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日本都市計画学会関西支部 平成 18年度 シンポジウム 

 

「人口減少・市街地縮小時代のまちづくりを考える」 

－ 改正都市計画法が目指すまちの姿とは － 

 

 主催：社団法人日本都市計画学会関西支部企画事業委員会 

 

平成１８年９月１２日（火)      

午後１時30分～５時15分      

大阪市立大学文化交流センター       

 

１．挨拶                 企画事業委員会委員長    佐藤 道彦  

 

２．基調講演（13:35～14:25） 

『市街地縮小時代のまちづくり』 

東京工業大学大学院教授   中井 検裕 氏 

 

ご紹介いただきました東京工業大学の中井でございます。本日はこのような場にお招きいただきま

して誠に光栄でございます。３回シリーズの３回目、特に今回は都市計画法を中心にということでご

ざいますので、今回の都市計画法の改正経緯などに触れながら、最後のほうに少し本来のタイトルに

沿った話をしたいと考えております。今般の都市計画法の改正に至った議論の経緯等を中心にお話を

進めさせていただきたいと思います。 

元々のまちづくり三法は、1998 年から 2000 年にかけて制定、改正されたものですが、この時は大

型店をどう立地調整をしていくかということが大きな問題になっていました。それまで、大規模店対

中小商店という図式の中で、大規模店をどう押さえ込んでいくことがずっと行われてきたわけですが、

商業調整は基本的に消費者の利益にならないということで、特にいろんな外圧もあったわけですけれ

ども、少し都市構造の問題として捉え直しましょうというのが、元々のまちづくり三法の観点です。 

従って、今回突然、都市構造の話が出てきたわけではなくて、都市構造という観点から、都市構造

を決める一つの大きな要素である大規模店に着目したという、こういう考え方の転換そのものがあっ

たのは1998年頃の議論でございます。大規模店対中小商店という商業の中の議論から、中心市街地対

郊外という都市構造上の考え方や理念の転換をしたわけです。その結果、中心市街地を郊外に比べて
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守り立てていくという議論になったわけですけれども、道具立てとして用意した３つがそれぞれ殆ど

機能していないということが最も簡単に言うところの今回の改正の背景であろうかと思います。 

この時の中心市街地活性法で、基本計画は全国で700くらい、ＴＭＯは350くらい活動しています

けれども、前から頑張っていたところはそれなりに頑張っているけれども、この仕組みができたから

中心市街地が活性化したという状況は少ないのではないでしょうか？ 

じゃあ、なぜ、このときの改正、体制が機能しなかったか。98年改正は、特別用途地区を基本的に

市町村に自由化をしたということです。2000年改正は分権一括法との関係で、基本的に市街地の成長

をコントロールする枠組みである線引き制度を義務制ではなく選択制にいたしました。三大都市圏は

義務化されたままですけれども、地方都市については選択制にした。それから、用途白地について用

途を制限するゾーニング制度である特定用途制限区域を創設いたしました。それから都市計画区域外

で準都市計画区域ですとか、あるいは開発規制を都市計画区域外でも行うことができるというような

ことを整えたわけです。それから2002年改正で一つの目玉である提案制度ができたわけです。 

どう使われてきたかと言うと、商業を規制した特別用途地区は 10 ケースしか全国でありません。

一番最初は、福岡県の大宰府の「門前町用途地区」で、門前町の商業環境を保全しています。愛知県

の豊田市の特別用途地区では国道沿いの準工業地域について、3,000 ㎡以上の工場、店舗、飲食店、

200 ㎡以上の劇場を規制しましたが、上手くいきませんでした。なぜ、上手くいかなかったかは後ほ

どご紹介したいと思います。それから、特定用途制限区域の例としては、香川と熊本の例は線引きを

廃止するときに、いくらなんでもそのまま元に戻すのはまずいということで、旧調整区域に特定用途

制限区域を貼り付けた。その中でも熊本の荒尾は真面目に商業立地の規制をやっているんですけれど

も、その意味でも特定用途制限区域はどちらかというと線引きの代替手段として一般的に使われてお

り、特に郊外のある種の大規模用途を規制しようという意図で使われている。唯一といってもいい例

が山口の宇部で、これは国道沿道、国道を中心とした地域で床面積1,500㎡と大規模な商業を規制し

た。次に、準都市計画区域は私の知る限りでは全国で３つか４つしか例がありません。これは群馬県

の前橋だったかと思います。準都市計画区域は都市計画区域の外であっても市街化が見込まれるよう

な地域に準都市計画区域をかけて用途指定なりをしていく。現実に使われているのはどちらかという

と農村集落的な意味合いで使われている。従って、都市計画区域外の市街化の滲み出しをきっちり制

御していくために使われている準都市計画区域がいまだかつてないというのが実態でございます。こ

とごとく、この時に用意された仕組みはあまり使われていないというのが実態でございました。 

こういうことを踏まえて今回大きなテーマになった都市計画法のどこがよくなかったのか。郊外の

土地利用規制は非常に緩いというのが第１番目のポイントでございます。欧米では大体都市の真ん中

はいろんなものが建てられて、郊外に行けば行くほど規制が厳しくなるというのが一般的な姿です。

日本は実態的に規制が厳しいのは都市の中心部という、まさに逆転したかたちになっているわけです。

それはなぜかという理由は勿論ありまして、それよりは郊外にはそもそも開発は出てこないだろう、

だから放っておいてもいいんだというのがかなり荒っぽく言えば、そういう理屈で今までの都市計画

法の理屈が成り立っていたわけです。２番目は、大都市を想定した都市計画制度ということで、その

殆どが東京圏を睨みながら変革をしていったというわけで、地方都市の実状に合わないものが少なか

らずあったわけです。今回の改正の大きな議論は、今回は地方都市の問題に基本的に正面から向き合

うことが大事であると、私も議論の席上では申し上げておりましたけれども、特に大都市にそれだけ

問題が集中していたということは勿論あるわけですが、今回ばかりは若干事情は違うと、地方を舞台

とした大きな改正と考えていただければと思います。３番目は、都市計画は基本的に使い手である行
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政がやる気がある、それから特に規制制度は規制を受ける側である住民、地権者の合意がある意味前

