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社会背景と問題意識・研究の目的

背景：地方中小都市（以下、地方都市）における人口減少、少子高齢化、
モータリゼーションの進展、地域産業の衰退は特に顕著であり、市町村合
併等に伴う計画単位の再構築の必要性等、都市の持続可能性を問う観点
から都市計画が果たすべき役割は、極めて多岐にわたっている。

問題意識①「郊外化と広域化」の現実と「コンパクトなまちづくり」というビ
ジョンの両者を関連づけて検討されなければならない。

問題意識②まちづくりのプロセスや手段は、多様な主体と連携した実践的
な計画技術が求められている。

目的：本研究は、地方都市の郊外部と中心市街地を対象として、専門的な
まちづくり支援組織（まちなか研究室）を構築しながら、地域協働による郊
外部の土地利用規制、誘導方策と併せて、市街地再生手法を一体的に検
討し、都市全体としてのまちづくりの実現に向けて貢献することを目的とし
ている。



研究の枠組み
第１に、郊外化現象を制度面から正確に把握し、中心市街地の空洞化実
態との関係から現状を明らかにする。

第２に、地域協働のまちづくり体制を提示し、実践的に効果を確認した上
で、課題に対応した中心市街地のまちづくり手法を提示する。

第３に、まちづくり事業を進めていく際の合意形成を支援する手法を構築
する。

第４に、市町村合併や規制緩和による地方都市の計画単位の再構築の
観点からまちづくり手法を明らかにする。

以上より、本研究の枠組みを、以下の４つのテーマに整理し、まちづくりの
実現手法の検討を行った。

（１）地方都市における郊外への低密度拡散と中心市街地空洞化の実態

（２）地方都市における空洞化を防ぐ地域協働まちづくり手法

（３）まちづくりの合意形成支援手法の確立

（４）地方都市での線引き制度を見直す新たな試み



（１）地方都市における郊外への低密度拡散と
中心市街地空洞化の実態－①

右上図：非線引き都市の開発予測モデル式を線引き都市に適用
した開発ポテンシャルマップ

右下図：開発ポテンシャルマップに用途地域を重ね、線引き都市
と非線引き都市の郊外開発の類似性を示した。

上図：非線引き都市と線引き都市が隣接する広域の開発位置図
（1,000㎡以上）

非線引き都市、線引き都市を対象にして地方都市の郊外部での開発動向を調べると、DID人口密度の低下とDID面積の拡大が同様に進
行しており、市街地が低密度に拡大している。この開発の影響要因は、人口密度（100-400人／6.25ha、これはDIDの縁辺部を意味する）、
都心からの距離（3－5km）、土地利用規制（第1種、第2種低層住居専用地域）、大規模店舗までの距離（1km以内）等の要因が非線引き都
市の郊外の開発動向に強く影響を与えている。



（１）地方都市における郊外への低密度拡散と
中心市街地空洞化の実態－②

開発が抑制されている市街化調整区域をもつ線引き都市が、何故、非線引き都市と同様に市街地が低密度に拡散しているのか、その原
因を人口フレームの設定と農地転用に着目して検討した。

線引き都市の市街地の低密度拡散傾向の原因の一つは、都市計画区域の将来
人口フレームが適切に設定されていないところにある。もともと明確な人口フレー
ムをもたない市街化調整区域で、規制を緩和する 法34条8号の3に基づく開発許
可条例（以降、開発条例）を運用し、人口を許容している点が大きい。

農地転用では、平成14年に開発条例の運用が開始されて以降、農地転用の件数、

面積ともに急増している。これらの農地転用は、市街化調整区域の開発条例によ
る規制緩和地区でかつ農振白地において全体の約8割が行われており、目的も住
宅開発の割合が非常に高い。

