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第 1 回 建築・社会システムに関するシンポジウム

市民社会の建築・まちづくり－新たな制度と仕組みの提案－

過去数年間、建築にかかわるさまざまな制度改革が実施され、その効果の検証と更なる改正の必

要性が叫ばれている。2010 年 4 月、日本建築学会では、人口減少、少子高齢化という社会システム

の大きな変換を認識し、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。この機会に、これま

での日本建築学会等による研究成果を元に、建築基本法の問題だけではなく、長期的、分野横断的

視野に立って、幅広く建築・まちづくり・都市に関する社会システムを根本から考える予定である。

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、議論の深耕を図りたい。

第 1 回目は、このテーマについて長年、取り組まれており、また将来に向けての提言をされている

講師をお招きして、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、議論す

ることとしたい。

＜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：6 月 5 日（土）13:30～17:30

会 場：建築会館ホール（東京都港区芝 5-26-20）

プログラム（敬称略）：

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 研究員）

1．主旨説明 南 一誠（前掲）

2．講 演

1）地域主権で始まる本当の都市計画・まちづくり

蓑原 敬（都市プランナー，蓑原計画事務所 所長）

来るべき成熟時代、地球環境時代に即応して、持続性のある都市社会資産を形成する

ために、国土利用計画、都市計画、街並み計画を如何に再構成するべきか、その方向

性を探り基本的方針を提案する。

2）市民社会の価値観と専門家の知見を活かす建築・まちづくり

長島 孝一（AUR 都市・建築・研究コンサルタント 主宰）

経済、市民社会の成熟が一定水準に達した今、市民社会の良識に基づく定性的、包括

的な判断を専門家が裁量的に行う方式を模索する中で、市民社会の価値観を表明する

理念法と、それを具体的に反映する建築計画許可制度が必要とされている。

3．討 論

コメンテーター 中井検裕（東京工業大学），柳沢 厚（㈱Ｃ－まち計画室）樋口 秀（長岡

技術科学大学），黒木正郎（㈱日本設計），大橋好光（東京都市大学）

4．挨 拶 佐藤 滋（日本建築学会 会長，早稲田大学 教授）

参 加 費 会員：1,500円 会員外：2,000円 学生：1,000円

定 員 200 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
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基本的な認識が共有できるかどうか