提になります。従って、いくら仕組みを作ってもこの条件が満たされないと使われないというのはい

わば当たり前の話でして、特に、特別用途地区にしろ、特定用途制限区域にしろ、準都市計画区域に

しろ、あまり地方部にやる気がなかったんです。地権者も全く乗り気じゃないというのが多くの都市

の実状だということを申し上げても、差し支えないと思います。 

４番目が広域の計画がないということでございます。特に、都市計画法の 2000 年改正で非常に多

くの権限を市町村に下ろしました。今回話題になりましたような大規模な集客施設は当然影響の範囲

が一市町村を超えます。こういうものを規制したい、誘導をしていこうとする場合にはどうしても複

数の市町村が肩を並べて行う必要があるわけですけれどもそれができない。そういうことを調整する

機能が都市計画の仕組みの中になくなってしまったということが課題でございます。それから５番目

が開発規制の問題です。これはいろんな問題があるんだけれども、簡単に言ってしまえば、基本的に

は技術基準で○をつけたり、×をつけたりするので、これは立地規制じゃなくて開発の水準をコント

ロールしているに過ぎないんですね。立地規制はゾーニングのほうに委ねられているというのが日本

の都市計画の基本的な中身ということになります。 

少しデータを見ていきます。延べ床面積 10,000 ㎡以上が今回規制の対象になったものですけれど

も、商業系用途地域が急速に減っていって、調整区域とか非線引き白地とか、都市計画区域外に立地

しているのが特に地方圏で急速に増えてきている。千葉県の茂原の例では、用途の貼られていないこ

の外側に狙い撃ちをするように立地をしてくるかなり典型的な例で、いろんなところで見られるよう

になってきている。農地側のコントロールも杜撰なところがありまして、農用地区域を申請があれば

殆ど抵抗なく外していく。その結果、こういう商業施設集積ができあがっていくわけですね。これは

都市計画区域外です。都市計画区域外に都市計画的施設が、しかも集積してできあがってくるという

のが今回の問題の所在の一つであるわけです。広域調整でよく出される例で、先ほどの特別用途地区

をやった豊田市では真面目に国道沿いの準工業地域に特別用途地区をかけて、中心市街地を守り立て

ていこうとしたわけですけれども、周りがそういう気がなくて、赤いところに大規模な商業施設が出

てくるわけですね。その結果、出てきた市町は小売販売額が大きくなるけれども、豊田はいいことを

やっているにも関わらず、商業販売額がマイナスに落ち込んでいくという努力の結果が報われない状

況が発生しているわけです。熊本市は大規模店について比較的真面目に対応を考えているんですが、

その周りに非線引き白地のところがあって、そこの市町村はこういう施設の誘致に熱心で、これは九

州で最大のショッピングセンターで大体8haくらいあります。開発規制について一つ問題になったの

は病院などの福祉施設ですね。これは今まで開発許可が要らないことになっています。病院は今まで

は中心市街地にあったんだけれども、施設が非常に老朽化してくる、それからベッド数の問題、施設

の近代化の問題、駐車場の問題、こういうことから大体郊外に移転をしていっております。その結果、

今では地方にできる病院の半分は用途地域の貼られていないところですね。これは長野市ですけれど

も、ここが市街化区域で、農村が比較的たくさん残って、農業用途の多い調整区域なんですけれども、

障害者創業施設、病院、デイケアセンター、小学校とか開発許可の要らない施設が、地価が安いので

でてきています。都市計画法はこういう問題を抱えていたという現状がございます。 

次は、中心市街地活性化法をまとめたものですが、５つくらい上げておきます。１つめは、基本計

画がその役割を果たしていないというのが私の認識でございまして、急いだこともありますけれども、

個別の計画を束ねて綴じただけというのもかなり多かったというがございます。２番目は、中心市街

地を市町村に１箇所しか決めてはいけないということで、いろんな事情で殆どが広く中心市街地を設
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定するということが市町村で行われました。300ha、400haというような中心市街地を設定していると

ころもあるわけです。それから、期待されたＴＭＯですけれども、これはやはり商業偏重ということ

だろうと思います。 

以上のように、都市計画法、中心市街地活性化法の２つの道具立てに問題があった。他に、哲学の

問題として、都市構造上、中心市街地のほうが郊外より優遇されないといけないのかということにい

まひとつはっきりと答えられていない。今回もここについては上手くいかなかったということが率直

なところです。どちらかというと中心市街地派というんでしょうが、私もその一人なんですが、人口

減少時代、財政、環境のことを考えたらやはり中心市街地のほうを大事にしていったほうがいいとい

う意見のほかに、もう十分に日本の市街地は拡散しているじゃないか、いままで計画的にそれをやっ

てきたじゃないかという主張ですね。それから住民のニーズは非常に多様化していて、一律に中心市

街地を優遇するのはいかがなものか。それから、今は都市間競争の時代ですから、それぞれの都市が

競争に勝とうといろんな手立てをすることは問題ないじゃないかと、そういったところでいろんな意

見の鬩ぎ合いあるわけです。これは、中心市街地を守り立てていこうというときによく使われるんで

すが、自動車の免許を持っていないと人並みの暮らしができないということからきているグラフです。

新潟と旭川の例ですが、郊外で免許がないと1日のトリップ数が１にも行かない。外に出ない生活が

待っている人がいるわけです。ピンク色が自動車ですが、まだ中心部にいると他に移動手段が徒歩や

自転車とかがあるので移動できるんですが、郊外にいて自動車の免許がないと人並みの暮らしができ

ないというのを表しています。 

都市の経営コストの増大について、青森や富山の例がいつも出てくるのですが、郊外に市街地を広

げていくと都市のコストがどれだけ上がっていくかということを試算した例になります。しかし、所

詮、これは行政のコストの話で、他にもっと節約するところがあるだろうという話が必ずもう一方で

出てきます。どうもこの種の試算をするためのきっちりと理論的な位置づけ、基本的な理論の蓄積み

たいなものがあまりなくて、なんとなくいい加減な試算のように見えてしまう。我々のような研究者

にとっては大きなテーマの一つなんですけれども、いま一つ説得力がなかったのかなという気がいた

します。 

群馬の前橋の例ですけれども、真ん中の黒いところが 1960 年のＤＩＤで大体中心市街地に相当す

ると考えていただいていいと思いますが、2000年ＤＩＤが外側のところは全部区画整理で広げられて

いった市街地です。他の都市でも似たような状況で、実は区画整理をしながら市街地を外へ外へと広

げていったというのが日本の地方都市の実状なわけです。それを今さらそこから投資を引き剥がして

中心市街地へという話は地元ではやりにくいということです。これは大規模店舗ができるとどうなる

かということで、青森の八戸、下田町の例ですが、下田イオンショッピングセンターのおかげで、雇

用、従業者数ですね。八戸などが減少している中で、下田町だけ突出しています。これを見ればやは

り首長さんとしてはですね、思惑として考えてしまうというのは現状なわけですね。 

最終的にどちらがいいのかということについては、これを自治体に投げてしまおうというのが今回

の改正の中身です。中心を育てるのか、郊外を育てるのかは、自分で判断してくださいと。なかなか

ものは言いようでして、よく判断してくださいと。ただ、道具立てのほうは一定整備しましょうと。 

次に、都市計画法の改正の内容に若干触れますが、広域都市のスプロールとか、集約型都市構造の

実現とか、集約型都市構造という言葉はこれから沢山出てきます。改正の内容は皆さんよくご存知だ

と思いますが、大規模集客施設が商業、近隣商業、準工業で可能となった。地方圏にあっては準工業

であっても非常に難しいという制約が付けられております。その結果、統計的な数字だけを見ると、
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大規模集客施設が立地可能な地域面積は都市計画区域の８７％から３％にまで減りました。非常に小