線引き都市と非線引き都市の隣接状況

線引き見直しの経緯

農地転用と開発条例（法34条8号3）適用位置



（１）地方都市における郊外への低密度拡散と
中心市街地空洞化の実態－③

地方都市の活動に大きな影響を及ぼす商業開発と線引き制度運用の関係に着目して分析した。その結果、平成18年都市計画法の改正
により、延床面積が10,000㎡を超える商業施設の用途白地地域での立地規制が行われるようになったが、線引き都市、非線引き都市に関

わらず、面積規模の規制のみでは複数の商業施設の立地による集積を排除することはできず、特定用途制限地域の指定等を合わせて検
討することが必要であることを明らかにした。

消費吸収率を用いて分析すると、非線引き都市の中心市街地では消費吸収率は、大きく減少しており、市全体としては線引き都市をはじめとす
る他都市から消費を吸収している。一方、線引き都市では、市全体として消費が流出していることを明らかにした。

非線引き都市と線引き都市の消費吸収率
（上図 1981年、下図 2002年）



（１）地方都市における郊外への低密度拡散と
中心市街地空洞化の実態－④

地方都市中心市街地の空洞化問題は、住宅開発、農地転用、商業の郊外立地を大きな要因とするが、中心市街地の駐車場、空地、空き家、
空き店舗等の低未利用地を増加させている。非線引き都市である宇部市の中心市街地(140ha)では、全域にわたって300㎡以下の小規模な駐
車場が分散しており、それは全宅地面積の20％にのぼっている。一度、駐車場として利用された敷地は、土地利用が他用途に転換されにくい。

住宅系から駐車場へ
山口市 8.8%（接道問題）
防府市 23.6%
宇部市 12.8%

商業系から駐車場へ
山口市 17.8%
防府市 19.9%
宇部市 23.9%

駐車場から住宅・商業系へ
山口市 16.2%：評価が高い
防府市 9.1%
宇部市 1.3%

駐車場のまま推移
山口市 26.6%
防府市 23.4%
宇部市 48.5%：要対応策

非線引き都市（山口市）駐車場分布（1980年）

非線引き都市（山口市）駐車場分布（2005年）

線引き都市（防府市）駐車場分布（1980年）

線引き都市（防府市）駐車場分布（2005年）

非線引き都市（宇部市）駐車場分布（2005年）



（１）地方都市における郊外への低密度拡散と
中心市街地空洞化の実態－⑤

結論①：線引き都市の市街化調整区域と非線引き都市の白地地
域の開発動向を定量的データに基づいて解析すると、その開発傾
向はほぼ一致しており、線引き都市計画の有効性が疑問視される
ことを明らかにした。

結論②：その線引き都市の市街地の低密度拡散傾向の原因は、
市街化調整区域に明確な人口フレームをもたないこと、規制を緩
和する開発許可条例を運用し人口を許容していること、農地転用
が規制緩和地区でかつ農振白地において多く行われていること等
を明らかにした。

結論③：空洞化現象については、中心市街地の駐車場問題を取り
上げ、所有者にとって一駐車場あたり平均96.2 万円の利益がある
こと、土地利用が他用途に転換されにくく、土地の流動化が行われ
にくいこと、ここに中心市街地空洞化の原因の一端があることを明
らかにした。



（２）地方都市における空洞化を防ぐ地域協働
まちづくり手法－①

非線引きの地方都市で郊外部へ拡散し空洞化した中心市街地の空き店舗をコンバージョンして、平成14年に国立大学の研究室（まちなか研究

室）を開設した。実践の効果については、①地域住民との協働による計画策定や空間づくりに有効であること、②まちなか研究室を活用して、固
定的な協働体制ではなくネットワーク（緩やかな日常的な関係）とパートナーシップ（プロジェクトごとに連携する強い関係）を使い分けながら、ま
ちづくりの拠点となりうることを実証した。

まちなか研究室のネットワーク

まちなか研究室

まちなか研究室のパートナーシップの変化（１）

まちなか研究室のパートナーシップの変化（２）



（２）地方都市における空洞化を防ぐ地域協働
まちづくり手法－②

利用率30%
利用率
50%

利用率
30%

利用率
50%

利用率30% 利用率50% 利用率30% 利用率50%

P2 月極 114.5 6.0 15.4 3.3 250.0 72.0 181.4 302.4 109.4 230.4 -87.2 33.7 -140.6 -19.6