蓑原 敬（都市プランナー）

１．街や村の居住環境は、住民の合意に基づく、場所に応じたルールで守るという、

地域主権の原則。

１）街や村の地域環境は、地域の自治体や地区的なコミユニテイーが土地利用、交通、緑

地環境、公益施設などを一体として考え、計画、規制、誘導、事業などを総合的に組

み合わせて管理しない限り守れない。このためには、地域の自治体あるいは地区的な

コミユニテイーが主体的に地域環境の目標像を考えた上で、その目標像を実現してい

く手段を個々の現場での必要に応じて調達し、成果を評価した上で、目標像と手段を

再調整していくという社会過程の存在が不可欠である。だから、中央集権的な縦割り

の行政構造が地域や地区を分断して介入する従来の社会過程は適切でない。

２）従って、基礎自治体を単位として地域主権的な政治的、行政的、社会的意思決定過程

に組み替えることが必要不可欠である。基礎自治体が広域圏の場合には、さらにその域

内の地区的なコミユニテイーでの部分的な自治、自決も認める仕組みが要るだろう。こ

の方針は、既に国法として、地方分権一括法などで確立しており、政治的にもその方針

が信認されつつあるので、国による縦割りの個別の施設管理法体系を整理し、地域主権

に即した法制および行財政に速やかに転換することが不可避であることを共通の認識と

しよう。

３）市町村合併などによる行政改革が道半ばにあり、基礎自治体が十分な力を持ちえてい

ない、地方の自治能力が育っていないなどという理由で、この方針に逆行する立場は、

開発途上段階、成長主義からの脱却を遅らせ、地域における経済の安定的な循環と社

会的な活力の回復、地域文化的な発展を阻害すると考えるべきだがどうか。

例えば、ある地区が公共輸送機関のサービスを備え、医療福祉的、教育的、文化的な居住

環境をコンパクトな街や村として形成しようとするとき、住宅地の分布、様々な都市的な

サービスの近傍への配置、近隣における緑地環境の維持創造、公共交通機関のネットワー

ク整備などを一体として考えないと実現できない。地区の居住環境整備は、物的な環境だ

けでなく、福祉、医療、都市サービス、教育、リクリエーション、雇用、ボランテイア活

動などの裏づけが無いと成立しないが、これを現場で総合的に考えられないと実効性があ

る整備プログラムは立てられない。

また、既に多様化した住環境をそれぞれのレベルで維持改善しようとする時、また成熟社

会にあって、地域環境、景観の多様化、差異化が求められる時、平準化の原則から遁れら

れない中央集権的な政治、行政的な意志決定過程では対応できない。



縦割りの行政手法を地域のレベルで束ねることは実際上不可能になっている上に、多様化

した地域のニーヅを充たすことが平均化された手法では対応できないことが多い。だから、

地域主権の必要性は明らかである。

しかし、外交的、経済的、文化的な国際関係の上で国家的な利害に関わる領域、国民の福

祉と権利に関わる憲法的な領域の課題、国民の福祉上、国が戦略的に地域を誘導するべき

課題、地域の基礎自治体の境界を超える広域的な経済活動のコントロールなど国が果たす

べき役割は残るし、都市を一体として計画する必要がある場合、根幹公共公益施設など、

狭い近隣的な地区環境の地区住民による主体的な取り組みではカバーできない領域は、地

域や地区を包む広域的な行政主体が取り組まなければならない課題が地域や地区の上にも

重層的に存在する。この場合、身近な狭域的な領域での意志決定から始めて、順次、補完

性の原則に従って上位の組織が責任と権限を持つ構造が必要となる。補完性の原則は、領

域間の相互に起こる葛藤を調整裁定する仕組みを要求する。従来は、広域的な領域、国な

どを上位に位置づけて、上位の領域の判断を優先したが、今後は、司法的、第三者的な調

停最低機関を設けることで対応するようになると考えられる。

明治以来、開発途上段階にあって非常に貧しかった国土インフラを整備することが至上命

題であった。従って、土木施設を中心とする近代的、都市的なインフラ整備を優先し、急

速な工業化、都市化に備えることを優先課題としてきた。これは、帝国主義時代に生き残

る上で不可欠であり、軍事戦争敗北後も、厳しい戦災からの回復と、経済戦争に勝ち抜く

上で不可避な選択であった。それに効果的に対処するために中央集権的な行政主導の政治

構造が必要であった。今や、その様な歴史的な段階は終わっているのに、国の行政構造が

古い時代のまま残っているに過ぎない。従って、地域や地区が上記のような課題に適切に

応えられないままになっている。

現存している中央集権的な政治行政の仕組みは不適切であるという認識を共有しよう。

都市田園計画、街並み計画を考える前提として、補完性の原則に従いながら、地域、地区

の領域に応じて徹底した分権化を図ることが大前提である。

２．人々の生活は平準化し、人々の移動性は高く、切れ目の無い都市田園化社会が成立し

ているのが現実である。従って、都市田園地域を広域的、総合的に管理する必要がある

という広域化、立地自由化の原則。

１）生活の平準化、住宅、企業立地の自由化、地球環境時代への対応を踏まえた広域計画

の必要性

土地に定着し、その土地を利用した職業、農業、林業、商業、手工業などの家業型の産業

への従事が、ライフスタイルにも大きな差異を発生させ、家業の従事者とその雇い人が地



域環境の整備と維持管理の担い手だった時代には、村社会、街社会が空間的にも明確に区

分できる時代だった。農業や商業、手工業などの家業の後継者が殆ど居なくなった上、商

業者も居所を郊外に移し、農業者の大部分も兼業化している。さらに、商人や農民である

よりは、外に勤務し、あるいは不動産収入によって生活を維持している人々が多い。

情報社会化、個人乗用車依存社会の拡大のなかで、グローバリゼーション、広域的な都市

的サービスの普遍化はさらに進み、ライフスタイルのイメージの平準化が進み、都市生活

の基幹サービスである医療、福祉、教育、文化などの公共的なサービスだけでなく、都市

的な利便施設のサービスにも平等の原則が及んで、いたるところで生活実態の平準化が進

んでいる。

住む場所と働く場所が分離し、田園地域を含む広域的な広がりのなかで、各々の場所の立

地の自由化が進んでいる。農業、商業、手工業などの担い手も平準化したライフ・スタイ

ルによって、住む場所を自由に選び、住む形も平準化している。沢山の家業型商人が自ら

住んだ上で街並みを作り、そこに公共公益的な施設も集中していた街は事実上空洞化して

いる。働く場所についても、企業型の事業所の立地選定は、資本の論理と農民地主の土地

