
通時性を考慮した地方都市の都
市形成計画に関する一連の研究

Diachronic Urban Formation Planning 
in Local City

豊橋技術科学大学

浅野 純一郎



研究の背景
・⼈⼝減少時代への都市計画のパラダイムシフト
・都市計画⾏政の着実な蓄積
旧法から100年、新法から50年
・モータリゼーションの功罪
・東京⼀極集中と地⽅の衰退
・⾃治体公務員のジェネラリスト養成と都市計画⾏政
・多様なまちづくり担い⼿の成⻑と知⾒の共有化
・地⽅分権と⾸⻑決定による都市計画・・・

制度の細分化･専⾨化が進む中で、今時課題の解決には
横断的で包括的なアプローチが求められるだけでなく、
⻑期的な時間スパンで通時的な事象把握を組み込む
必要性があるのではないか・・・



研究の⽬的
本研究は、過去の都市計画史や市街地形成経過の総合
的な理解に基づいて今時都市構想を検証し、都市構造
構築及び郊外⼟地利⽤計画によってその実現をはかる
⼿段を「通時性を考慮した都市形成計画」として定義
した上で、
（１）地⽅都市を対象とし、近代以降の市街地形成経
過や都市計画法適⽤経過を歴史的に明らかにすること、
（２）モータリゼーション後の⼟地利⽤変化や市街地
縮⼩の実態と⼟地利⽤課題を⽰し、これら今時の課題
に対する⼟地利⽤制度運⽤や都市構造構築のあり⽅を
セットで⽰すこと、
（３）その妥当性の根拠として市街地形成経過理解の
今時都市計画への⽰唆の⽅法を試みること、
を⽬的とする。



研究のフレーム
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第一部
近代初期から旧都市計画法時代の都市
形成史及び都市計画史

第⼀部では、まず⾨前町都市である⻑野市に着⽬し、近
代初期から1969年までの市街地形成経過及び旧都市計画
法（旧法）による法定都市計画の適⽤経過を明らかにし
た（2章）。
次に旧法の初期適⽤都市43市における都市計画（都市計
画区域、街路、地域）適⽤の特性を多数同時の⽐較⼿法
によって捉え（3章）、この⽅法を戦災復興都市計画に
おいても準⽤した。その上で戦災復興都市計画とその事
業実施が⾼度経済成⻑期の市街地形成にどう影響したの
かを検証した（4章）。



・旧⾨前町都市37市を対象とした明治初期から昭和初期
の市街地形成経過の定型化（論1）

・⾨前町由来の唯⼀
の県庁所在都市、⻑
野市の近代初期市街
地形成経過の解明
（論2、3）

城下町都市とは異な
る形成論理があるこ
とを⽰す

第２章 ⾨前町都市の近代期市街地形成経過



・⻑野市を対象とした⾨前町都市基盤への法定都市計画
適⽤の経過とその特性の解明（論4）

・初期都市計画~戦
中時の断絶と戦後都
市計画の適⽤経過の
解明（論5）

先進的な遊覧都市構
想の存在と戦中期の
断絶、戦後の都市計
画停滞の中で、初期
構想喪失の経過を⽰
した

第２章 ⾨前町都市の近代期市街地形成経過



⼤正期迄に旧都市計画法が適⽤になった中⼩都市43市
に対する法定都市計画樹⽴の多数同時⽐較研究(論6~8)

・都市計画区域画定の
⽅法と実際の解明（論6）

・各都市街路計画を形式
種類と計画規模から定式
化・類型化（論7）

・基準的地域指定⽅法の
内容と即地的な指定の実
際を解明（論8）

第３章 戦前初期法定都市計画導⼊の試みと実際
３−１．百年の⼤計としての初期都市計画



第３章 戦前初期法定都市計画導⼊の試みと実際
３−１．百年の⼤計としての初期都市計画

初期都市計画における都市計画区域指定、街路決定、
地域指定は、各都市の地域的⽂脈を読み込みながら、
⽩図の上に将来の都市構想（百年の⼤計）を描く⼤
きな機会であったことを⽰した。



