式申請が行われ、

担当官意見（Recommendation）を添

えて、自治体議員・有識者などで構成さ

れる「「建築計画審査委員会」（Planning

Commitee）」に上程され、裁定を受ける。

委員会において、拒否または保留の結論

が出た場合は、申請者は、上位の国の委

員会（委員長は環境省副大臣）に提訴

（Appeal）し、裁可を受けることができ

る.

～～～ 運用の実態 ～～～

許可を得ようとする場合、多くの場合、

まず自治体担当官への打診から始まる。

自治体が定めている開発計画（Local

Plan および Local Policy）などとの整合

性がチェックされ、許可取得までの手順

などについて打合せが行われる。

地域の開発計画（Local Plan および

Local Policy ）は、国の上位の計画

（National Planning Policies など）に

基づいて、自治体、または地域グループ

単位によって策定される。

打診を受けた自治体の担当官は、最終的

に決定を下す、審査委員会（（Planning

Commitee）に、許可・不許可の意見・

推薦（Recommendation）が求められ

るので、この事前相談の段階で、担当官

の拒否･抵抗に会うと、その後の進展は困

難なものなり、以後の打合せに、数ヶ月

以上、ときには数年を要することもある。

担当官の事前同意を得た上で、申請料を

添えて、正式書類を提出する。

必要に応じ、計画案の公示・広報が行わ

れ、「近隣住民・利害関係者からの意見を

聴取（Public Inquiry）」し、担当官は、

その「すべて」に対して、なんらかの「回

答」を用意することを求められる。この

ためにも、数ヶ月以上要することがある。

審査委員会は、自治体の規模によって異

なるが、月に１～２回、夜開催のところ

英国の「建築計画許可制度（Planning Permission）」
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が多い。