供給の動向に支配されながら広域的に拡散している。街や住宅地を取り囲む農地、山林は、

その産業的な機能によっては、それ自体の土地利用を守ることが出来なくなり、広大な開

発予備地、開発が期待される土地の広がりになってしまっている。

商業行政による中心市街地の活性化、農林行政による農地、山林の保全などが不可能にな

ってきているのは、家業に基盤を置いた従来の産業行政によって街や村を守るということ

が事実上出来なくなっているからである。

従って、産業行政ではない新しい切り口で、住む場所、働く場所、憩う場所などを適切に

再配置して広域圏の生活環境を守ることが避けられなくなってきている。

県や市の総合計画に即して、広域的な空間計画を、上記の地域主権の原則に従って立て、

それを実現するために有効な様々な政策を組み合わせていくことが必要になる。農業、工

業、商業などの産業政策も、豊かな地域住民の生活を保障するための、広域的、総合的な

計画努力の一環に組み入れられることになる。低炭素化の時代にあって、自然生態系の保

全とそれを生かした農林業への転換が強く求められており、それは、地域住民の生活の安

定の上でも大きな政策的な条件になっている。

２）広域合併による行政の平準化；

小規模な自治体が存続しえた時には、農業的、林業的などの特性を行政の中軸に据えて、

産業行政的な取り組みのなかで、都市的なサービスを代替することも出来たが、今や、上

述の平準化を踏まえた市町村の広域合併によって、政治的な意志も平準化してしまった。

この方向性は不可避であって、今後もさらに深化すると考えるべきである。

３）近隣コミユニテイーを廻る新しい差異化の立場の台頭；



少子高齢化、地球環境時代に備えて、多様化している狭領域的な近隣的な地区レベルにお

いて、多様な方法による近隣コミユニテイーの再構築が求められている。

成熟した社会のなかで、スロー・ライフ、ソトコトなどグローバリゼーションに抗するラ

イフ・スタイルの追求も現われ始めている。

これらの課題に対処するためには近隣レベルでの新しいガバナンスの仕組みが求められて

いるが、この課題については別途、下記に取り上げる。

これは同時に、急速に都市化が進行する時代に対応して築かれた、基礎インフラの合理的

かつ着実な整備という理念、これに照応する形での家業型の農業、林業に依存しつつ産業

行政によって農林業地域を守り再生するという仕組み、具体的には、都市計画区域、農業

振興地域などの区域区分による計画制度、それに依拠する事業制度、税制などを基本的に

見直して、全国土を対象として、広域圏の全住民の生活環境の維持改善、地域経済の活性

化などのための新しい広域計画制度を作り出すことが急務であることを意味する。

これは、必然的に広域圏の総合計画を如何に空間化するかという行政課題に繋がる。

従来は、産業行政という観点から地域を区分して施されていた農林業、商業などの行政、

規制、事業、誘導の政策体系を、地域の生活という観点から、地域主権の立場に立って、

地域単位で統合的に施すことができるように再編成する必要がある。

逆に、このような産業行政的な支援措置を含め、より高次の生活、環境行政の観点と一体

化した総合的な取り組みがなければ、都市計画的な側面での支援措置のみでは、広域圏の

生活の安定、施設の整備、土地利用のコントロールも実効性を欠くことになる。

広域的な生活環境の改善、地域の経済的な活性化、医療、福祉などの社会的な活動の充実

と安定化、地域文化の育成、自然生態系の保全と回復などの課題に応えるために、広域的

な地域管理の包括的な計画とプログラムを用意する必要がある。

この現実を踏まえると、広域圏単位の総合的な地域計画が不可欠であることを認めざるを

得ない。故に、国土利用計画法と都市計画法を一体化し、全国土を都市田園計画法という

計画法の体系で覆い、その計画の実現手段として、都市的な、農林業的な、経済産業的な、

自然環境保護的な様々な計画と事業誘導手法を、広域圏レベルで基礎自治体が主体的、一

体的に展開できるような仕組みを用意する必要がある。

３．少子高齢化時代、地球環境時代に備えて、近隣コミユニテイー・レベルでの相互扶助

の仕組みの展開と地区的な居住環境の安定的な整備が、成熟社会の地域経済の活性化

のためにも欠かせないという認識の下に、地区レベルでの計画、規制、誘導、事業手

法を整理統合し、明快で実効的な地区の居住環境整備を行うための近隣環境管理（エ



リア・マネージメント）の手法を確立するという原則。

１）都市田園地域における社会資産の形成の政策は、現在、フローを中心に組み立てられ

ている。現行の諸制度、計画、規制，事業、誘導の諸制度を、ストックの維持改善に軸足

を移した制度体系に切り替え、さらに追加的なフローを含め、同世代の間における社会的

な流通、通世代に役立つ長寿命化を指向し、持続性の保証を基本原則とする体系に切り替

えなければならない。新規フローの追加はストックの有効利用と更なる利用の効率化を優

先する立場から行なわれるべきである。そうなると、既存住民の生活環境の改善が最も重

要な課題となるので、主として外部投資による経済の活性化を促す市場優先のルールから、

近隣コミユニテイー単位での生活優先のルールに切り替える必要がある。今後増大する、

小規模累増型、インフィル型、間引き型の整備の場合、近隣コミユニテイーを巻き込んだ

整備手法が欠かせない。さもないと、今まで積み上げた都市農村環境や自然的な環境を荒

廃に任せ、今ある農地山林ストックなどのさらなる潰廃を促すことになってしまう。持続

性の保証という２１世紀的な原理に悖ることになる。

２）近隣レベルの地区環境の維持管理、更新は、公共的な事業、民間企業による事業と市

民自らの事業を連携させ、地区レベルでの合意形成を促す、計画、誘導、事業法制度が欠

かせない。従来の公共事業、公的規制中心から、官民提携事業、市民管理中心へと移行さ

せる必要がある。特に、高齢化社会の中での福祉問題、地球温暖化に伴う地域の安全管理

の問題などに関して、相互ケアの原則に基づいて、近隣レベルでの社会活動のネットワー

クを強化することが避けられない。従って、少子高齢化時代、地球環境化時代のなかで、

成熟し安定した地域社会を築くためには、近隣コミユニテイー・レベルでの計画と事業、

誘導手法の再編成が不可欠である。

同時に広域圏のレベルでも、従来の官、私企業に加えて新しい社会的な事業集団、ボラン

テイア型、市民事業型などの新しい地域づくりの担い手の育成が不可欠で、さらにその連

携を担保し、また近隣レベルでのネットワークとの連携も強化する必要がある。

３）このような状況の中で、今後発生する都市、農村建築物の保全、修復、再開発などに