さくなりました。次は、準都市計画区域は、市町村ではなく、都道府県が広域的視点から定めるとい

うことになりました。この種の規制強化に対しては、代替手段が用意されているわけで、今回は地区

計画の中に、新しい開発整備促進区でやっていこうということにもなった。広域調整は、市町村の元々

の土地利用規制を強化したので、新たな施設を設置しようと思うと都市計画の変更が必要になります。

その変更手段の一つがこの地区計画になります。変更をするときに都道府県の同意、協議というのが

必要で、その中で都道府県が調整を行っていくという仕組みになったわけです。 

中心市街地活性化法の改正は活性化本部をつくり、ここが中心市街地活性化基本計画を今度は文字

通り審査をした上で、認めていくということになりました。前は手を上げればみんなでしたが、今回

は選んだところを集中的に支援する。選択と集中という言葉がキーワードですが、そういう仕組みに

なっています。今、中心市街地活性化基本計画がどれくらい認定されるかというのは、よくわからな

いんですけれども、200を超えることはまずないだろうというのが一般的な見方で、100くらいだろう

とか、いろんな数字が憶測で乱れ飛んでいるというのが現状です。 

さて、残りの時間を使いまして、中心市街地の支援の拡充ということで、これはどちらかというと

お金ですね。まちづくり交付金は、非常に今は大きな手段になっていますけれども、これを拡充して

いくとかですね、まちなか居住再生ファンドとか、まちなかに住宅をつくるときのファンドがあるん

ですが、こういうものを拡充していく。それから、大店立地法の手続き緩和とか、いろいろ用意をさ

れていて、中心市街地として頑張っていこうというところには、それなりにお金の手当てと法手続き

的なものを用意してあげましょうというのが今回の改正の内容です。そのかわり、国からの支援を受

けられる中心市街地というのは、審査をすることによって選別をしていきます。やる気があってやれ

そうなところしか選ばないぞということを言っているわけです。 

制度が変わったばかりで評価するのは非常に難しいんですけれども、明らかに規制の強化になった

ことで、凡そ今までの社会的状況の中では考えにくかったことが、曲がりなりにもできたということ

は非常に大きい。今回は郊外が主たる議論になっていたわけですが、その他の領域、例えば都市の中

でも今後規制を強めていく、あるいはもう少し合理的にいろんなことをコントロールできるようにし

ていくということの道筋を付けたという意味では今回の改正は意義があると考えているところです。 

郊外の立地規制については客観的に見てもそこそこの評価にはなっております。ただし、施行が来

年末ということですので、駆け込みが当然あるわけですけれども、どんな改正にだって駆け込みはあ

るわけで、それはそれで別の手段で対応するというのが一般的なやり方でしょうから、郊外の立地規

制の部分は評価をしてあげてもいいんじゃないかと思っています。ただし、商業施設の話ばかりする

と誤解を受けそうな気もしますけれども、これは北海道の苫小牧というところにございます、苫小牧

イオンショッピングセンターで、大体7万㎡くらいあります。北海道で最大です。これは苫小牧では

大きな議論になりました。これは準工業地域ではありますけれども、市街化区域の中で、しかも都市

計画のマスタープランに商業系のサービスを誘導すべき地域と位置づけられるところに出てきている。

従って、都市計画的に見れば少なくともあまり本来問題としてはいけない、そういうふうに決めてあ

るんだから、あまり問題にしてはいけないところに出てきている。しかし、これができたおかげで、

中心市街地の大規模店２店が閉店することになります。雪国ではこういうインドア型のショッピング

センターは非常に魅力がありますので、お客さんが沢山訪れております。こういうことを見ますと、

郊外の大規模集客施設はある程度規制しましたけれども、考えないといけないことがいくつかある。

そもそも日本の市街化区域というのはかなり広く設定されている。 
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それから郊外の区画整理について、保留床の部分が赤だったり、ピンクに塗られていたりするわけ