申請者の傍聴は出来るが、意見を言うこ

とはできない。

審査会メンバーは、地方議会の議員から

選出されることが多いが、学識経験者、

団体役員、建築家、都市計画専門家など

が、含まれる場合がある。

委員会では、担当官が、許可・不許可の

意見（Recommendation）を添えて、

概要説明を行い、委員会としての同意を

求める。

特に、委員会としての関心の高い案件に

ついては、討議が行われるが、それ以外、

小規模・地域への影響の少ないと思われ

るものは、８～９割、担当官の意見が尊

重され、決定される。

決定の内容は、申請者に数日内に、書類

で通知される。

その際、許可された場合でも、いくつか

の「条件付き」となることが多い。

すなわち Outline Permission の場合

は、その許可期限が３年以内であり、そ

の前に Full Permission を申請すること。

Full Permission の場合は、５年以内に

着工すること。着工する前に、工事・仮

設計画、外壁の材料と色などの承認を受

けること、などである。

～～～ 建築計画許可ので審査内容と許可条件 ～～～

Planning Permission の取得が必要な、

開発・建築行為は・・・・

・新築、改築、改装を問わず、建物用途

（後述）が替わるとき

・建物の新築、及び建替え

・既存建物の解体撤去

・増築

・外壁の新たな窓と出入り口

・デザインと材料が変わる窓の取替え

・新たな出窓の設置

・非常で入り口の設置

・煙突の追加

・地下の設置

・アクセスの変更

・建築以外の工作物の設置

・擁壁

・衛星放送受信用パラボラアンテナの設

置

・石の外装材

・プール

・既存と異なる屋根材の葺き替え

・窓枠飾り等外壁の装飾の撤去

・居住を伴う工事中の仮設建物

許可取得不要の、啓発・建築行為は・・・・

・現状変更を伴わない修理・補修

・外観に影響を及ぼさない小修理

・内装変更

・外観に影響を及ぼさない再塗装

・デザインと材料を変更しない塀・フェ

ンスの作り替え

・同じ材料による屋根の葺き替え

・同じデザイン・材料による窓の取替え

・フラットルーフのバルコニーへの転用

・テレビアンテナ、アマチュア無線用軽

微なアンテナ設置

・工事期間中の仮設作業小屋

・住宅用途建物における小さな範囲の事

務所スペースへの転用

～～～ 建築計画許可審査の対象 ～～～

Planning Permission の審査内容は・・・

・用途・規模が、地区計画（Local Plan）、

地区開発方針（Local Deveropment

Plicy）で定められた、内容との整合

・歴史的保存対象

・法で区分された「用途のカテゴリー」

の変更

・発生する交通量、ルート、敷地進入口、

待機場所（ショッピングセンターなど）、

などの影響

・住宅開発での計画人口密度（敷地面積

あたりの居住室数の制限）

・騒音、臭い、振動など、周辺への影響

・建物デザインの近隣との調和（形態・

容積・材料・色調・開口部）

・建物の敷地内配置

・電気・上下水道など、インフラとの関

係

・雨水処理

・野生動物、植物など、近隣自然環境へ

の影響

・造成の可否 など
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「用途変更」については、日本のような

「商業地区内に建ててもよい用途の種

類」といった指定ではなく、「事務所」「ホ

テル」「物販店」「飲食店」「銀行」「住宅

用途」といった、建物用途が「敷地・建

物ごとに許可される」ため、例えば、ホ

テルをオフィスに建替える場合、物販店

を レ ス ト ラ ン に 改 造 す る 場 合 も 、

Planning Permission が必要で、審査は

きわめて厳しく、許可されないことも多

い。

既存住宅街における戸建て住宅の建替え

や改築においては、近隣住民に計画が公

示され、意見を述べる機会があたえられ

る。そのため、付近との調和を乱す計画・

デザインは、結果的に、近隣住民の同意

が得られないことが多い。

～～～ 英国の建築許可制制度の利点と問題点 ～～～

利点としては・・・・

「個々の建築が,街や集落を構成する」と

の「基本的視点」が明確であり、地域の

特性・環境に配慮し、調和の取れた、総

合的な街づくりが行える。

新しい開発や建築が、それまでの環境に

大きく変化をあたえるに可能性について、

事前の審査が行える。

周辺住民や利害関係者の意見を聴取

（Public Inquiry）し、担当官が、すべて

に「回答」を用意して、審査会に報告す

る。住民の意見には、時には、法的に理

不尽なものもあるが、検討をしたという

事実が残る。

国のガイダンスと地域ごとのガイダンス

が明確で、国の、開発・保全の方針と、

地域特性との整合が図られている。

許可審査を通して、申請者のみならず、

関係者･住民の関与が明快に位置づけら

れ、「街づくりや美しい建築」への「当事

者意識」が高まる。

許可制度の対象は、建築のみに限らず、

「街を構成する」多くの「要素（別項参

照）」を含んでいる。これらを総合的にコ

ントロールすることが可能である。

問題点としては・・・・

民主的な手続きをとるため、許可取得ま

で、時間と手間がかかる。

付近との調和を重視するので、新しいア

イデア、デザイン、時代の変化が、取り

入れにくい。

保守的な街づくりが、経済の活性化に障

害になることがある。

土地の価値は、取得した、あるいはでき

る「建築許可」によって決まり、経済波

及効果を制限することがある。

Full Planning permission では、容積、

高さ、建蔽率はもちろん、建物形態（デ

ザイン）、外壁の材料、色、看板・表示、

植栽計画、駐車場計画まで、審査される。

地域・担当官によって見解が異なるため、

他地域の経験がそのまま通用しないこと

もある。事前の打診・打

合せが必要である。

～～～ 建築デザイン助言制度（ＣＡＢＥ） ～～～

英国の関連法制度は、法文によって厳

格・杓子定規的に規定するのではなく、

「最低基準を規制する」というより、「ガ

イドライン」的な性格が強い。

厳密に言えば法に反するかもしれないと

いう内容でも、、担当官や審査会の酌量余

地が残されている。

すなわち、「交渉または妥協による」解決

も少なくない。ここは緩和する代わりに、

他の面で、公共のために何らかの提供を

するといった「取引」もしばしば行われ

ている。

自治体担当者の多くは、「タウンプランナ

ー」の「公的資格」を持ち、専門大学教

育を受けているが、「デザイナー」ではな

く、審査会の委員も「建築や街づくりの

専門家ではない」ことが多い。

そのため、国の制度として、「建築デザイ
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ン助言機構（CABE）」が設置されており、