・官僚プランナーの計画意図が各都市の初期都市計画に
明快に反映した事例の発掘と実証（論9~11）。

・⿊⾕了太郎
（愛知県や鶴岡市）:
⼭林都市、区画整理、
理想の都市経営
（論9）

・⼭⽥博愛(⻑野市):
遊覧都市構想、パー
クシステム、組合区
画整理指導（論10）

・⽯川栄耀(豊橋、岡崎、⼀宮)：理
想の都市フォーム：愛知型の適⽤、
放射環状道路、親和計画(論11）

３−２．官僚プランナーによる地⽅都市計画論

山田博愛



・戦災復興街路計画の特
徴と戦前期計画との関係
解明（論12）

・戦災復興⽤途地域の
指定特性と戦前期からの
進展性（論13）

・戦災復興都市計画によ
る新たな都市構想樹⽴
事例の発掘（論14）

旧法適⽤初発の中⼩都市43市で、戦災復興都市となった
28市に対する復興都市計画の多数同時⽐較研究(論12~14)

第４章 戦災復興都市計画適⽤の実際と⾼度経済成⻑期の都市形成経過
４−１．戦前都市計画との関係からみた戦災復興都市計画適⽤の実態



第４章 戦災復興都市計画適⽤の実際と⾼度経済成⻑期の都市形成経過
４−１．戦前都市計画との関係からみた戦災復興都市計画適⽤の実態

・戦災復興街路計画は
先端的計画技術の導⼊
の場であったが、街路
形式は戦前期の踏襲性
が強いこと、⽤途地域
指定には戦前期から多
様な変化･進化が認めら
れるも、専⽤地区の導
⼊はごく⼀部にとど
まったこと、戦災復興
計画で新たな都市構想
を描く事例があったこ
と（⾼知、熊本、岡⼭、
岐⾩）を⽰した。



⽤途地域、DID、⼟地区画整理の3要素による戦災復興か
ら当初線引き期の市街地形成経過特性の解明(論15~16)

・戦災都市：
復興区画整理基盤を⽣か
し順調に市街地形成を進
める都市から基盤整備低
調化に向かう都市まで差
異が⾒られる（論15）。

・⾮戦災都市：
復興区画整理基盤がなく、
戦後の区画整理実施が低
調に推移、都市計画の⾒
直し⾃体も遅れた都市が
多い（論16）。

４−２．戦災復興都市計画と⾼度経済成⻑期の市街地形成経過との関係性



第二部
新都市計画法制定以降の都市展開

第⼆部では、まず新都市計画法制定以降の市街地形成経
過の特⾊であるモータリゼーションの⼟地利⽤問題を取
り上げた。その典型例として、道路整備の進展に伴う沿
道⼟地利⽤やロードサイド開発の実態と課題を検証した
（5章）。
さらに成熟期や⼈⼝減少期に⼊った⼟地利⽤問題として、
DID縮⼩区域の⼟地利⽤実態と⼤型店に代表される商業
施設の空洞化問題を検証した（6章）。



地⽅都市における幹線道路整備インパクト(論17)、線引
き都市における郊外ロードサイド開発の実態と整備課題
(論18~20)、⾮線引き都市における郊外ロードサイドの整
備課題(論21~22)、遠郊外宅地開発の実態(論23)の解明。

・冬季五輪に伴う⻑
野市の幹線道路整備
のインパクト（沿道
⼟地利⽤進展との⼀
体性）を実証(論17)

・⻑野県を対象とし
た⼤型店⽴地特性と
沿道⼟地利⽤整備課
題の抽出(論18)