ですね。それから、幹線道路沿道もこれも意外に赤系の色が塗られているところが少なくありません。

つまり、商業系用途で立地を認めると規制したわけだけれども、商業系用途自体が分散して貼り付け

られているという現状なわけです。やはりこれをすぐに見直して、中心市街地の商業系の用途と郊外

の商業系用との差別化を考えていかないと、こういう大きなものもどうしていくかということにまた

直面することになろうかと思います。今までたまたま大きなものがないのは、他にもっと安く立地で

きるところがあったからそっちの方に出ていただけで、今後はこういうピンク色のところに、これが

出てくる可能性が高い。次は、この種のやつが次の問題で、少し小規模なやつですね。国道の沿道に

こういうふうに貼り付いている。今回は１万㎡以上が対象ですので、この部分は抜けています。これ

は床面積１万㎡以下対策、バイパス沿いの集客施設、特別用途地区を貼ったりですとか、あるいはも

う既にいろんな都道府県で考えられていますが、条例でもう少し小規模なものまで規制していく。全

国的には10都道府県くらいでこういうことを考えているという新聞記事がありましたが、そういうこ

とが行われていくことになるんでしょう。それから広域調整が本当にできるのかというところはなか

なか疑問のところで、都道府県は考えていかないといけないんですが、調整するためには基準が必要

なわけで、一般的に考えてみると都市計画区域のマスタープランというのがどうも最初にあがってき

そうで、しかし、これは殆ど使えない基準のような印象がありまして、というのは大体のところは旧

の整開保を動かしていまして、地元からあがってきたものをそのまま区域マスに入れているだけで、

なかなか基準として使えない。区域マスには郊外型の大規模集客施設を認めると書いてあるものも少

なくない。やはり、これも見直していかないといけないということでは、都市計画法が変わったんだ

けれども、実は地方都市にあっては今決めている都市計画自体をそれに伴って見直していく必要があ

る。そういう作業があって初めて有効に機能するのではないかと思います。 

中心市街地活性化法は規制型ではないので、これこそ変わってすぐに評価するのは不可能なんです

が、しいて言うならば中心市街地を動かしていく事業体であったり、事業体のパートナーシップをど

うつくっていくかということが、この種の活性化のポイントになっていて、ＴＭＯがそれを上手くで

きなかったんですね。それに替わって今度は中心市街地活性化協議会というものをつくることになり

ました。ちょうど岐阜市が中心市街地活性化協議会の第１号になりましたけれども、これが動けばい

いですし、これが動かなければ前と一緒というのが私の基本的な見方です。ですから、今の段階でど

うなるということはなかなか言えないというところです。それから気になる話は、先ほど基本計画が

100 くらいは認定されるかなという話ですが、手を上げたにもかかわらず認定されなかったところは

どうなるのか。これはよくわかりません。そのまま自然死を迎えていくのか、それとも一念発起して

敗者復活の道を歩んでいくのか。あまり今回の改正の中では議論にならなかったんですけれども、最

近になって気になっていることの一つです。 

そこで、今どういうことを議論しているかというと、集約型都市構造といって、これは国が作った

図なんですが、左上がかつての市街地ですね。今は左下みたいにパンケーキ状にべたーと広がってい

る。このまま放っておくと右下のクレープみたいになっちゃうよと。だから右上のようにしましょう

と。こういう右上のような都市構造にしていくためには、実はまだまだ考えていくことがあるという

のが今日の私の話の最後になります。 

４つくらいあげておきました。１つめは、今回の改正は大規模集客施設の話が目玉っていうことで

すが、実は都市構造のもう一つの大きな主役は住宅です。つまり、人々が住む場所をどう考えていく

かについては、殆どまだ議論が進んでいません。住宅は、多様な居住の選択肢とか多様なライフスタ
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イルとか、多自然居住型とか、いろんなキーワードが乱れ飛んでいて、中心市街地のまちなか居住も

あれば、多自然地域居住とか言って、農村的な居住も一方である。どう落としていけばいいのかがな

かなか難しいところです。必ずしも、みんな整合的なコンセプトじゃないので、お互いコンフリクト

するような場合もある。２番目はさっきの右上の図の背骨になっているのは公共交通ですね。この公

共交通をどう支えていくかという問題です。自動車社会において、公共交通の採算性みたいなものを

どう考えていくかということが一つの大きなテーマになってきている。富山では日本で初めてのＬＲ

Ｔができたわけですが、これが実は非常に健闘していて、当初の需要予測を上回る人がこれを使って

いて、だから、成立しないということも多分ないんでしょう。地方都市で成立させていくための条件

を見い出すことが大事なのかなと思います。３番目は、都市構造と地域経済との関係ということで、

集約型の都市構造で本当に都市が成長できるのかというところですね。郊外の大規模なショッピング

センターで自治体の財政状況が大きく変わる中で、中心部をしっかり守り立てていけば実は自力とし

ての地域経済も育っていくよということをやはり言ってあげないと、とてもそんなこと危なくてでき

ませんという市町村が多いようです。そこが大きな問題としてあると思います。次に、成長産業とこ

う書いてあって、成長産業は何かというと難しいけれども、事業所の数が最近増えたり、雇用者数が

増えている産業をピックアップしました。福祉とか、情報産業ですけれども、こういうものとＤＩＤ

の人口密度率の変化をとってみるとＤＩＤの人口密度を上げているところはこの種のある意味雇用力

のある産業が増えている。なんか非常に緩やかな関係みたいなものが見える。だからどうだと言われ

ると非常に困るんですが、こういうことを積み重ねていきながら、中心地集約型の都市構造は実は持

続可能な地域経済の構築にも役に立つと言いたいんだけれども、なかなかそこまで進んでいない途中

の段階です。これは盛岡と前橋の例で、盛岡はＤＩＤ密度があがっている割とコンパクト化をきっち

りやっている都市で、前橋はダラーっと広がっている感じです。成長産業がどう立地しているかを全

部調べてプロットしたら、盛岡はこうやっぱり真ん中にきゅっと固まっていて、前橋はそういうのも

ダラーっと広がっている。こういう結果、地域の経済がどうなっているか、都市構造と地域経済の関

係を調べてみたい。 

最後に、今左下のようになっているのを右上のようにするには、実はこういうところを間引いてい

かないといけないんです。人口が減っていったり、衰退していくような市街地を今後どうしていくの

かということですね。これは自然環境に戻すという話もあるでしょうし、もう少し豊かな住環境をそ

の中で実現していくということもあるかもしれない。しかし、いずれにしろ、密度のメリハリを付け

ていく上では、メリの部分は事業的な手法でかなり何とかなるかもしれないけど、ハリの部分は非常

に難しい。だから、ハリをつけていくための事業をひょっとしたら考えていかないといけないかもし

れない。今まで開発というとどちらかというとメリをつけるためであったけれども、ハリをつけるた

めの開発事業を概念的に考えていく必要があるかと思います。ということで、このあとのパネルディ

スカッションに基本的な今回の改正の情報と少し話題提供をさせていただいたということで、話を終

わらせていただきます。 
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３．パネル・ディスカッション（14:35～17:00） 

◎ コーディネーター           

静岡文化芸術大学教授       根本 敏行 氏 

◎ パネラー 

京都大学大学院教授         若林 靖永 氏 

東京工業大学大学院教授      中井 検裕 氏 

尼崎市都市計画課         森山 敏夫 氏 

金沢市都市計画課         木谷 弘司 氏 

 
根本：冒頭にパネル・ディスカッション全体の進

め方を簡単に申し上げて、中身に入っていきたい

と思います。シンポジウム全体の趣旨はお手元の

資料にもございますし、既に中井先生から十分に

趣旨を踏まえた上で、具体的なテーマで基調講演

をいただきましたので改めて確認しなくても大丈

夫かなと思います。新しい市街地、都心、中心市

街地整備に向けた、まちづくり三法、特に都市計

画法の改正というところに焦点をあてて、法制度

の施行はもう少し先になりますけれども、実は自

治体レベルでは条例などいろいろな形で既に新しい試みは始まっております。具体的な取り組み

を紹介していただく中で、新たに見えてきた課題などをパネル・ディスカッションで明らかにし

ていきたいと思います。最後はフロアの皆さんからいくつかご質問を頂戴いたしたいと思います。

おおむね 2 時間半くらいを想定しています。パネリストの方には最低 3 回話題を振ります。1 巡

目でパネリストの方の具体的な取り組みのお話を 10 分くらいでプレゼンテーションをお願いし

ます。2 巡目で私から質問を振りまして、先駆的な取り組みの中で今回の都市計画法の改正をど

うとらえるか、どう評価するか。また、自治体として先にやっていて、後から都市計画法がつい

てきたんだというのか、今回の都市計画法の改正を大いに期待している部分があるというのか、

いろんなことがあるのではないかなと想像しております。3 巡目は、今後の展開や新たな課題に

も言及していただければと思います。その間、私からも話題を振りたいと思います。パネリスト

同士でも割って入っていただいてかまいません。最後の20分くらいは質疑の時間をとりたいと思

います。それでは、第1巡目の順番を木谷、森山、若林、中井の順でいきたいと思います。 
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木谷：金沢市の木谷です。私が今日呼ばれました大きな要因に、京都市さんに次いで商業環境形成ま