西日本銀行宇部支店専用 432.2 16.0 163.4 35.0 250.0 0.0 483.8 806.4 483.8 806.4 35.5 358.0 233.8 556.4

松井家具 専用 220.5 10.0 81.8 17.5 250.0 0.0 302.4 504.0 302.4 504.0 -46.9 154.7 52.4 254.0

千代田生命ビルP 月極 112.4 7.0 41.7 8.9 250.0 84.0 211.7 352.8 211.7 268.8 -89.0 52.2 -122.3 18.8

法興寺 専用 171.8 3.0 22.4 4.8 250.0 0.0 90.6 151.0 90.6 151.0 -186.6 -126.2 -159.4 -99.0

P3 月極 296.3 11.0 40.2 8.6 250.0 132.0 332.6 554.4 200.6 422.4 33.8 255.5 -49.4 172.4

九州銀行宇部支店 専用 331.9 3.0 111.5 23.9 250.0 0.0 90.6 151.0 90.6 151.0 -294.8 -234.4 -159.4 -99.0

空き地 専用 177.9 14.0 59.8 12.8 250.0 0.0 423.4 705.6 423.4 705.6 100.8 383.0 173.4 455.6

アスカモータープール 月極 156.3 10.0 19.3 4.1 250.0 120.0 302.4 504.0 182.4 384.0 29.0 230.6 -67.6 134.0

明治生命P 月極 120.6 8.0 14.2 3.0 250.0 96.0 241.9 403.2 145.9 307.2 -25.3 136.0 -104.1 57.2

計 2,134.4 88 569.6 122.1 2,500.0 504.0 2,660.9 4,434.8 2,156.9 3,930.8 -530.8 1,243.1 -343.1 1,430.8

必要運営経緯
費(万円）

都市計画
税(万円）

事業の利潤(万円)事業後の収支(万円)収益増減(万円)事業後の収入(万円)
現況収入
(万円）

名称
駐車場
の種類

固定資産
税(万円)

駐車許
容台数

面積(㎡)

中心市街地の駐車場を有効に活用する第一段階として、新規に駐車場をつくるのではなく、複数の駐車場を一種類の駐車券により店舗利用者
が利用できる｢共通駐車サービス券システム事業(以下、共通化事業)｣を提起して、既存の駐車場の利用率を上げることを検討した。

共通化事業を宇部市の中心商店街
で適用した結果、駐車場の利用率
が現状の30%の場合、小規模な駐

車場では収支がマイナスになるが、
利用率を50%に伸ばせば、加盟駐

車場全体で利益が得られることが
わかった。複数の小規模駐車場を
共通化して運営し、収支バランスを
得る目安として、利用率と駐車場面
積の関係が重要となることを示した。

共通化事業（山口市）の対象駐車場

共通化事業（山口市）の仕組み

共通化事業のシミュレーション（宇部市）対象駐車場

共通化事業のシミュレーション（宇部市）採算性評価



（２）地方都市における空洞化を防ぐ地域協働
まちづくり手法－③

低未利用地は、分散的に位置しているので、再生が進まない。住民の合意形成を経た上で低未利用地を集約化できる方法論の開発が課題で
ある。市街地更新の手法としては、現在のところ市街地再開発事業があるが、事業参加者は市街地再開発事業区域（以下、再開発区域）内の
権利者に限定され、全員合意が原則であるため、事業成立は参加意向次第となる。しかし、土地区画整理事業区域（以下、区画整理区域）内
に再開発区域を含む合併施行を行うことによって、再開発区域内で再開発事業へ参加を希望しない権利者は、区画整理区域内で飛び換地が
可能となり、一方で再開発事業への参加希望者を区画整理区域内全域から募ることが可能となる。この仕組みは、市街地を一体的に整備する
有効な一つのまちづくりの手法ともいえる。