第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題

・北陸甲信越の地⽅都市を対象と
した郊外ロードサイドへの「⼟地
区画整理+地区計画」適⽤の効果
と課題の実証的解明（論19、20）

線引き都市計画区域の場合、調整
区域へのロードサイドの拡⼤防⽌
が可能、区画整理+地区計画の組み
合わせが計画的整備には必須であ
り、⾼需要地には総量規制的な施
策が必要なことを明らかにした。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
・⾮線引き⽤途指定区域外や広域農道沿道における
ロードサイド⼟地利⽤の実態と課題の解明(論21、22)

⾮線引き⽤途指定区域
外のロードサイド⼟地
利⽤規制の脆弱さや限
界を指摘（特定⽤途制
限地域の創設がされる
も、調整区域に準じた
防⽌的措置は依然不⼗
分である）。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題

・遠郊外宅地開発事例として、別荘地(⻑野市飯綱⾼
原)の定住･宅地化の実態と⼟地利⽤課題を実証(論23)

モータリゼーシ
ョンにより、宅
地開発の⾶び地
拡⼤の可能性が
⾶躍的に⾼まっ
ている実態や、
⾮市街地での開
発進⾏後の対応
の⼤変さを実証
した。



DID縮⼩区域に着⽬した市街地縮⼩の実態(論24、25)、⼟
地の低需要化に伴う地上設置型太陽光パネルの設置状況
(論26)、中⼼市街地における⼤型店閉店の実態と課題(論
27)、郊外商業集積地衰退の実態(論28)を解明した。

・市街地縮⼩を共通の尺度で測るために、DID縮⼩区域
の発⽣実態を全国レベルで調査（論24、25）

第６章 ⼈⼝減少初期の市街地縮⼩の実態

2005~2010年間に、
⼈⼝ベースで全国
地⽅都市の約6割、
⾯積ベースで約3割
でDID縮⼩が発⽣。
線引き都市より⾮
線引き都市で特に
深刻である。



・⽥原市を対象として、地上設置
型太陽光パネルの設置分布状況、
⼟地利⽤規制との関係、周辺住⺠
の問題意識、相隣環境問題を解明
（論26）。

第６章 ⼈⼝減少初期の市街地縮⼩の実態

・北陸甲信越地⽅を対象とし、中⼼
市街地における⼤型店閉鎖の実態と
後利⽤･跡地利⽤にむけた対応の課
題を考察(論27)。
・⻑野県を対象とし、郊外商業集積
地の盛衰の実態を解明（論28）。
新規の幹線道路整備は初期の郊外
型商業集積地の衰退に影響する



第三部
都市計画史研究の今時都市計画課題と
の接続

第三部では、地⽅都市がもつ固有の歴史性、つまり都市
計画史や市街地形成経過と今時都市計画課題を関連付け
て捉える意味やその具体的あり⽅を問題とする（7章）。
まず⻑野市中央道路を対象とした⼤正期道路拡幅事業の
全容解明と今時まちづくりへの適⽤の可能性を検証した
（7-1節）。
次に戦前及び戦災復興期の都市計画実施経過の通時的解
釈を踏まえ、今時課題との関係や対処法への⽰唆を論じ
た。さらに戦災復興事業と中⼼市街地活性化事業との関
係性に着⽬することで基盤整備の継続性と効率的な整備
のあり⽅を検証した（7-2節）。



・中央道路（善光寺参
道）拡幅整備の全容解
明と善光寺に向けたビ
スタ形成の計画思想の
存在を発⾒（論29）

⼤正期の⻑野市中央道路拡幅整備の全容解明と今⽇的意
義の考察(論29)、⻑野市と豊橋市の⽐較による戦前都市
計画構想のその後の変容と要因の考察（論30）

第７章 通時的な市街地形成経過理解を踏まえた今時都市計画へ
の適⽤の試み

７-１. 戦前期都市計画の今時都市計画への援⽤

昭和初期

2001年時

過去の都市計画構想に
は今⽇的活⽤に相応し
いものが隠されている



・⻑野都市計画（⼭⽥博愛の遊覧都市構想）、豊橋都市
計画（⽯川栄耀の愛知型モデルの適⽤）の初期都市計画
の実施経過を当初線引き時にかけて⽐較検証(論30)