ちづくり条例を制定いたしまして、条例に基づいて大型店の出店に関します床面積の規制ゾーニ

ングを行っていることがあり、その話をさせていただきます。金沢市は歴史的な町であるという

ことで、長い歴史の中で行政的には、大型店についてはノーサンキューという姿勢をそれなりに

貫いて来たつもりです。ただ、どうしても、出店者側にとってみますと、郊外型の店は来てほし

くないと何を見てもどこにも書いていないので、そういう中で行政があがいてきたところがあり

ました。大店法が大店立地法に変わって、商業床の調整能力を失ってしまったという状況に立ち

至りまして、このまま放っておくとどうなるかわからないという話をしておりまして、ゾーニン

グとか何か規制はできないのかと考えていたのですが、現場の担当者としては法律などと照らし

て難しいのではないかと思っていました。京都市さんが条例を取り入れられたということで、こ

れはありがたいというのが正直な感想で、そちらの勉強させていただき、金沢市も条例を入れた

ということです。条例の仕組みですが、対象は、店舗、劇場、映画館、ボーリング場など、今回

の都市計画法との比較でいうと、スケート場とかボーリング場は条例の対象には入っています。

７つのゾーニングをしており、目安となる店舗、面積の上限を決めていることかと思います。チ

ェックの手法は、合計面積が1,000㎡以上ある場合には事前協議を義務付けて、そこで調整をし

ます。市街化区域の全域に、ゾーニングのどれかが適用されています。この真中の部分が旧市街

地で金沢市の顔として位置付けをしている中心市街地の活性化ゾーンです。もう一つは、60万人

都市構想を描いていたこともあり、駅の西側の方に新しい区画整理で、港につながる背骨となる

50ｍ道路沿いに一定の業務系などの集積を図りたいといった場所です。その他、金沢市っぽいと

いえば歴史観光特化型もあります。半径 2ｋｍを生活圏とするような拠点形成ゾーン、半径 500

ｍくらいの商業育成ゾーン、生活環境整備ゾーン、産業集積ゾーンとか、その他地区があります。

中心部に特化したかたちで床面積の配置を行いたいということです。金沢市とその近郊の大店の

立地状況については、2万㎡超、1万㎡超の位置、5千から1万、3千から5千、この中で一番北

にあるのが唯一の郊外型の店舗で区画整理事業をやったときに公団が住宅を作る予定だったが、

駄目になってそこにマイカルが入ってきて、これもやられてしまいましたねというパターンのも

のです。金沢市内に限っては効果を発揮してきたのかなと思うのですが、金沢市の範囲にハッチ

をかけてみますと、当たり前と言えば当たり前ですが金沢市を貫く国道8号沿いに大きな店舗が

集積しています。もう一つが、南に野々市町があるんですが、市街地的には完全にくっついてい

ます。金沢市と野々市町の境に中型系の店舗が集積しています。この結果を総括すると、3 千か

ら5千の店舗が金沢市内の5割くらいを占めるんですが、今は白山市になっていますが、当時松

任市、上の津幡町では、5 割以上が 2 万㎡超のものがありまして、従来の小規模店舗の水色の部

分は3割以下、下手をすると1割を切るというほぼ壊滅状況が見えますし、野々市町では、オレ

ンジ色、黄色が半分くらいを占める結果が出ています。4 年間の実績は、おおよそ規定を超える

開発協議の事例はなかったが、規定範囲内か、規定を大きく超えるかだったということもありま

すが、かなり出店してしまっています。もっと早期に導入すべきシステムであったということは

もちろんあるんですが、市町村単位のコントロールに限界があることも明らかかと思います。つ

いこの間、危惧していたことが出てきたのでご紹介します。バラ立ちの話ですが、市の郊外の区

画整理のところで、さばきの対象として国道8号線沿いの部分で、ショッピング街というんです

が、条例のゾーニング5千以下のところで、5千が2つ、4,950㎡、3千の店が出てきた。届出の

対象としては、飲食も含むんですが、縛っている面積は店舗面積だけなので、実質的には簡単に
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33,000くらいのものができてしまう。一括の大きな建物よりも、撤退しやすいバラ立ちを誘発し

てしまっているのかなという無力感があります。 

 
根本：きっちり時間内におはなしいただきました。続いて森山さんお願いします。 
 
森山：尼崎市の森山です。今日のテーマに即した金沢市さんの後で、なかなか今日のテーマに合いに

くい尼崎市の報告となろうかと思いますが、先ずは資料で尼崎市の状況から説明します。このよ

うな状況の中でも商業のガイドラインを定めざるを得なかったところを色々と推測いただければ

と思います。尼崎市は兵庫県ではありますが、大阪に隣接し、大阪都市圏に飲み込まれている都

市です。人口は46万、面積が5千ha、昼夜間人口率が96％で働きに来られる方も多いのですが、

働きに出て行かれる方も多い。人口密度は93人／haで、全市域がＤＩＤになっているので100%

のＤＩＤ都市化率です。工業専用地域や公有水面などの市街化調整区域がありますので、可住地

人口密度120人／haとかなり高密度な都市であるということで、今日のテーマに即さない部分が

ありますことを最初に説明させていただきます。航空写真でも、市街化が連坦した都市に囲まれ

ていることがわかっていただけますでしょうか。地勢は、3分の1が0ｍ地帯です、面白いことな

んですがこの中の大店が、東南海地震時の高潮避難地として大規模店の屋上の駐車場が指定され

るなど、地域貢献もあるのかなと感じます。土地利用については、今後の話につながりますので、

ご説明させていただきますと、阪急電車の北側は大阪の郊外住宅地として開発されましたので、

専用住宅地が形成されています。南の臨海部については、大阪の成長に合わせるように工場が進

出し、工業専用地域が形成されまして、後背地として中ほどの複合的な土地利用になっている。

全域が都市計画区域で、工業系が3分の1を占める。工業系が法改正のテーマにもなっていまし

たが、住専系が 3分の 1、複合系が 3分の 1、工業専用地域が 15％を占める都市です。大規模店

舗の立地状況を表した図なんですが、売り場面積が4万3千㎡ほどの中心市街地が阪神尼崎駅前

に、大型店は4万㎡超は市内に2つあります。JR尼崎駅前と、つかしん、かつて西武百貨店が生

活遊園地として工場跡地を開発したものですが、これらは商業地域になっています。工場跡地の

キリンガーデンシティにしましても、区画整理事業を実施しまして商業地域に変更ということで

基本的には商業地域を中心に大型店が立地しています。また、隣接市、たとえば、駅2つ離れた

伊丹市の駅前にはダイヤモンドシティですとか、西宮市には、ららぽーと甲子園とか4万㎡規模

のものがあります。私どもがガイドラインをつくる一つのきっかけというのは、ルールを遵守さ

れる外資系の出店というのが非常に大きな要因でした。それまでは、何となく調整が働いていた

のかなという気がします。外資系のカルフール、コストコが工業系地域に進出したという問題が

ありました。この地域には、カルフール、コストコ以前にホームセンターが1店ありまして、全

部あわせますと工業系地域の中に 5 万㎡規模の商業施設が、6 車線と 4 車線道路の交差点を挟ん

で、いきなりできてしまった。尼崎市の6千㎡超の店舗の立地状況は、基本的には商業地域への

出店が多いのですが、それらは市街地再開発事業や区画整理事業など都市計画事業で対応してき

た中、1 万㎡超の大店が工業、準工業地域の特定地域にまとまって出店してきたという状況がお

こったわけです。これらを受けて、商業立地のガイドラインを作るという話になったのですが、

このガイドラインは京都市さん、金沢市さんと基本的には同じ考え方です。ゾーニングで立地規

制するとともに、接道用件で緩和するという手法をとっています。ゾーニング後の手立ては、開

発指導要綱を昭和59年に条例に変えたものに、事前協議という制度を持っていますので、この手
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続きで対応します。事前協議は計画が固まってから届出されますから、なかなか修正がきかない