合併施行の効果は、特定仮換地の制度化によって合意形成が図りやすくなり、期間が短縮されること、②区画整理区域内の再開発区域への
集約換地に関して、飛び換地が多く行われており集約化が進展すること明らかにした。一方、少数の自治体であるが、再開発区域内で再開発
事業に参加しない権利者の飛び換地が多く行われているが、狭小宅地は駐車場化され、大規模宅地は空地のままとなっており、有効活用され
ていないことがわかった。一体的な市街地更新を図る上では、再開発区域内のみでなく、区画整理区域内全体として集約化とともに、土地の有
効活用を促す指導が必要であることを指摘した。

佐世保市の合併施行による飛び換地の事例 佐世保市の合併施行による再開発ビルの概要



（２）地方都市における空洞化を防ぐ地域協働
まちづくり手法－④

結論④：大学が中心になって、行政、NPO、商店街、地域住
民を糾合して「まちなか研究室」を開設した。そして、地域協
働で空間づくりを実践し、ネットワークとパートナーシップを使
い分けながら、まちづくりの拠点となりうることを明らかにした。

結論⑤：商店街の課題であった駐車場を新規に整備するの
ではなく、既存駐車場の共通化事業に取り組み、その利用率
を高めることが重要であることを明らかにした。

結論⑥：低未利用地の高度化に対する課題として、土地区画
整理事業区域内に市街地再開発事業区域を含む合併施行
についての可能性を検討し、飛び換地が多く行われ集約化
が進展する傾向にあることを明らかにした。



（３）まちづくりの合意形成支援手法の確立－①
市街地再開発事業では、事業の仕組みや権利調整、予算等の議論が先行し、関係権利者の空間イメージの共有化が伴わずに進むケースもあ
る。このような課題を解決する支援手法を検討した。再開発計画に関する事例調査から権利者間の合意形成を得るための重要な要素は、①計
画案の理解や将来像のイメージに関すること、②権利変換計画の満足度に関すること、③再開発計画に関する学習や理解に関すること、④権
利者の意見や要望を明確にすること、⑤権利者の意識や主体性に関すること、⑥権利者間の関係に関することである。その上で、これらの合
意形成を果たす重要なテーマに対応した６つの支援策を、計画段階に応じて提供できる「市街地再開発事業計画立案支援ツール」のシステム
開発を行った。

建物検討画面

建物階数の入力

用途・規模の選択

効用比の入力

ＶＲ（鳥瞰図）

ＶＲ（鳥瞰図）

ＶＲ（まちなみ）

ＶＲ（まちなみ）

計画対象地

検討結果をＶＲ上に再現

①建物階数，用途・規模，効用比を選択入力する。

②仮想空間上にCGモデルが生成され，検討結果一

覧画面に総事業費，補助金の価額，各階の床単価等
が算出される(同時にグラフ表示)。

システムを使った最終検討結果表示画面

総事業費総事業費，補助金をグラ
フ表示



（３）まちづくりの合意形成支援手法の確立－②
土地区画整理事業や街路整備事業では、各権利者が事業での移転補償費の提示を受けて、これに自己資金や借入金を含めて建物の計画を
行うこととなる。従って、すべての事業が完了するまで新しい街全体の完成像がイメージできずに、テナント誘致やテナントミックスを進める際に
空間イメージが共有できないという課題がある。このような課題に対して、土地区画整理事業施行中の地区において、都市基盤整備と併せて商
業等の活性化を図るためにテナント誘致を早期に進める支援策の一つとして、「空間イメージ共有支援ツール」を構築した。