2001年時

⻑野都市計画･･･
戦中の⽤途解除、戦後
の停滞の中で計画変更
が繰り返され霧散。

豊橋都市計画･･･
活発な組合区画整理、
戦災復興事業の実施等
を経て、主要基盤がほ
ぼ実現。

第７章 通時的な市街地形成経過理解を踏まえた今時都市計画へ
の適⽤の試み

７-１. 戦前期都市計画の今時都市計画への援⽤



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
戦災復興都市の⾼度経済成⻑期から当初線引き時にかけ
ての実質的市街地拡⼤の特性の解明(論31)、戦災復興事
業基盤と中⼼市街地活性化事業との関係の解明(32~34)、
復興事業による背割り通路の存在の発⾒（論35）

７-２．戦災復興事業と今時中⼼市街地再⽣との接続

・戦災復興都市の市街地
拡⼤パターンとその要因
を定式化（論31）
モータリゼーション以前で中
⼼から遠距離に影響が及ぶの
が鉄軌道を中⼼した公共交通
軸。こうした都市では、⽴地
適正化計画の集約モデルに妥
当性が⾒られる（1970年頃へ
の回帰）



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
・戦災基盤と中活事業との関係を、17市の⽐較により計画区
域、事業重複の有無、事業戦略の⽅向性から実証（論32）

７-２．戦災復興事業と今時中⼼市街地再⽣との接続

・論32を具体化する形で、
戦災基盤と中活事業による
区画整理事業導⼊の関係性
(論33)、戦災事業による駅前
広場整備と中活による駅前
空間整備の関係性（論34）
を、各論として詳述した。

中活事業では、戦災事業との重
複をさけながら、拠点や拠点間
ネットーワークの形成等、事業
の選択と集中が進⾏。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
・浜松市を対象に戦災復興事業による背割り通路の設置状
況と現況を沿道⼟地利⽤を含めて解明（論35）

７-２．戦災復興事業と今時中⼼市街地再⽣との接続

都市計画遺産としての背割
り通路の再評価の必要性、
今⽇的な活⽤のあり⽅を積
極的に考える必要がある



第四部
郊外土地利用計画とコンパクトな都市構造
構築のあり方

第四部では、それまでの市街地形成経過や具体の⼟地利⽤課
題を踏まえ、コンパクトシティ形成に向けた今時都市計画課
題への対応のあり⽅を問題とする。具体的には低密度分散型
市街地構造の抑制に向けた⼟地利⽤制度の適⽤法（８章）と
持続可能な都市構造構築への誘導⼿法である（９章）。
まず、８章では、逆線引き等、線引き運⽤⼿法の可能性と

課題、開発許可条例適⽤による市街化調整区域集落形成の課
題、市街化調整区域地区計画による集落整備の可能性、開発
許可制度による津波危険区域内調整区域の居住適正化を検証
した。９章では、⽴地適正化計画の可能性、公共公益施設再
編や開発許可制度運⽤による地域拠点等の形成にむけた都市
施設誘導の可能性、中⼭間地等、低需要地における住⺠主体
のまちづくり組織による⼟地利⽤管理の可能性を検証した。



・逆線引き事例の全国悉皆調査から適⽤の特性と課題を
考察（論36、37）

逆線引き運⽤の実態と課題(論36、37)、暫定逆線引き⽅
式の実態と今後のあり⽅（論38）、暫定⽤途地域運⽤の
現状と限界（39）を検証･考察

第８章 低密度分散型市街地構造の抑制に向けた⼟地利⽤制度の
適⽤

８-１. 線引き運⽤による適正市街地形成の可能性

2001年時

⼈⼝減少下において安易
な⼈⼝フレーム操作をす
る前に可能区域の逆線引
きを優先する必要性。
逆線引きの狙いに即した
その後の開発許可制度運
⽤（その整合性）が重要。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
・暫定逆線引き事例の全国悉皆調査から適⽤の特性や現
状と課題を考察（論38）