ついては、既存の居住環境の安寧を撹乱しない形の近傍類似型の開発を推奨し、新規の開

発の場合は、周辺居住地との関係性を十分に配慮し、持続性を保証の原則に抵触しない形

で長寿命型の地区的開発に誘導する必要がある。この場合、近隣環境管理（エリア・マネ

ージメント）の手法によって、地域社会の安定と改善に資する方向に誘導する必要がある。

３）このような持続性の保証を確保できる仕組みは、近隣との調整が要件となり、敷地単

位に事前確定的な用途、形態規制を行なう現行の規制体系では対応できない。近傍類似と

認定された開発の場合には、簡易で迅速な許可を与え、周辺との関係に特別な配慮が必要

な比較的大規模な開発や近傍とは類似しない建物型式の開発の場合には、その全体の空間

計画を事前に公表し、近隣との調整にかけたうえで、地方自治体の裁量の余地を残す許可

制度を採用することを原則とせざるを得ない。何故なら、近隣との調整を合法化すれば、



現場の状況、近隣の住民の意向を組み入れた総合的な判断が必要で、そこでは事前に予見

できない要素について裁量をする権能が不可欠であるからである。

また、成熟した地域では、差異化、アイデンテイテイーを追求して、事前には予想できな

いデザインによる開発を進める要求も出てくる。その場合も、住民との合意形成が可能な

ら積極的に認めるべきであって、そのためにも裁量的な権能が欠かせない。

当然、近隣調整のルールについては、公開性を原則とする民主的な手続きが必要であり、

またその過程での専門家への意見聴取、あるいはシャレットなどによる近隣住民とのデザ

インに関する合意形成の手続きなども用意する必要があろう。この場合、許可あるいは勧

告などの合理性、公正性などを担保するために、市民参加を促す地区協議会、第三者的な

専門家の意見が反映できる審議会などの機関を設けるべきこと、その活動のガイドライン

を示すことも法制化すべきであろう。既に条例、要綱などで行政的な実績がある届出、勧

告その他の強制によらない社会的な誘導の制度も併せて法定化するべきである。

これらの手続きは、現在でも都市計画法、建築基準法によらない手続きとして、地方自治

法に基づく条例や要綱などによって定められている場合が多いが、これらの法的な根拠を

整理し、中央集権的下では不可避であった二重構造、市民にとって分かり難い複雑な制度

を合理化し簡素化する必要がある。

４）このような大きな流れが、実際の建築活動、公共施設建設活動などを阻害し、経済的

な活力を低下させることがないように、建築の集団的なルールについて、以上のような近

隣の合意形成の促進のための新しい行財政措置も必要となろう。

故に、建築基準法から集団規制を分離し、都市計画法における地区的なレベルの法制と一

体化した街並み計画法を制定し、建築物の集団基準は極力地区的なルールで動かせる方向

に制度化し、あわせて建築行為時の合意形成の促進、そのための公共的な支援、税制上の

支援などが現場の創意によって可能になるようにするべきである。

４.建築物は社会的な資産であるという原則、建築物単体の技術基準の執行体制を強化し合

理化するべきであるという原則。

１）上記のような街並み形成のためのルールとは異なり、建築物単体の技術基準は本質的

に敷地主義によることが可能な行政領域である。

２）しかし、地球環境時代にあって、建築物を社会的な資産として位置づけるべきであり、

そのためには長寿命の建築資産を蓄積するためのより強力な執行体制の確立が不可欠

である。また、グローバリゼーションの中で建築産業の安定と発展のために、国際的、

全国的な視野に立った技術の進歩の助長が必要であると同時に、安定した技術につい

ては市場機能を阻害しないような効率的な公的なチェックを行なう必要がある。

また、民間建築事業者、設計者、施工者の企業責任、建物所有者、管理者の管理責任



を問うことも必要であって、消防法などとの連携により、事業者、管理者の責任を追

及する警察的な役割を維持強化することが避けられない。

３）成熟時代にあっては、持続性を保障する建築資産の蓄積に向けて政策的な目標を設定

し直すことが必要であり、既存の、また今後蓄積される建築物資産について、同世代

における流通資産として、また通世代の長寿命の流通資産として、建築物の単体基準

を見直すとともに、建築物のより社会的な管理を厳格化する必要がある。

建築物単体の技術基準は、国が市場ルールを管理し、合理的かつ効率的に市場が機能す

るように保障することが望ましい。また、通世代に渡る長寿命化する建築物の建設を推

進する上で、当分の間、国がこれを推進することが必要である。このため、建築基本法

を制定して、建築物の持続性の保障に関する基本的な理念を定めると共に、単体規定に

特化した建築基準法に改正する。また、社会資産としての建築物という観点に立って、

単体の技術基準を見直す。

国が行政執行の責任を負い、建築物の新築、増改築などについて、より厳格に、しかし

効率的に執行する。見直された規制基準に適合する建築物について、その維持管理、修

繕責任を明確化する。あわせて、そのための財政的、税制的な支援措置を講ずる。

この基準を守るための執行責任は国が負うこととし、国の出先機関あるいは委任機関が

管理する。社会資産の形成および維持という観点から、登記制度、登録制度などとのリ

ンクを強化する。併せて資格法、業法の体系を整備し、規制の執行が着実に行なわれる

ようにする。

ただし、リサイクリング型の建築物で長寿命化を指向しない建築物については、別途、

最低限の規制基準を設定した上で、簡易な事務処理が行なわれるようにする。

建築物の長寿命化の政策と呼応して、既存建築物の修理、再生、移築など、既存建築物

資産の利活用政策を強化し、このための財政的、税制的な支援措置を講じる。この利活

用事業によって生まれる資産は、長寿命化資産あるいはリサイクル資産のいずれかを選

択できるようにする。単体基準における既存不適格については、リサイクリング資産の

場合は、既存不適格状態の維持を容認することとする。

みのはら けい
1933年 東京生まれ、東京大学教養学部教養学科アメリカ科・日
本大学理工学部建築学科卒／ペンシルヴェニア大学理工学部建
築学科留学／1960年建設省入省。都市局都市計画課土地利用調
整官、住宅局住宅建設課長などを歴任／主な著書「成熟時代の
都市再生」、「街づくりの変革」など／日本都市計画学会石川
賞（2003年）
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1. 問題意識：“不当なれども合法なり”の