対象とした土地区画整理事業区域（優良建築物等整備事業、共同化事業、借り上げ市営住宅事業を同時に進めた事業）

構築したシステムを市のホームページ上に公開し、広く新しい街のイメージを情報発信することを可能とした。



（３）まちづくりの合意形成支援手法の確立－③
前述までの合意形成の支援技術と全国の街なみ環境整備事業実施地区の調査から得られた、住民と行政の協働によるルール化の知見を活
かして、ケーススタディとして景観計画立案においてWS（ワークショップ）を支援する２つのツールを構築した。一つは、景観形成に関する課題と
対策をデータベース化し、目標空間像を実現するための課題と対策に対してAHP手法を使い優先順位付けする「景観計画立案支援ツール」で
ある。もう一つは、WSで議論された空間イメージをVR技術で仮想空間に表現し、マウス操作で自由に歩くこととデザイン変更を可能にする「空
間イメージ共有支援ツール」である。

景観計画立案支援ツール

空間イメージ共有支援ツール

CG/VR、模型を活用

したハイブリッドな
WSの組み立て

WSのプログラム

では、多くのアイ
デ ア の 提 案 が 期
待される計画案作
成の前半において
は模型を活用し、
計画案をとりまと
める後半において
はVR 技術を活用

した合意形成の支
援手法が有効で
ある。



（３）まちづくりの合意形成支援手法の確立－④

結論⑦：市街地再開発事業における関係権利者の空間イ
メージの共有化を図る支援システムを構築した。「市街地再
開発事業計画立案支援ツール」は、空間イメージと事業費等
のコストがリアルタイムで連動するシステム構成とし、豊橋市
で運用された。

結論⑧：事業に伴う新しい街の全体像を提起する「空間イ
メージ共有支援ツール｣を構築した。具体的には、宇部市で
運用された。

結論⑨：AHP法を活用した「景観計画立案支援ツール｣を構
築し、ワークショップで模型やスケッチと併用して活用し、VR
技術を活用した合意形成に有効であることを確認した。



（４）地方都市での線引き制度を見直す
新たな試み－①

地方都市が市町村合併を経て計画空間単位が再編されると同時に、平成12年の都市計画法改正によって線引き制度が選択制に移行すること
で、必要性が高くなっている線引き制度見直しの動向と市街地誘導方策を検討した。

香川県は、「土地利用のアンバランスの解消と低密度分散型の住まい方を許容しつつ、まとまりのある都市圏形成を図る」目的で線引き制度を
廃止すると同時に都市計画区域の再編を行い、高松市（人口33.2万人）は、山口市（14.0万人）に続く二つ目の非線引きの県庁所在都市となっ
た。旧香川中央都市計画区域の線引き制度廃止前後６年間の行政区域内の農地転用7,277件、開発許可1,257件を調査した。

その結果、①線引き制度廃止後に旧市街化調整区域
内で宅地として農地転用する件数が前年度と比較して
3.5倍、面積で5.1倍と急増し、同様に、1,000㎡以上の
開発件数は9.1倍、面積で6.9倍に急増した。②開発位

置は、旧市街化区域と旧市街化調整区域の境界部分
に多く分布しており、幹線道路沿道では大規模な開発
が多い。③開発用途は、戸建て住宅が多いが、都市別
では、高松市では共同住宅と商業系施設、丸亀市（人
口8.0万人）、坂出市（人口5.9万人）では戸建て住宅が
顕著である。

開発規模の分布状況



（４）地方都市での線引き制度を見直す
新たな試み－②

用途地域内
（旧市街化区域）

用途地域外
（旧市街化調整区域）

平成12年 51 20 71
平成13年 48 10 58
平成14年 36 11 47
平成15年 58 11 69
平成16年 65 46 111
平成17年 65 52 117
平成18年（～8月） 13 26 39

都市計画
区域内

年度

用途地域内
（旧市街化区域）

用途地域外
（旧市街化調整区域）

平成12年 30 7 37
平成13年 22 22 44
平成14年 25 20 45
平成15年 54 49 103
平成16年 32 37 69
平成17年 39 25 64
平成18年（～8月） 16 9 25

年度
都市計画
区域内

これまでの線引き制度の指定は人口10万人以上の都市を原則としてきたが、人口10万人未満の都市でも都市計画区域の広域指定や隣接都
市の人口規模や指定状況に応じて、線引き制度の指定が行われてきた。全国の線引き都市のうち71.5％を占めている。人口10万人未満の都