８-１. 線引き運⽤による適正市街地形成の可能性

現在も暫定状態が継続する事例
では、市街化区域編⼊と解除の
双⽅への移⾏が困難。暫定状況
の⻑期化容認等、柔軟な運⽤に
同⽅式の今後の可能性がある。

・暫定⽤途地域制度を当初線
引き時から運⽤する愛知県を
対象に、同制度適⽤の実態を
検証（論39）
暫定⽤途地域指定下で基盤整備未
実施かつスプロール進⾏事例が存
在。現時点での対応に⼿詰まり感。
同制度運⽤には限界がある。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
開発許可条例適⽤の効果や問題点を全国悉皆調査で解明
(論40)、開発⾼需要地での34条11号条例適⽤の課題検証(論
41)、⼟地利⽤計画の⼀環としての担保事例の評価(論42)

８-２．開発許可条例適⽤による市街化調整区域集落形成の功罪

・都市計画法34条11号及び12号条例適⽤の狙いや意向を
全国悉皆調査で解明、代表的8市の施⾏前後の変化を開
発許可データから検証（論40）

開発許可条例の
緩和の程度は、
区域指定範囲と
許可⽤途の2点
で把握可。特に
前者の緩和が影
響⼤。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
・26万超の調整区域⼈⼝をもつ浜
松における34条11号条例適⽤(市街
地縁辺集落制度)の実態検証(論41)

８-２．開発許可条例適⽤による市街化調整区域集落形成の功罪

開発⾼需要地における適⽤の場合、有
効な調整区域⼟地利⽤計画の実現⼿段
にはなり得ない。

・北部地域に限定し、⽥園まちづ
くり制度（34条12号による特別指
定区域の活⽤）として運⽤する加
古川市の実態解明（論42）
開発低需要地への開発許可条例の適
⽤。独⾃のまちづくり制度の担保⼿
段としての開発許可条例を活⽤。調
整区域⼟地利⽤計画の成功事例。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
ロ型地区計画(調整区域地区計画)の導⼊効果や問題点を全
国悉皆調査で解明(論43)、町内の⼤半の集落をロ型で管理
する福岡県久⼭町の現状と課題の検証(論44)

８-３.市街化調整区域地区計画による集落整備の可能性

・調整区域の詳細⼟地利⽤計画を描きうる制度としての地区
計画。特にスプロール地に対応するロ型の適⽤事例を全国悉
皆調査から定式化･類型化した(論43)

地区計画による調整区域の詳細⼟
地利⽤計画を実現化。
開発許可制度の運⽤で、分家住宅
等のバラ建ち防⽌も実現。ただし、
適切な⼈⼝フレームとの整合がな
ければ、単なるスプロール誘発の
懸念あり。

・久⼭町における調整区域地
区計画の導⼊経緯、集落への
ロ型適⽤の効果を解明(論44)



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
同程度の津波浸⽔リスクのある調整区域を抱える浜松市と
磐⽥市の⽐較から、開発許可制度運⽤による適正居住誘導
の可能性を検証(論45、46)

８-４. 津波危険区域内調整区域における適正居住誘導の可能性

・東⽇本⼤震災前から開発許可条例を適
⽤し、震災後は避難施設の緩和規定を設
けた浜松市の実態解明(論45)

開発許可制度の
緩和的運⽤は、
災害リスク対応
を難しくすると
共に、運⽤の再
厳格化への移⾏
も難しくする

・東⽇本⼤震災前後を通じ、通常の開発
許可制度運⽤を⾏った磐⽥市の実態解明
(論46)

磐⽥市

浜松市



・線引き運⽤の持続に潜在的課題のある⼈⼝フレーム枯渇都
市における⽴地適正化計画の課題を考察(論47)