数値制御の弊害が横行する日本

わが国では、建築まちづくりの公的判定者（官僚）

に何の専門的知見経験がなくとも、あらかじめ定め

られた定量的数値を当てはめるだけのいわば機械

的な法文解釈による裁定です。数値的基準を唯一

客観的平等の根拠とした制御方式であり、専門的、

市民的な観点からの定性的包括的判断を、主観

的だとして退けています。したがって建築やまちづ

くりに関して、行政、専門家、市民の間には創造的

な意見の交換、評価が発生しないので建築やまち

づくりの質、“住みよさ”の進歩が遅いのです。

戦後の急激な都市化、高い経済成長時期には

大量の建築需要に応えながら一定の建物の性能

を担保するには、確かにこの方法以外の選択は無

かったでしょう。戦後の復興期、経済成長期に有効

だった、従って今でも発展途上国には期間限定型

で有効な方式ですが、“賞味期限”の切れた法制

にいつまでも依存する限り、都市の市民生活のアメ

ニティーは担保されず、ましてや美しい建築まちづ

くりが生まれるわけはありません。住みよさだけでな

く市民的良識と公正を欠く建築まちづくりが横行し

ても不思議はないのです。

わが国では、土地利用計画の建物用途に合致し、

容積率・建蔽率の数値に問題なければ、開発／計

画は機械的にすんなり通ってしまいます。たとえ平

屋の卓越する住宅地であっても、都市計画上の住

居地域であれば過大な容積率や建蔽率が付与さ

れ、その故にある日突然近隣にマンションが屹立し、

街並みの不整序が起こるのみならず、既存住宅の

日照、通風、視覚的プライバシーなどのアメニティ

ーを脅かす事が起こります。これこそ本来の生活

権・私権を脅かすものではないでしょうか。そのよう

な“不当なれども合法なり”の状態が“客観的な”数

値制御の弊害として日本に蔓延しているのです。こ

のような状態をいつ迄続けるのだろうか。何かべつ

の方法があってもよい筈ではないでしょうか。

２．今イギリスの許可制度が規範となりうるか

このような課題について最近、日本建築家協

会が国交省に出した報告書の内容に関連して

お話ししようと思います。議論の核となる部分

はイギリスの Planning Permission にかかわりま

す。“あちら”の話には生理的アレルギー反応

もあろうかと察しますので、なぜ今日本でイギ

リスの制度が規範となりうるのか、という疑問に多

少答えておく必要があるかもしれません。とりあえず

以下のようです。

・ わが国の都市は未だに極めて流動的な状況

にあり、また江戸時代の町人社会では他人様

のご都合や便宜をおもんばかる、不文律の

“思いやりのまちづくり”の伝統があったと

言われています。そのやさしい伝統の記憶も

含めて、経験主義的慣習法的なイギリスの

法・制度がフレキシブルで馴染み易いと考え

るのです。

・ 戦後三世代を経て日本の新しい市民社会の

実質が一定の成熟を遂げており“まちづく

り”の観点からも市民参加参画の実績が生ま

れていて、また地方分権の方向づけが出来て

きている。

・ 数値制御の弊害。数値さえ辻褄が合ってい

れば何でもありの逆説的無政府状態への反

省。

・ ある程度の建築・まちづくり専門家の人的

資源の蓄積が出来ている。また建築家教育や

都市計画家育成の下地が日本の教育制度の

中に充分に存在している。

・ 一部の先進的自治体では，庁内に建築・ま

ちづくりの専門家が育って来ており，すでに

相当な建築まちづくりの実績を上げている。

・ 歴史的経験を継続的に固定化したマチの姿

が先験的に計画設計されていて、そこに新しい

建築をはめ込む B プラン的まちづくりの方法

論を実現に移すには、規範となる町並みの蓄積

や都市デザインがわが国には充分に存在して

いない。

市民社会の価値観と専門家の知見を活かす建築・まちづくり

建築まちづくり基本法へ向けて、建築計画許可制度、建築まちづくり支援助言制度の提言

長島 孝一（AUR 建築都市研究コンサルタント主宰）
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３．イギリス・ウェールズでの個人的経験から