市で、先行して線引き制度を廃止した荒尾都市計画区域、海南都市計画区域を対象として、廃止後の土地利用の特徴を検討した。線引き制度
を廃止した経緯については、荒尾市、海南市の両市ともに第二次産業を中心とした産業都市として発展が期待されていたが、その後、産業の
衰退や人口減少により、住民の線引き制度廃止の意向・要望等が強くなり、廃止に至った。

10万人未満の線引き都市では、廃止後に農地転用は増加しているものの、
その流れがすぐにまとまった開発につながる状況ではない。

人口10万人未満の都市では、今後の農業従事者の意向を踏まえながら、

地域振興を図り、優良な田園居住を可能とする開発と保全の方策を検討
する必要がある

荒尾都市計画区域の農地転用分布状況

海南都市計画区域の農地転用分布状況



（４）地方都市での線引き制度を見直す
新たな試み－③

策定年月日

促進区域

認定年月日 H13.2.23 H20.3.13

[土地取得] 県営大区画ほ場整備

[整備目標] のびやかＪプラン
[整備手法] 農村活性化住環境整備事業

[整備ガイドライン] 優良田園住宅の基本方針

[販売方式] 戸建コーポラティブ方式

[土地取得] 県営大区画ほ場整備

[整備目標] のびやかＪプラン
[整備手法] ―

[整備ガイドライン] 優良田園住宅の基本方針

[販売方式] 申込資格の設定

開発面積

(区画数)
60,481㎡（57区画） 23,802㎡（32区画）

道路形状

（復員）
ループ，通り抜け（7m） 通り抜け（6.5m，10.5m）

開発公園

（面積，形状）

19%

公園，並木，緑地帯，親水空間，駐車場等

5.6%

公園2箇所，調整池

既存集落と

の関係性

[販売方針]入居前からユーザーと地元住民との

コミュニケーションを図る(ユーザー会議)

→WS参加者は入居予定者と公社の方

町内会は開発地区＋既存１世帯

既存集落に隣接

住宅建設

の担保

・宅地購入後2年以内に住宅建設を行うこと

・宅地購入後10年間は転売禁止

・宅地購入後2年以内に住宅建設を行うこと

・宅地購入後10年間は転売禁止

住民の意識

[コーポラティブ方式]　(申込資格有)

ユーザー会議（全6回）を開催

・農村公園の設備・名称
・地区計画について

・まちづくり協定について

・コミュニティ施設（１棟）について

・街路樹の選定

[申込資格]

①一戸建て専用住宅を建設される個人の方

②「アーバンビレッジ和田の杜」に永住する意思
　のある方

③上越市の基本方針に基づいて、優良田園住

宅

　の建設について理解し建設できる方
④宅地購入後２年以内に住宅を建設出来る方

⑤優良田園住宅の建設に関する説明を受けるこ

　とができる方

⑥宅地購入ならびに住宅建設の資金調達が出
来る方

のびやかJプラン

新潟県上越市

人口(合併前) 208,082(134,751)