⼈⼝フレーム枯渇都市における⽴地適正化計画の策定課
題の検討(論47)、中⼼市街地活性化計画と⽴地適正化計
画による中⼼拠点整備の関係の解明(論48)

第９章 持続可能な都市構造構築への誘導⼿法
９-１. ⽴地適正化計画によるコンパクトシティ形成のあり⽅

2001年時

広⼤な市街化区域と充実した公共
交通網を有する都市では⽴地適正
化計画への期待⾼、逆に産業系開
発等を郊外に誘致してきた低密度
分散型都市では、⽴地適正化計画
の効果が⾒込みづらい。
拡⼤型都市計画から縮⼩型都市計
画への移⾏に際し、計画の整合性
や連続性が結局課題となる



・中活基本計画と⽴地適正化計画の両⽅を策定する24市
から、両計画の関係性を定式化・類型化(論48)

第９章 持続可能な都市構造構築への誘導⼿法
９-１. ⽴地適正化計画によるコンパクトシティ形成のあり⽅

2001年時

両計画活⽤（整合性を考慮した
⼀体的活⽤~⽬的に応じた役割
分担的活⽤~どちらかへの計画
の集約等）のバリエーションが
多様化。
計画の⽬的に応じた整合性、担
当部署間の連携等が重要に。



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
地域拠点の中⼼性の観点からみた公共施設統廃合の実態
(論49)、商業環境適正化に向けた⾃治体施策の効果と課題
(論50)、調整区域開発許可制度運⽤による介護施設(論51)
や⼯業系施設の規制誘導の課題(論52~53)の解明

９-２. 拠点形成に向けた都市施設誘導の⽅策

・総務省主導で進む公共施設統廃合の実態と、都市計画における
拠点設定や実際の空間構成との関係を全国の合併市115を対象と
して解明（論49） 都市計画と連携した公共施設統

廃合事例は希有
・⼤規模⼩売店⽴地誘導を⽬的と
した⾃治体独⾃の商業環境適正化
施策の実態と課題を、先進事例
(⾦沢、⻑野)から⽐較検証(論50)
・⽴適に連動させ拠点形成への⽀
援的活⽤が今後考えられる



・市街化調整区域への⽴地が進む介護保険福祉施設の実
態と開発許可制度による誘導課題を豊橋市を対象として
実証(論51)

９-２. 拠点形成に向けた都市施設誘導の⽅策

通所系と⼊所系施設
で異なる⽴地形態。
⼩規模施設が多い通
所系のバラ建ち(ス
プロール)防⽌、規
模が⼤きい⼊所系施
設の計画的誘導の必
要性（集約型都市構
造に即した拠点形成
との連携が課題）



・東三河地域を対象とした市街化調整区域における⼯業
系開発の実態と開発許可制度運⽤の課題を検証(論52)
・浜松市の市街化調整区域における⼯場系⽴地誘導地区
制度の効果と課題を検証（論53）

９-２. 拠点形成に向けた都市施設誘導の⽅策

⼯業系都市におけ
る調整区域⼯場開
発の需要の⾼まり、
不⼗分な計画的⽴
地誘導と相隣環境
保全の現状。
調整区域⼟地利⽤
⽅針での位置づけ
や総量規制的施策
の検討が必要

表7　面積5,000㎡以上の工場開発案件の立地誘導地区基準との整合性

件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 % 件 件

5000～10000 3 25.0 3 25.0 5 41.7 7 58.3 8 66.7 1 8.3 3 25.0 4 33.3 8 66.7 0 0.0 3 15

10000～ 0 0.0 4 36.4 2 18.2 8 72.7 3 27.3 3 27.3 5 45.5 7 63.6 4 36.4 0 0.0 0 11

5000～10,000 3 50.0 3 50.0 4 66.7 2 33.3 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 100.0 0 0.0 3 9