という問題があります。従いまして、構想段階での届出を出してくれと、小売店舗の場合は、敷

地面積が1,500㎡以上のものは届出をもらって指導していく。指導では、まちづくりの方針とし

て立地ガイドラインを使っています。都市計画法の改正と商業立地ガイドラインとの関係では、

法で制限のない準工業地域では、尼崎市は商業施設は1,000㎡以下という基準を持っていますの

で、道路要件により1万㎡まで緩和も可能ですが、基本的には対応できると考えています。次に、

ガイドラインの効果ですが、大店立地法施行前に大きなものは2店舗、大店立地法後が5店舗、

商業ガイドラインができてからの2店舗は商業地域への出店となっていますので、大規模なもの

の出店がないというのが現状です。改正法の効果につきましては、今後の評価になると思います

ので、状況を見ていくということになると思います。 

 
根本：兵庫県大規模施設の立地に関する条例については1巡目の最後に、事務局から説明をお願いし

ます。それでは、3番目の京都の事例を、若林さんお願いします。 

 
若林：京都大学の若林です。京都市の政策の流れですが、既にご存知の方も多いと思いますが、大型

店の規制は、出店の申請をして10年経過してやっと出店できたというような、北野白梅町、西の

北のエリアのイズミヤというお店のことが象徴的事例として語られた時代もありますが、今のビ

ジョンの一つ前の平成10年にまとめられた京都市商工振興ビジョン、この段階で大きな社会の変

化の議論を受けまして京都市の行政の考え方も、実際の商業施策の中では京都は基本的には小さ

な商店が多い、あるいは店舗面積の小さなサイズのお店が多いという特徴を有しておりますので、

そういう特徴を大事にしていくということで、商業施策としては引き続き商店街に対する施策を

重視して展開しております。大きな考え方としましては平成10年の段階で商業というのは、やは

り商業者自身が競い合って創意工夫をして、変化する消費者のニーズに応えるという原点に立ち

戻っていくことを重視しないと駄目なんだと。創意工夫により活性化する京都の商業という問題

設定をしていますが、したがって商業者を応援する場合にもやる気のあるところを応援しようと。

全部大変だからハード事業を中心に、アーケード整備などを進めてきたところですけれども、そ

ういう行政に頼ってくるようなことではあかんのやという議論を実は、今から8年くらい前に、

大きな方向転換をしています。これが第1です。そしてその上で、平成12年にポスト大店法、ま

ちづくり三法の議論を受けた時期に、1 つ目は商店街などの既存商業集積の空洞化の可能性があ

るんじゃないかということ、もう1つは大型店立地で周辺環境が悪化するということ、特に京都

でずっと問題にしていたんですが、工場の跡地など、どんどん京都から工場がなくなっていって、

そこに大型のお店が出ることに規制がかかっていない状況でしたので、大型店の出店は非常に危

惧されました。まちづくり三法を受けて、総量の問題を軸に基本的な都市計画のマスタープラン

の考え方を整理する必要があるだろうと、平成12年に京都市土地利用の調整にかかわるまちづく

りに関する条例が制定をされ、土地の面積が1万㎡以上など、届出をしてもらって協議をするこ

とになっています。これは出店を止めることができるわけじゃないんですが、とにかく事前に計

画を発表しないといけない。そして、市はそれを周辺住民に公開しますし、事業者は周辺住民に

説明会をしないといけない。いくつか問題のある事例もございましたけれども、市から意見書を

提出をし、まちづくりに関して意見が言えるという仕組みをつくっております。7 つのゾーンを

設定しています。広域型、地域型は店舗の規模の制限はありません。近隣型、特化型は原則1千
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㎡、職住共存ゾーン、生活環境保全ゾーン、産業機能集積ゾーンの7つですが、産業集積は一律