[県営大区画ほ場整備事業]　地域における経営体の育成状況、農地利用集積状況、農地の整

備状況等を踏まえ、必要となる土地改良事業を総合的・一体的に実施し、併せて経営体の育成と

農用地の利用集積を促進する

[のびやかJプラン]　30年後を目標年とした「超長期のコンセプト・プラン」であり、その30年間で

「地方中核都市、30万人都市機能及び人口20万人」を目指すプラン。

久比岐野農都市構想(上越まちづくり１０大構想５)：持続的な発展が可能なまちを目指すため、
「農」を中心とした循環型社会の構築を図る構想

[アーバンビレッジ整備事業]　農村地域での定住を促進

郊外部の
整備方針

建設区域

の概要

基

本
方

針

H11.6.8

市街化調整区域内において次のような立地条件を持つ区域

[タイプ１]田園地域の農村集落内および、隣接または近接した区域
[タイプ２]中山間地域の農村集落内および、隣接または近接した区域

空

間
整

備

（
建
設

計

画

）

施策 県営大区画ほ場整備事業、県営経営体育成基盤整備事業

関連諸計画

線引き制度廃止に際しては、地区レベルの土地利用規制、誘導、住環境対策が必要である。それを可能にするまちづくり手法について、都市
計画法第33条の開発許可のための技術的基準等（以下、技術基準）を検討し、①予定建築物が接する道路の利用者戸数や利用者の制限、開

発道路の接続先道路の制限を行っていないこと、②袋路状道路の延長上限を設定していないこと、③開発公園の位置や整形度に関する規制
が無いこと等の特徴を明らかにした。

低密度に拡散した地域で良好な住環境を形成する一つの手法として、優良田園住宅促進
法があり、同法による郊外部の住宅開発では、地区の将来ビジョンや各住戸に係る建築
規制等に関して、都道府県と協議の上、市町村が策定した「優良田園住宅の建設の促進
に関する基本方針（以下、基本方針）」により、一定の住環境の質が担保されている。

郊外部の低密度拡散した地域

開発道路の接続先道路の制限
を行っていないため、住環境が
悪化した事例

優良田園住宅促進法適用の事例（上越市）



（４）地方都市での線引き制度を見直す
新たな試み－④

都市計画の根幹である線引き制度を廃止した都市のその後の市街地展開につい
て、詳細でかつ膨大な調査を実施した。

結論⑩：線引き制度廃止とともに都市計画区域の拡大・再編を実施している概ね
人口10 万人以上の地方都市では、活性化に向かう傾向にあり、線引き制度廃止
の影響が強いことを明らかにした。しかしながら、局所的には農地転用と開発の
集中が生じ、地区レベルの土地利用規制、誘導策が必要であることも明らかにし
た。

結論⑪：一方、人口10 万人未満の線引き都市では、廃止後に農地転用は増加す
るが、直ちにまとまった開発につながる状況にはなく、今後の農業従事者の意向
を踏まえながら、優良な田園居住を可能とする方策を検討することも選択枝の１
つであるとした。

結論⑫：市街化調整区域には、具体的な将来ビジョンはなく人口フレームの根拠
が無いため（前述）、優良田園住宅の基本方針を策定することができれば、郊外
部の低密度に拡散している地域への対応が可能となる。つまり、単なる規制緩和
措置に依らず、優良な田園居住を実現するための郊外部（市街化調整区域、用
途白地地域）のマスタープランになり得るということを明らかにした。



おわりに

本研究は、筆者が地方都市に立地する大学において、地方都市の都市計画の課
題を痛切に感じ、その対処策を実践的に検討しながら発表してきた、日本建築学
会の計画系論文集と技術報告集を取りまとめたものである。

冒頭のような背景により、都市の広域化を許容せざるを得ない都市型社会におい
て、将来ビジョンは集約型市街地構造を目指すコンパクト化という現実の政策的
ジレンマに対して、まずは科学的な学術研究課題としてアプローチした。

研究ストックが少ない地方都市を研究対象としながら、規制緩和、行政主導が活
性化に繋がるという都市計画の現場の認識に対して、適切な規制を課しながら地
域協働の有効性を明確な根拠で、実験的に検証した成果を提示した。

本研究では、地方都市を対象に、まちなか研究室という新しい概念を導入して、
中小都市の都市計画の研究拠点と位置づけた。そして、郊外部へ拡散する低密
度市街地の開発動向を明らかにした上で、郊外部には一定の規制を継続しなが
ら中心部の高度利用を目指すという、本来的なアプローチを科学的に検証し、一
体の都市として規制、誘導、事業、合意形成に関する都市計画の実現手法の提
案を行った。これらの成果が、今後の地方都市の計画技術に貢献を果たすことが
できれば幸いである。
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