10000～ 2 50.0 1 25.0 3 75.0 1 25.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 100.0 1 25.0 0 4

隣接 近接

農地との関係 ※1

隣接 近接

※1　対象敷地と隣り合う場合を「隣接」、対象敷地から直線距離が50m以内にある場合を「近接」とする。　　※2 Wは道路幅員の意味。　※3　小中学校から

500m以内のものをカウント。　尚、各割合は合計から判別不可を除いた値を母数として算出している。

制度施行前

(1999-2007)

制度施行後

(2008-2009)

合計
面積[㎡] 9m≦W＜12m 12m≦W

通学路との

関係 ※3あり

判別

不可なし

歩道

W＜9m

前面道路との関係※2集落との関係 ※1



第５章 モータリゼーションによる市街地展開と⼟地利⽤課題
中⼭間地や農村集落等、開発低需要地における⼟地の利⽤
管理の今後のあり⽅として、掛川市の⽣涯学習まちづくり
⼟地条例による取り組み(論54)や飯⽥市の地域⾃治組織の
活動事例(論55)を検証

９-３.住⺠主体のまちづくり組織による低需要地の⼟地利⽤管理の可能性

・バブル期の⼟地投機的開発対応を⽬的
に⽣まれた掛川市の⽣涯学習まちづくり
⼟地条例の運⽤経過と現状を解明(論54)

各特別計画協定区域の設⽴当初のまちづく
り協定は、改定実績がなく、運⽤も⾃治区
任せで現在も運⽤。
ただし、そのまちづくり協定の枠組みの中
で、多様なソフト的取り組みが個々の区域
で進展。必要の⾼まりに応じ、⼟地の低需
要化による⼟地の利⽤管理への移⾏が住⺠
主導で進んでいる



・独⾃の⼟地利⽤基本条例及び⼟地利⽤調整条例を地域
⾃治区制度と連動させる飯⽥市の取り組みの功罪を検証
(論55)

９-３.住⺠主体のまちづくり組織による低需要地の⼟地利⽤管理の可能性

・各⾃治区の意向に依存
した⼟地利⽤のルールづ
くり･･･統⼀的ルールや
基準の不在(負の側⾯)
・活発なまちづくり委員
会の活動･･･地区レベル
での多様な地域振興的活
動の勃興。中⼭間地域等
の⾮市街地における拠点
の実態が、アクティビ
ティによることを明快に
⽰す成功例(正の⾯)。



総括

本編全体は計画系論⽂集22編、技術報告集8編、都市計
画論⽂集23編、住宅総合研究財団研究論⽂集1編、都市
計画法制定100周年記念論集1編から構成。



まとめ
・第⼀部において、研究空⽩領域であった⾨前町都市の都市計
画史、初期法定都市計画の地⽅中⼩都市への適⽤実態の全体像
の解明、初期都市計画との関連からみた戦災復興都市計画の新
しい実像とその後の市街地形成経過との関係解明を⾏った。

・第⼆部において、モータリゼーションによる⾃動⾞対応型市
街地形成が進んだ1970年代以降の地⽅都市の⼟地利⽤課題を、
ロードサイドや郊外型商業開発の実態解明として⽰し、さらに
⼈⼝減少期に⼊った地⽅の⼟地利⽤課題をDID縮⼩区域や地上設
置型太陽光パネル等、新しい⼟地利⽤事象の実態を通して継続
的に捉えた。

・第三部において、都市の特定地区における街並み景観整備、
中⼼市街地の活性化戦略や拠点形成⼿法、都市全体におけるマ
スタープランや都市構想レベルの計画に対し、そのあり⽅や妥
当性の検証に都市計画の史的事実の蓄積が判断基準になり得る
ことを⽰した。