建築計画許可の実体を知る

図−１ ウェールズの家 

ここで敢えて個人的経験をお話しして多少なりと

も具体的なイメージから入っていきたいと思います。

北ウェールズの自然は“湖水地方”に似て美しい。

ここに戦時中疎開用に義母が買った二階建ての小

住宅があります。スケッチのように家そのものは道沿

いで、１エーカー程の庭が後背の丘の稜線まで達

しています。空家にしておいては家が傷むので現

在人に貸しています。だがやはり夏休みに来たらこ

の家に泊まりたい。そこでスノードン山脈を一望す

る稜線近くに文字通り「方丈の庵」を結ぼうと考えま

した。そこで建築計画許可（Planning Permission）

の申請をすると、やがて計画専門官が現場と周辺

の調査に来て一週間程で通知の手紙が来ました。

読めば「開発まかりならぬ」と言うきつい御宣託で

す。そんなバカな！・・・理由は「貴殿の計画してい

る建物は丘の稜線のありのままの姿を損なう。計画

した家から眺望が良いと言うことは、取りも直さず多

くの人からその家が見えるという事だから。しかし既

存建物の一部となっている木造下屋を壊してその

建蔽（foot print）は使って増築しても良い」と言うの

です。残念ではありましたが景観が開発に優先す

る行政の判断に対する新鮮な驚きがありまし

た。しかも話はそこで終わりません。指示された建蔽

で二階建ての増築図面を立面図つきで作って提

出すると、なんとまたダメ！どうしてか。「景観・保存

的配慮から 150 年経った既存建物を尊重し、壁の

仕上げ材料を揃え、増築部の屋根を一段低くして

増築部分は既存の家と峻別できるようにせよ」と言

うのです。このような都市計画的かつ建築設計的な

細かい指示を計画専門官から受けたわけですが、

良識ある建築家の私としては納得出来る判断なの

でやはり素直に従わざるをえない！・・・・・・・・・・・・

という次第でやっと許可が下りたのです。

イギリスでは環境を改変する行為はすべて「開

発」であり、市民的・専門的見地から厳しい定性的、

包括的な注文を付けた上で建築計画を許可するこ

とが当然とされているのです。

これほど左様に公共福利の立場に立って「アメニ

ティー（景観的配慮、サステイナビリティー、歴史的

環境の保全、建築ヴォリューム、高さ、日照、風通

し、交通へのインパクト等）」すなわち“マチの住みよ

さ”、「マチの秩序」を強制指導し決定する権限をも

つのが、名高い「建築計画許可制度」とその執行

者である計画専門官なのだと言うことを身を以て体

験した次第です

要するに必要最低限のものを先ず既存の建物が

もっている権利の中で造れればよいという訳です。

因にこのように古い建物を既存の権利として取扱う

ために、計画許可制度そのものが歴史的建造物保

存の基礎的役割をも果たしています。

計画専門官の決定に異議あれば市議会の計画

委員会に不服申し立て出来るが、委員会は余程の

理由が無い限り計画専門官の判断を尊重するのが

普通だよ、と地元の友人達は当然の事として宣うで

はありませんか。

・ 市民社会の価値観・公共性の論理と

コモンセンス

この事例から見えてくるように、日本的常識からす

れば、土地利用，建蔽率、容積率共に全く問題な

いケースで、自分の土地の眺めの良い所に自分の

家を建てるのに文句あるか、私権・財産権の侵害

だ、と主張しても不思議はありません。何しろ我国

では一片の法律で与えられた容積率・建蔽率のよ

うな既得権益・利権でしかないものが、あたかも絶

対的「私権・財産権」と理解され憲法が保障してい

る、とまで思い込まされているのです。それが都市

環境・景観の公共的改善や、人口減少と経済成長

が鈍化しつつある時代に必要なダウンゾーニングを

ままならぬものとしているのです。

原理的にも意識的にも「個人の自由と権利」至上

のイギリスであっても、「私権」とは他の無数の「私権

群」からなる市民社会の文脈の中で判断され、はじ

めて正当化されるのであって、その意味で実践上

「公共の権利・福利」が個別の「私権」に優越すると

解釈されています。個別的「私権」の絶対視はあり
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得ないのです。 私権の主張は単なる利己的権益

獲得に陥ってはならない、“利己主義の究極は論

理的に利他主義にならざるを得ないと”いうのが“イ

ギリス流の公共性の論理”であり、またイギリス型市

民社会の common sense なのです。

建築まちづくりに関する最終的判断は議会民主

主義制度によってなされ、計画専門官の専門的な

判断の上に位します．イギリス型の議会民主主義

制度による判断は市民のコモンセンスによる所が大

きい。英語で言う“common sense”というのは、文字

通りには common=公共の sense=観念・価値観なの

であり、その意味で単なる「常識」以上のものです.

・「建築まちづくり基本法」に相当するものは

市民社会の不文律として存在する

では“市民参加参画”はどうなっているのでしょう

か。イギリス型の市民社会のなかで計画専門官の

人格そのものが既に市民を体現しているという前提

の中に含まれているという見方も出来ます。つまり

極端に言えば計画専門官の関与そのものが市民

参加参画だと言えない事も無いのです。また一般

市民が市民を代表する市会議員と日常的に密接

に対話し、議会で取り上げるという行為の中にもそ

れに近いものがあるともいえるでしょう。当然、説明

会、公聴会、パブリックコメントもあり、場合によって

は市民参加参画のワークショップもあります。

それ故われわれが日本で成立を目指す成文法

「建築まちづくり基本法」に相当するものは、イギリ

ス型市民社会の不文律として存在する“市民意識

そのもの”だと言って差し支えないかもしれません。

・ 市民社会の価値観を

自律した個人として体現する計画専門官

また、建築計画許可を取扱う計画専門官は、専

門家・行政官として高い職能的知見をもつと同時

に彼自身が一個の自律した市民として市民的見識

と倫理感をもつことは必須条件です。同輩であり納

税者である市民の信頼と、社会的な無言の合意

（common sense）を背景として行動出来なければこ

の制度は機能しません。

おそらくここに至る過程には産業革命等の激動の

時期を柔軟に乗り越え試行錯誤を経て進化してき

た、イギリス型市民社会形成の長い歴史があったに

違いないと思います。

わが国では近頃「官民共働」という言葉が流行っ

ていますが、その実は「官」には市民としての意識

が薄弱であって、一般的には「官僚」という役割を

演じる無性格な人格に過ぎず、本来彼自身が最良

の市民の一人であり、市民的な価値観を血肉化し

た人格であるべき事を忘れている場合が多いので

す。建築まちづくりの担当者・計画専門官は法令

解釈の三百代言、、保身の権化のような次元の低

い役人では到底勤まらない職務です。又市民の側

も自分さえ良ければ他人の都合は考えない市民エ

ゴのかたまりであっては前向きの豊かな市民社会

はつくれません。建築まちづくりにおける市民社会

の成熟、専門家の知見と役割とは何を意味するの

か、そこに至る道のりを改めて考えさせられたので

した。

・建築まちづくり計画許可制度の運用：

要約すれば、「建築計画許可制度」とは、建築設

計にとりかかる以前に、どういう建物を何処に建て

たいかを、自治体の計画専門官（Planning Officer）

に申し出る。すると彼は現場を見、周辺環境を調査

して、市民社会の公共原理に基づいたガイドライン

と先例を参照して、包括的・定性的な裁量的判断

を下す。その判定はそのまま法的効力をもち、アメ

ニティー（住みよさ）レベルの環境性能を担保する、

（必ずしも美しさを担保出来るわけではない）という

仕組みです。

その判断の結果・理由を文書で建主（事業者）に

知らせます。これは裁量的判断の公正さを透明度

の高いものとする仕組みでもあります。もし建主が

計画専門官の判断に不服ならば、民主主義的手

続きとして、議会の計画委員会に不服を申し立て

審査を願う権利がある。しかし９割方以上議会は計

画専門官の判断を尊重し支持するのが一般的パタ

ーンです。すなわち最終的には議会制民主主義の

判断が専門的な判断の上に位することになります。

４．事例から見えてくる４つの課題、

日本でのロードマップに向けて

①計画専門官が依拠する建築まちづくりにか

かわるガイドラインが不文律の市民社会の価値

体系・公共性の論理から導き出される事。なにしろ

成文憲法のない慣習法の国柄なのです。これがい

わば「建築まちづくり基本法」のようなものとしてイ

ギリスの建築まちづくりの背後に存在する事。

日本の課題：日本社会には日本型の市民社会

の価値観・公共性の論理が不文律として定着して
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いるだろうか。おそらく歴史的には新しく、成熟途