ではありませんが、色分けをしてます。京都駅、四条通りの幹線道路沿いが大型商業集積のエリ

アとしてます。南部のゾーンはかなりロードサイド店が多数出るような、他の地方都市と同じよ

うな体裁で、このゾーニングにも穴があるといえばあります。これを受けまして、新しい商業ビ

ジョンを策定しています。それが、今日お配りしている資料でございます。これは2004年に制定

をして2010年までというような組み立てなんですが、このような土地利用の方向性を出した上で、

京都の目指す大きく4つの方向性を示しています。商業者自身の課題として示すというものです

が、第1が歴史文化都市京都ということを、アピールする。京都の都市戦略の中でそれを担う、

商業という視点を意識すべき。第2が、京都の日常の暮らしを支える商業、それぞれのエリアで

どうなっているか、住民の状況に応じた満足度を高めることが大事だろう。3 つめは、京都の都

市空間の存在でございますので、その魅力ある都市空間を作るという面もありますし、魅力ある

都市空間に支えられる商業が京都府警が頑張ってくれて、若干改善が進んでますが、木屋町のよ

うなエリアなんかでは、さまざまな防犯上の問題があるようなキャッチセールスみたいなものが

ありまして、怖いという議論があり、常時京都府警が土曜の夜とか警察の車がいて、だいぶ改善

しています。防犯、安全の状況なしには、飲み食い、街中を安全に歩くこともできない、状況も

ございます。最後に、商業者自身が協働をして、進めていくということで、コーディネーター、

リーダーを育てないといけない。このビジョンの定めて、その上で、京都市の政策をどのように

展開をするか、平成10年のプランを踏まえまして、5つの方向を確認しています。1つめは、個

別のお店が今の時代に、消費者にアピールできる事業ができることが基礎ですから、団体や組合、

商店街に対する支援も大事ですが、個店のリノベーションを阻害しない、それをちゃんと評価す

ることが大事だろう。2 つめは、小売の問題は、地域住民、空間の利用に関する問題になります

から、京都市はかなり広いですから、京都市でばくっと商業の満足度という議論を組み立てるの

ではなくて、さらにそれぞれの地域に切って、商業集積ガイドプランのゾーニングに沿ったかた

ちで、その地域住民、事業者、商業者がどんなふうに活躍するのが望ましいか、地域の単位を限

定した形での振興、特にその中での京都の都心部、これが結構厄介で、最近は京都駅が活性化が

始まっているので、京都駅と四条河原町との関係をどう考えるかについて、京都市がはっきりと

した結論を出せてるのかというと、そこのところは今のところ、都市計画上は両方とも大型商業

集積としてオッケーなんですが、一方で街中の魅力を高めるということでは、四条河原町とか、

祇園とか烏丸とか、都心部のＬＲＴの議論もそうですが、進めようとしていることもあるので、

そのあたりはまだまだ今後議論になる点ではあります。都心繁華街の魅力、これは京都の観光商

業という魅力を考えた場合でも、観光も寺社仏閣だけではなく、その後いかに京都の町を楽しん

でいただくかというエリアとして重視すべきだということです。3 つめに、やはり人が商業を支

えますので、人づくりを大事にするということ。4つめに、しばしば商店街が元気がなくなると、

空き店舗の対策が重要だということですが、その商業地域が魅力があれば空き店舗は自然と埋ま

るんですね。ですから、大事なことは空き店舗が埋まるような元気のいい商店街、商業地域にな

っているかという問題なので、空き店舗をどうするか、情報が流通していない、データベースを

作ったら埋まるというものではなくて、現在、その地域でご活躍の店舗がどう活性化するか、新

しい事業を展開するかということのほうに力点を置く。空き店舗対策をしないということではな

いんですが、空き店舗対策よりも、現在の店舗が何をするかを問うことが商店街活性化の課題で

はないか。最後に、今までは行政がメニューを用意して、アーケードどうする、イベント事業を
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応援しますよとやってきましたが、それぞれの地域、商業者の実情に応じた発展の方向性は、そ

の人たち自身が自ら作って仮説検証で成果を確認してつくっていくもの。そういう意味では、市

民や商業者から企画を提案してもらって、それを応援するような行政の施策をそういう方向にし

ようとしています。今一番京都市で力を入れようとしていることは、地域商業ビジョンの策定。

このプログラムを通じて、京都の商業の発展を追及すると、行政の施策の要に置いております。

現在は、京都駅よりも一つ滋賀県よりの山科エリアの商工会議のグループや、事業所、商店街の

人たちなどは京都橘女子大学など、いくつかの大学の関係者も加わって、この地域の商業ビジョ

ンの策定、さらに、ビジョンを作るだけじゃなくて、このエリアを地域の住民にアピールする、

あるいは滋賀県、京都側から山科エリアを見直してもらうようなイベント、宣伝事業の企画をし

てもらい、それを京都市も評価をして応援していくというようなかたちで、また、その中で新し

いリーダー、山科地域の商業振興を応援する人づくりも追求すると、先ほど申し上げたようなこ

とがらの商業ビジョンをつくることを軸にやろうと。今年から来年にかけては第2弾ということ

で、嵐山、嵯峨エリアで地域商業ビジョンの取り組みができないかどうか、現在、地元調整をし

ているという段階にございます。京都市のここ10年弱の施策の展開について、ご紹介させていた

だきました。 

 

根本：中井さんから、基調講演の追加的なコメントお願いします。 
 
中井：1 つは国土形成計画という新しい仕組みができたんですけれども、それを考えているときに、

ある種自立的な都市圏が成立する人口はどれくらいかという議論がありまして、分析していく中

で大体人口は 30 万人ぐらいいると一通りのものが揃っていそうだと。例えば、映画館は人口 30

万人くらいいるとどうやら成立するらしいとか。今、ご紹介のあった都市は全部30万人以上で、

つまり自分の都市の中で商業の話が完結的にできるところだと思うんですね。だからこそ、条例

とかも効果を発揮することができる。つまり最寄品から買回り品まで全て市町村内で完結的に商

業の構成を考えることができる、この種の条例が効いてくる、効果が発揮できるのかなと思いま

す。今回、都市計画法のいろんな議論をしていたときには、30万人強の都市が一つのカテゴリー

で、各都道府県の県庁所在都市を含むNO.2までがそれくらいの都市規模になりますが、そういう

ところは今回の都市計画法の他に、条例でやっていってもらったらいい。問題は、10万人から30

万人くらいのところで、都市の商業でいうとここが一番難しいレベルで、残念ながら周りとの関

係もあって上手くいかないんじゃないかなと思います。今回、国でやっていた議論は、10万人か

ら上のところで、10 万人から 30 万人のところの商業は難しいので、少し商業を含めた都市構造

の話を中心に議論を展開してきた。商業は基本的に商工課が面倒をみていて、都市計画とは連携

がよくないのが一般のイメージだと思います。常日頃考えているんですけれども、商業は産業政

策に位置付けられているけれども、商業の中でも物販は非常に生産性が低い産業というか、物を

右から左に動かしているだけなので、これは本当に産業政策なのかというところがありまして、

むしろ、産業ではなくて土地利用だったり、地域政策のほうに積極的に位置付けていったほうが

商業も生き残る道があるんじゃないかなと、そういう気が私個人としてはしています。 

 
根本：今日、事務局を務めていただいている兵庫県も、商業など大規模施設立地の条例、市街地が連

担している広域の商業立地で新しい政策をお考えのようですのでご紹介いただければと思います。 
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上原：まちづくり課長の上原です。今日は事務局で参加しており、根本先生には大規模店舗立地審議