地方ごとに、「都市計画専門家、建築家」

による、委員会組織で、許可条件につい

ての「助言」を行っている。

案件の重要性、地域へのインパクトの強

さに応じて、委員会で審議し、設計者へ

変更・調整を求めている。

「助言機構」自身には、法的強制力はな

いが、その報告・助言は、「審査会の決定」

を左右するので、結果的に強制力を持つ。

開発・建築計画に対して、「都市計画家・

建築家」が、関与する制度である。

～～～ 日本への制度導入の問題点 ～～～

「許可制度」は、「私権制限・財産権の侵

害」をも伴うので、国民的理解を得るの

が容易ではない。

英国と異なり、日本ではまだ「個々の建

築が街や集落を構成する」との「基本的

視点」が不明確であり、「街づくり意識」

が低い。

「美しい街の創造」にとって、大きなキ

ーワードは「統一感」であるが、英国で

の、建築主要資材、特に外装材は、石材、

レンガが圧倒的に多く、日本のような工

業化製品が少ない。日本の建材・工法は、

工業化によって、きわめて多様化してお

り、統一感を醸成することが、かなり難

しい。

「街の美しさ」は建築以外、例えば、道

路、街路樹、門・塀、看板・表示、電柱

等、美観と快適性、安全性に影響する要

素も多い。日本では、これらが、行政の

仕組み上、一元化されておらず、これら

を一元的にコントロールするには、行政

の大きな壁がある。

（参考資料・出典）

「How to Get Planning Permission」 by Roy Speer & Micheal Dade, Stonepound Books. 2003

「The Planning Game」by Ken Dijksman, Ovolo Book, 2007、他

「美しい街を創る会」 世話人・森田嘉久

〒233-0015 横浜市港南区日限山 1-15-6 Tel 080-3176-0078 E-mail ：morita 825@eos.ocn.ne.jp
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「美しい街を創る会」