上にあるわが国の社会において答えは否であり、

あるべき日本型市民社会の建築まちづくりの理念

的規範として、成文化した「建築まちづくり基本法」

は必要でしょう。（明治初期にプロシャ成文憲法を

輸入したのはイギリスに成文憲法が無かったから

持ってきようが無かったからか？）理念法である基

本法に基づいて，地域社会が地域に合った具体

的なガイドラインを導きだすことになるだろうと考え

ます。

図−２ 現行法と提案する新制度の比較 

② 専門家としての計画官が、先ず第一義的に自

分自身が一人の市民として、また確とした専門的経

験知見，客観的資格に裏付けられ職能の権威を

以て、包括的、定性的な判断を裁量性をもって行

使している事。

図−３ 現在の手続きと将来の手続き

日本の課題：計画専門官の育成をどうするか。現

在わが国には職能資格としての建築まちづくり専

門資格は存在しません。そもそも需要が存在しない

からです。しかし建築設計、都市工学などの関連

教科が潤沢にあります。したがって大学院レベルで

“建築まちづくり専門資格教程”を実施し資格を授

与する事はさほど難しい事ではありません。似た例

で医療技術偏重の弊害をなくすために医師の人間

性・倫理性教育の必要性が議論されていますが、

建築まちづくり専門家の教育に関しては倫理性と

いうよりもむしろ計画専門家に必須な市民意識の

確認と醸成が課題でしょう。市民参加参画ワークシ

ョップ等を通じた市民意識増進の課程も必要だと

思います。

③ 計画専門家が自治体職員の一員として機

能している事。王立英国都市計画協会会員

（M.R.T.P.I）の有資格者は約 12.500 人おり，その

中７割が自治体の職員として奉職している事。

事例に挙げた人口６万人のアングルシー郡庁舎

の“都市計画及び経済開発部”には１０人の有資

格者が計画専門官として働いていており、それを補

佐するスタッフも 60 人に及びます。したがって各職

制位階に専門職が配属されていて，自前で調査、

計画をつくり且つそれを持続的に運用しています。

日本の課題：イギリスの場合、職場の流動性があ

り、官庁専門職、民間コンサルタント、大学・研究所

間の人事交流は盛んです。また官庁同士の間での

人事流動性も大きく、その自治体で取り組んでいる

仕事に適当な人材が無い場合には広告などによっ

て他の自治体でその役割を果たした経験者を誘致

する等、機能的な人事が行われています。

日本の自治体でそのような流動的機能的人事が

可能になるかどうかは大きな課題ですが、しかし今

後求められる市民サービスの増大と自治体人事の

スリム化が進むと、市民参画による市民の自主的エ

ネルギーを活用する行政の生き残りが画策され

るでしょう。そうなると市の職員は市民がもた

ない専門性を提供してリーダーシップを発揮

せざるを得なくなり、自治体職員の専門家化が

必要とされるでしょう。又人事の停滞を避ける

為と機能的に専門職を運営する為に自治体間

の人事交流が必然化される事が予想されます。

④ CABE (建築まちづくり支援助言機構)

建築計画許可制度で担保されているのは必要

条件としてのアメニティー（マチの住みよさ、

マチの秩序）であって必ずしも十分条件として

の美しい建築・まちづくりを保証するものでは

ありません。１０年ほど前、有力な建築家の提言

によってイギリス政府の財政運営により，美的文

化 的 側 面 を補 完 する第 三 者 的 制 度 として、

CABE=Commission for Architecture and the Built

Environment が設立されました。この助言には法的

拘束力は無いのですが、政府から自治体への通達

によって位置づけられており、CABE の助言受け入

れで建築計画許可が取得し易くなるメリットも
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功を奏し，効果的な影響を与えているようです。