まとめ
・第四部において、コンパクトシティ形成に必須である今後の
郊外⼟地利⽤計画と集約型都市構造構築のあり⽅を⼀体的かつ
総合的に⽰した。開発規制を単純にイメージしがちな郊外⼟地
利⽤規制と中⼼市街地再⽣や地域拠点形成等の新たな開発誘導
のあり⽅がどう内的に整合するのかを具体的に提⽰し、両者を
踏まえた都市形成計画の⼿法としてその具体を⽰した。

・全体を通じ、不確実性の時代の都市計画を考える⽅法として、
⼟地利⽤研究と都市計画史研究を総合し、地⽅都市の「通時性
を考慮した都市形成計画」として全体理解の必要性とその⽅法
論を具体的に⽰した。つまり、各都市固有のコンパクトシティ
の実現に向けた、都市構造構築と郊外⼟地利⽤計画を⼀体とし
た都市形成計画の⼀つの有り様を⽰した。



まとめ



候補論文リスト

第⼀部
近代初期から旧都市計画法時代の都市形成史及び都市計画史

第２章 ⾨前町都市の近代期市街地形成経過
1. 尾越⿇美・浅野純⼀郎、「⾨前町都市の近代都市形成経過に関する研究」、⽇本建
築学会技術報告集第19巻第42号、pp.725〜730、2013.6

2. 浅野純⼀郎、「国宝善光寺本堂はなぜ現在の場所に建てられたか？ 〜善光寺表参
道軸線実測調査から得られた仮説〜」、⽇本建築学会技術報告集第14巻第28号、
pp.635〜640、2008.10

3. 浅野純⼀郎、「⾨前町における近代都市計画の展開 〜明治･⼤正期における⻑野市
の市街地形成と市区改正計画に着⽬して〜」、都市計画239号、⼀般研究論⽂、
pp.108-118、2002.11

4. 浅野純⼀郎、「⻑野都市計画の策定経過に関する研究 〜1868-1930年間を対象とし
て〜」、⽇本建築学会計画系論⽂集第557号、pp.265-272、2002.7

5. 浅野純⼀郎、「戦前期に策定された地⽅都市の都市計画の施⾏経過とその連続性に
関する研究 〜1930-1969年間の⻑野都市計画を対象として〜」、⽇本建築学会計画
系論⽂集第580号、pp.133〜140、2004.6



第３章 戦前初期法定都市計画導⼊の試みと実際
３−１．百年の⼤計としての初期都市計画
6. 浅野純⼀郎、「旧都市計画法による最初期の都市計画区域指定に⾒る計画技術･思想
とその実際に関する研究 〜⼤正期迄に旧都市計画法が適⽤された中⼩都市43市を対
象として〜」、⽇本建築学会計画系論⽂集595号、pp.125〜132、2005.9

7. 浅野純⼀郎、「旧都市計画法による初期街路計画の⽴案とその特⾊に関する研究 〜
⼤正期迄に旧都市計画法が適⽤された中⼩都市43市を対象として〜」、⽇本建築学会
計画系論⽂集603号、pp.121〜129、2006.5

8. 浅野純⼀郎、「旧都市計画法及び市街地建築物法による初期地域指定の⽅法に関する
研究 〜⼤正期までに旧都市計画法が適⽤された中⼩都市43市を対象として〜」、⽇
本建築学会計画系論⽂集77巻第680号、pp.2389〜2398、2012.10

３−２．官僚プランナーによる地⽅都市計画論
9. 浅野純⼀郎、「⿊⾕了太郎の都市計画思想と共同社会について」、⽇本建築学会計画
系論⽂集75巻653号、pp.1687〜1696、2010.7

10.浅野純⼀郎、「⻑野都市計畫と⼭⽥博愛 〜1920年代から1930年代初期の⻑野都市
計畫に関する研究〜」、都市計画論⽂集37号 pp.877-882、2002.11

11.浅野純⼀郎、「⽯川栄耀の初期の都市計画思想と中⼩都市における実践について
〜「郷⼟都市の話になる迄」と豊橋、岡崎、⼀宮の都市計画から〜」、⽇本建築学会
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