～～～ ＣＡＢＥ とは ～～～

Commission for Architedture and The Built Environment（建築・都市環境委員会）

1999 年に設立され、2006 年に政府の外部機関として法制化された委員会。

建築物・公共施設開発のデザインをレビューし、自治体へのアドバイスや、専門教育・普及・研究を行う機関。

百数十名のスタッフ、地域社会・地方自治省（ＤＣＭ・ＤＣＬＧ）からの年間約 25 億円の予算で運営され、年間 4～

500 件の案件を扱っている。

～～～ 英国の建築計画許可制度 ～～～

英国では、イングランド、ウェールズ、

スコットランド、北アイルランドで、地

方自治の体制･法制が異なるが、建築・開

発行政は、基本的に同様の制度が導入さ

れている。

開発・新築・増改築を行う場合、ごく限

られた軽微な変更・修理などを除き、建

築 単 体 の 「 構 造 ・ 安 全 な ど の 許 可

（Building Regulation）申請」を行う前

に 、「 建 築 計 画 許 可 （ Planning

Permission）の取得」が義務付けられて

いる。

～～～ 建築計画許可制度とＣＡＢＥの関係 ～～～

政府は、通達により、規模・用途、周辺

との関係などにおいて影響が大きく、重

要と考えられるものについて、事前、早

めにＣＡＢＥに相談すること、その意見

を尊重するよう求めている。

各地の自治体は、都市計画図と共に「開

発基本方針（Planning Policiy）」と「開

発指針（Planning Guidline）」を定めて

おり、それらは、文章記述で、定量的な

ものではない。すなわち、計画の可否に

あたって、「裁量性」を有しており、容積・

高さ・建蔽率・建築デザイン・配置計画

など、法律による一律制限だけでなく、

専門家・市民の意見などが、加味される

仕組みとなっている。

地方自治体で行われようとしている建

築・開発行為に対して、建築計画許可の

申請前、または申請中に、特に地域への

インパクト・影響の大きい案件をＣＡＢ

Ｅに送り、そのアドバイスを元に、建築

許可の可否判断の参考としている。

ＣＡＢＥのアドバイスは、法的強制力を

持たないが、ＣＡＢＥの判断は、地方自

治体の意思決定に大きく影響されるため、

実質的には、強い実効性・強制力を有し

ている。

～～～ ＣＡＢＥの進め方 ～～～

ＣＡＢＥは、地方自治体から上程された

案件及び、政府から検討を依頼された案

件について、外部から選抜された建築

家・都市計画家等による「デザイン・レ

ビュー」を行う。

1 件当たり原則 60 分程度であるが、大

型案件、意見の多い案件については、日

を置いて繰り返し開かれることがあり、

ＣＡＢＥとしての意見が集約するまで、

英国の「建築・都市環境委員会制度（ＣＡＢＥ）」
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数ヶ月、数年かかることもある。

レビューでは、施主の概要説明、建築家

の図面・ＣＧ・模型などによる説明、自

治体担当官の意見が求められ、必要に応

じ、外部専門機関の調査報告なども行わ

れる。

ＣＡＢＥとしての結論は、設計者・自治

体に後日書類で通知される。

～～～ 地方自治体における「開発方針（Planning Plicy）」の記述例 ～～～

地方の開発にあたっては、自治体ごとに、

その地域の実情に合わせ、その基本方針

（Planning Policty）が示されている。

（例１）ロンドン塔（世界遺産）、タワー

ブリッジ、テームズ川などの重要景観や、

法律上の歴史保存地区、ロンドン市の戦

略的眺望規制地区に近接しており、これ

らに影響を低減させること。

（例２）高層建築物の許可に際しては、

スカイラインの価値を高め、周辺の特徴

や生活環境に過度に悪影響をならないこ

と。

（例３）景観への悪影響を防止するため、

開発は周辺との関係において、まとまり

及び容積率が適切であり、地域の一般的

なスケール・高さ・特徴・材料に配慮さ

れているとともに、すべての開発は、デ

ザインや建築のディテールに高い水準の

ものであること。

といった内容である。

（参考資料・出典）

国土技術政策綜合研究所・松本潤郎氏、2009 年 12 月 07 日、ＪＩＡ建築基本法特別委員会における報告、他

「美しい街を創る会」 世話人・森田嘉久

〒233-0015 横浜市港南区日限山 1-15-6 Tel 080-3176-0078 E-mail ：morita 825@eos.ocn.ne.jp
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建築・社会システムに関する連続シンポジウム ＜第４回＞