図−4 JIA・CABE の取り組み

日本の課題：先ず CABE は制度的に独立して既

存の制度に外挿できるものであり、長期的取り

組みを要する建築計画許可制度導入の前さば

き的役割を果たす事が考えられます。わが国の

自治体は一般的に建築まちづくり専門職が弱

体です。これもひとえに機械的数値制御に頼っ

て来て、定性的包括的な裁量的判断を避けて来

たからです。公共的建築や施設をつくる場合、

内容の計画や設計者の選定に当事者能力に欠

ける場合が多い。そのとき第三者的な専門家集

団が支援と助言を行えば、公共空間．施設は美

しくなり、マチの環境づくりに一石を投じる事

が出来るのです。近い将来政府が（仮）J・CABE

をつくる事が望ましいが、経過処置として JIA

日本建築家協会は有力な建築家集団を起用し

て JIA・CABE を試行してみることにし実行に

移しています。類似の活動は他団体でも既に行

われていると思いますが，少なくとも“建築ま

ちづくり設計専業”の建築家集団が具体的な自

治体を対象として実際に取り組んだ事例をつ

くることに意義があると考えています。

図−5 JIA・CABE の役割。市民、行政、建築家の関係

５．「建築基本法」と「建築まちづくり基本法」

今、建築基本法の必要性が議論されています。こ

れをどちらかというと「建築」に限定したものとするか

「建築と都市計画・まちづくり」と不可分一体に融合

した形でつくるべきかについて改めて議論を尽くす

必要があると考えています。個人的には「建築まち

づくり基本法」とすべきだと思っています。

もし学会などの機関が官庁の建築と都市の縦割

り状態をそのまま移植し、その枠内で議論を進める

のでは学会の第三者的な存在意義が疑われます

し、せっかく理念法が出来ても将来へ向けた改革

の基礎をつくることはできません。聞くところによれ

ば韓国では基本法を官庁の縦割りを超えてつくる

戦略をとり、あえて「環境基本法」と銘打って議論し

議会を通したということです。

翻って２０世紀前半、第一次大戦後に生まれた

CIAM（国際近代建築家会議）が創った「アテネ憲

章」を紐解いてみましょう。「太陽、空間の広がり、

緑」を都市計画の３要素」としたのは有名ですが、

同時に当然の事として建築と都市は一体的に考え

られていることにも注目したいと思います。 曰く；

「建築と都市は他人に対する友愛に満ちた配慮」

「建築は都市を構成する全てのものの要である」

「建築は都市の住みよさと美観に責任がある」

「風景は建築構成の基盤である」

「都市計画は三次元の科学である」

「都市の建築を担保するのは都市計画」

「都市計画を現在のような不都合な事態，二次元

の科学（道路管理者の手中に握られている不幸

な道具）から解放して第三の次元を与え，あらゆ

るものを集約して統一性、関連性、総体としてまと

めうるものとすべきだ」等々

これが現在に至る迄国際的に共有されて来た近代

的市民社会を目指す建築まちづくりのテーゼだっ

た筈です。ところが驚く事にわが国では依然として、

そしてまた当然のように、官僚の世界では建築と都

市とが別々に扱われています。今後の日本市民社

会の建築まちづくりの理念となる筈の基本法そのも

のがもしどちらかというと「建築」の枠内で論じられて

いるのであれば、われわれ建築家、都市計画家の

頭は百年近く進歩をやめてしまったのか、建築、ま

ちづくり関係者の精神はそこまで官僚的縦割りに

支配されてしまっているのかと、疑問が出ても仕方

ないでしょう。この点はなんとか打開し根本的な改

革を実施して行きたいものです。

ながしま こういち
1936年 東京生まれ、早稲田大学建築学科卒／ハーバード
大学GSD計画大学院／槙総合計画事務所取締役を経て現職
早稲田大学、シンガポール大学、シドニー大学、東京大学、
東京芸術大学、横浜国立大学で教える／主な著書「The City
in Conflict」(共著)／訳書「現代建築の哲学」／
日本建築家協会新人賞（1981年）／JIA25年賞(2009年)
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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２回＞

＜主 催＞日本建築学会 都市・社会システムの戦略検討特別調査委員会

テーマ：建築関係法の課題 －建築基準法単体規定を中心に－

日 時：7月5日（月）午後1時30分から5時 30分

場 所：建築会館会議室

司 会：五條 渉（（独）建築研究所 住宅・都市研究グループ）

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、人口減少、少子高齢化という社会システムの大きな変換を認識し、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。この機会に、これまでの日本建築学会等による研究成果を元に、

長期的、分野横断的視野に立って、幅広く建築・まちづくり・都市に関する社会システムを根本から考える

予定である。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、議論の深耕を図りたい。

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、議論を行いたい。

講演概要：

（１）松本光平：建築規制法の意義と限界

自由な社会経済活動は、何等かの意味で利害の衝突が起こる。「市場」は「政府」と同様に市民の利害の調

整の機関である。建築規制制度は、この市場が失敗した場合に、市場に代わって政府が社会経済活動を調整

するための道具と見ることができる。しかし、制度の基礎にある社会規範と執行体制は、「言語」の特徴から

由来するさまざまな「限界」がある。

（２）神田順：建築基本法制定の意味

構造安全性についての新しい価値観が必要だ。法は、政治の中で増殖することから、どうしても権力側の

価値観のもとで規制がなされる。市民社会の中で、専門家が力を発揮できるような制度を、という価値観に

基づく法体系を考えてこなかった反省を、建築学会は市民の立場で行う必要がある。建築基本法制定を新し

い社会制度へ向けての足がかりにしよう。

（３）辻本誠：メンテナンス無しの規制法

マスキー法成立からの35年で、規制対象のうち、他は環境値が下がっているのにNO2濃度だけは規制前後

でほぼ変わっていない。日影規制は、日照時間に対する心理的評価の中間位置で受忍限度を定めたが、35年

での心理量の変化は考慮されなくていいのだろうか。同様の規制の硬直化は安全の分野でも同様で、より合

理的な規制の方法論こそが議論の対象になるべきである。

（４）杉山義孝：建築ストック社会における建築規制の在り方

建築ストック社会では既に存在する建築物に対しての規制がウエイトを占めてくる。既存の存在を認めつ

つ、建築物の水準向上を図っていくためには、目標設定と達成手段において従来にない考え方や方法また行

政介入の仕方が求められる。そして建築ストックの維持向上には建築主や建築物所有者等の社会的責任が一

層重要なものとなる。また現状のフローとストックに対する経済的、法律的インセンティヴの不平等を選択

的なものに変えていくことが建築ストックの活用に必要である。

参 加 費 会員：1,500円 会員外：2,000円 学生：1,000円

定 員 40 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３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：裁量性を有する建築規制の可能性

日 時：7月13日（火）午後1時30分から5時 30分

場 所：建築会館会議室

司 会：森田 嘉久（前・日本建築家協会専務理事）

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（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。

講演概要：

（１）中井検裕：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。

（２）柳沢厚：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。

（３）黒木正郎：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）松本昭：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。

参 加 費 会員：1,500円 会員外：2,000円 学生：1,000円

定 員 40 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）13 時 30 分～17 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，芝浦工業大学工学部教授）

記 録：田中傑（芝浦工業大学工学研究科 PF 研究員）

趣旨：

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（法政大学法学部教授）：建築基準法改正私案

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（東北芸術工科大学デザイン工学部兼教養教育センター教授）：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（神楽坂キーストーン法律事務所）：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（東京大学大学院新領域創成科学研究科教授）： 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。

コメンテーター：辻本 誠（東京理科大学教授）、松本 昭（東京大学大学院、東洋大学講師）、

三井所 清典（㈱アルセッド建築研究所代表取締役）

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 TEL：03-3456-2051 FAX：03-3456-2058