＜主催＞日本建築学会 都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会

テーマ：市民参画社会における建築関連法制度

日 時：7月31日（土）午後1時30分から午後5時30分

会 場：建築会館ホール

司 会：南 一誠（都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会委員長，芝浦工業大学教授）

記 録：田中 傑（芝浦工業大学 大学院建設工学専攻）

趣旨：

2010 年 4 月、日本建築学会では、成熟社会に相応しい新たな建築・まちづくり・都市づくりを検討す

る「都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会」を発足させた。その一環として、連

続で公開シンポジウムを開催して、論点を整理し、議論の深耕を図ることとしている。

第 1 回シンポジウムでは、市民社会に相応しい建築・まちづくりの新たな制度と仕組みについて、第 2

回では、建築関連法が担ってきた役割と限界を確認したうえで、建築基準法の単体規定を中心に、現在の

仕組みや基準が有する課題とその改善の方向性、ストック活用型社会に求められる建築規制のあり方等に

ついて、第 3 回では、まちづくりに関する建築関連法について、裁量制を導入することの可能性について

議論している。第 4 回シンポジウムでは、市民参画社会における建築関連法制について、法律と建築の

専門家の間で議論を行いたい。

講演概要：

（１）五十嵐敬喜：建基法改正私案

建築は地域社会に決定的な影響をもたらす。しかし現行建築基準法ではこれに対して誰も異議申し立て

ができず都市は惨憺たるものとなった。都市膨張の時代は過ぎた。これから建築は量ではなく質が問われる

ようになる。民主主義社会のもとで質の向上を図るためにはどうすればよいか。これが今回の改正の本質的

な課題であり、私は、現在の国家確認システムを自治体の許可システムに、許可に当たっては従来の数値基

準を言語基準に変更することが必要だと考えている。今回はその観点からの具体的な「改正私案」を報告し

たい。

（２）小林敬一：地域で建築をつくる条件

地域のアイデンティティを高め、その環境の質を高めてゆく建築は、まちづくりの一目標ともなればまち

づくりを推進するエネルギーともなる。そうした建築を生み出すために、市民、行政、種々の専門家の適切

な関わり方、相互の連携の仕方を、まず問いたい。さらに、景観ガイドライン、コンテクスト論の限界を超

えてゆくために、「まちなみデザイナー」とも言うべき新たな役割について議論したい。

（３）日置雅晴：確認による弊害事例と市民参加型調整による展望

近隣住民などの参加による調整を排除した建築確認システムが引き起こしている弊害事例にはどのような

ものがあるのかを報告し、それを踏まえて始まりつつある市民参加型調整システムをもとにとその展望をイ

メージするとともに、そこにおいて専門家の果たすべき役割を考察する。

（４）神田順： 確認制度から協議調整による許可制度へ

確認から許可へ、法律から条例へ。全国一律の最低基準から地方に個別の最適な判断ができる制度へ移行

すべき。社会のルールが市民参加型になっているのであれば、法制度の詳細な規定に頼る必要がなくなる。

そのとき、耐震性のような専門性を有する判断をどのように可能にすることが出来るかが課題。単体規定に

ついても事前協議制度を理想的な制度としてイメージしているが、うまくできると世界に範を示すことがで

きる。

参 加 費 会員：1,500 円 会員外：2,000 円 学生：1,000 円

定 員 100 名

申込方法 FAX または e-mail にて催物名称・会員番号・氏名・勤務先・電話番号・e-mail アドレスを明記の

上お申込みください。

申込み・問合せ 日本建築学会事務局総務グループ 斉藤・小野寺

e-mail：a.saito@aij.or.jp TEL03-3456-2051 FAX03-3456-2058



建築・社会システムに関する連続シンポジウム ＜第５回＞

＜主催＞日本建築学会 都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会

テーマ：建築構造設計にかかわる法制度のあるべき姿

日 時：10月 29日（金）午後1時00分から5時 00分

場 所：建築会館会議室

司 会：高山 峯夫（福岡大学教授）

記 録：高木 次郎（首都大学東京教授，都市・建築にかかわる社会システムの戦略検討特別調査委員会幹事）

講 師：金田勝徳（芝浦工業大学教授，構造計画プラス・ワン代表取締役）

吉江慶祐（㈱日建設計構造設計部門構造設計室主管）

水津秀夫（水津建築事務所）

可児長英（日本免震構造協会専務理事）

趣 旨：

2008 年 4 月から2010年 3月にかけて、日本建築学会の「あるべき構造設計特別調査委員会」では、建築

構造設計にかかわる環境や人々の姿勢のあるべき姿を議論してきた。そこでの成果は、学会からの提言「目

指すべき建築とあるべき構造設計」としてまとめられた他、2010年 9月の建築学会大会（北陸）では「これ

からの構造設計と建築学会への期待」と題する研究協議会を実施予定としている。本シンポジウムでは、同

委員会で検討されてきたことの中から特に設計制度に焦点をあてて今後の望ましいありかたを論じる。

参 加 費 会員：1,500 円 会員外：2,000 円 学生：1,000 円

定 員 50 名

申込方法 FAX または e-mail にて催物名称・会員番号・氏名・勤務先・電話番号・e-mail アドレスを明記

の上お申込みください。

申込み・問合せ 日本建築学会事務局総務グループ 斉藤・小野寺

e-mail：a.saito@aij.or.jp TEL03-3456-2051 FAX03-3456-2058