会の委員としてお世話になっております。まちづくり三法のうち、中心市街地活性法、大規模店

舗立地法を担当しています。尼崎市さんのご報告にもありましたように、尼崎市の大店が市を超

えて伊丹市、川西市まで道路が影響している、住民生活、県民生活に非常に大きな影響を与える

ことがきっかけになり、県で何かしないということで、まず条例を作ろうと、大規模小売店舗立

地法に先立って、大規模集客施設条例と名前をつけましたけれども、大規模な集客施設について

は、先に条例で一定の条件整備をしようということで、昨年10月から施行しています。都市計画

法に先立って1年以上になります。結果的には、似たような法律だと思います。福島県の場合は

条例と立地のゾーニングをセットでやろうということで、兵庫県より遅れて今スタートしていま

すが、兵庫県の場合は、まず条例を作っていろんな問題に対処しないといけないということで、

条例が先行してゾーニングはまさに今作ろうとしているところです。6 月にパブリックコメント

をしましたら、予想を越える反響で、1 千通の意見が出ました。普通、県がパブリックコメント

をしますと、20から30通、せいぜい100というオーダーなんですが、1千通を超える意見が出ま

して大半が反対だと。その反対意見の99％が特定企業でした。チェーンストア協会の店長、その

職員が意識的に出してきた。国にも聞きましたら、国にも1万通くらい出してきたということで

すので、その 1 割が私どもに来たということです。その整理をしており、8 月にゾーニングを決

める予定が1ヶ月遅れています。今月中には作ろうと思っています。考え方は細かくなくて3つ

くらいの整理しかできなくて、どんなものでも来ていいですよというところは、従来の駅前とか、

マストラのあるところ、今ある商店街やその周辺。次のレベルで1万までだったらよしとし、そ

れ以外は6千にしてしまいましょうと。それから、兵庫県の場合は、ゾーニングを作っているの

は、神戸市から東の阪神間の広域都市計画区域をやっているのですが、姫路、明石などを母都市

とする播磨臨海部に集中的に立地して、工場跡地が狙われています。郊外の市街調整区域は原則

禁止しました。兵庫県では郊外問題は起こっていませんが、市街化区域の中での土地利用の問題

ですが、その中で中心市街地以外のところで沿道立地で問題を起こすところと問題がないところ

と分けられまして、結果的には中心市街地を守るようなゾーニングということになったんですが、

兵庫県だけで決めたのではなくて、関係市の都市計画部長さん方と議論をして決めてきたという

ことです。それに対して組織的な反対があったわけですが、多くの県民の意見としては賛成いた

だけるだろうということで、原案を9月中に決めてしまおうと思っています。じゃあ、それがで

きたときに、条例とゾーニングをどうリンクするのかが次のテーマになるんですが、福島のよう

に完全にリンクしていませけれども、条例を決めていて、何らかの一定の条件設定をするときに

は、そのゾーニングについては重視せざるをえないのかなと思っていまして、そのリンクをこれ

から考えていこうという段階にございます。全県のゾーニングはできていませんが、集中立地し

ている阪神間と播磨は内陸も含めて決めていこうと。そのゾーニングは県の都市計画区域マスタ

ープランに位置付けて、今後の都市計画の指針にしていくということは決めていますので、そう

いうことになりましたら、都市計画部局に移行していくということになります。そういった意味

では完全に収束はしていませんけれども、とりあえず、問題のあるところから条例化によって早

い段階から指導する体制が取れるといった状況です。 

 
根本：どうもありがとうございました。それでは、第2巡目に進んでいきます。木谷さんからお願い
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したいのですが、1 点目として、三法の改正に先んじて自治体として取り組んでこられた立場か

ら見て、都市計画法の改正をどう評価するのか、改正がなくてもいけたのか、大いに期待できる

のか、加えて、今日は、京都とか金沢とか非常に歴史のある市街地の事例が出てきていますが、

協議をして合意を形成していくというのは、金沢の場合は特殊事例と考えていいのか、よその自

治体の方にも大いに参考になるような普遍的なものがあるのか、「それは金沢だからできるけど、

うちはね。」とよく言われますが、お話がいただければと思います。 

 
木谷：今回の大規模店舗のコントロールといった点でいえば、条例など地方での取り組みが、おこが

ましいですが法律を牽引しているといった意味ではあるのかなと思っています。まず、改正につ

いての感想は、大規模店舗のコントロールは最低でも都市圏レベルでやらないと実質的な効果は

生まれないといったことでは、今回の都市計画法の改正の方向性は非常にわかりやすいと思いま

すし、本当に待ってたぞ、もっと言えば遅きに失したのかなと正直な思いはあります。最初のま

ちづくり三法の段階で、中心部の底上げを高めるともっと進んだかと思いますが、実質上の話で

言えば、自治体が道具を使わない限り、それまでの郊外の実態が変わらないということで、郊外

をそのまま置いたまま、中心部をどんなにやっても郊外の優位性には勝てないといった結果が見

えたとおりだったのかというのが正直な思いとしてあります。そういう中で先ほど金沢市が一人

相撲を取っていても仕方がないといったところがありますし、5 千㎡の集合体といった事例もあ

る中で、条例の趣旨に反したものが現実のものとして出来てしまうような、制度の間を狙ってく

る方々にはなかなか勝てないのかなといった思いもあります。ですから、今回の1万㎡といった

市街化区域の数字について、本当に自治体に何とかしようという考えがない限り、いくらでも抜

け道があるんだろうなと思います。今回の改正の中で、中心市街地活性法の中で新しくできる団

体は、前回のTMOが機能しなかったということから新しくできる団体ですが、これが本当に地元

にちゃんと根ざして機能させていけるのかなと、今我々としては大きな課題だと思っています。

もう一つは、都市計画法サイドとして、県を中心とした調整の仕組みが今回作られたと思ってい

るんですけれども、県が調整をする対象となる市町村がお互いの関係を理解する中での将来ビジ

ョンをちゃんと持っているのか、そういったベクトルの方向性に共通性があるのか、ないのか、

最初のスタートで結果は見えるのかなと思います。同様に都道府県と市町村が同じような方向性

を共有できるかというところが、このシステムが機能するかどうかの分かれ目だと個人的に思っ

ています。私がお聞きする中では、これまでの取り組みでも温度差があると思いますし、どちら

かというと市町村さんにお任せしますという形で意見をお聞きし、お伝えしますというところに

終始してしまうようなかたちも十分に想定されるのかなという気もしています。ことが起こって、

さあどうだという段階で話をしても、限界があると思いますので、大きな案件が生じる前に都道

府県と都市圏の市町村の間でお互いどういうふうに考えていくかという話をわれわれも含めて、

考えてみる必要があるのかなと思っているところです。 
 
根本：仕組みが用意できても、都市としてのスタートラインの哲学というお話もありましたし、1 点

突破でバラ立ちタイプですが、法律とか制度とかである数字で基準を区切って、やればやるほど、

裏をかくことを誘発するんじゃないかということ。大昔、北側斜線規制で4時間日照を決めたと

たんに、4 時間以上の日照でオッケーだと逆になってしまった。下手に水準を決めることで、逆

に困った自体もあるので、線を引く規制以外の規制も考えないといけないと思ったりするのです
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が、あとで皆さんから意見をいただければと思います。それでは、森山さんから、尼崎は一般的

な都市の姿とは違うかもしれませんが、商業政策と計画としての政策とのリンクも絡めて、都市

計画法の改正と尼崎市さんの政策との関連などについて、お願いします。 

 
森山：今回の改正に関しまして、3つくらいの切り口で考えていたのですが、1つは、一般的な感想で、

2つ目は改正の背景を踏まえて今しないといけないこと、3つ目は、今後どう都市計画に活かして

いくのかということ。まずは、広域的な調整が見直されたことが非常に大きいなと思います。も

う1つは、まちなかはまだ方向を示してくれてないなと。要するに既成市街地はどうしたら良い

のかというところは、置いていかれたのかなという感想です。私は地方分権を否定するものでは

ないのですが、今回のような広域調整という話が出てきますと、分権一括法では権限をフロント

に下ろせときたわけですが、土地利用という広域的なゾーニングは既成市街地では市域面積など

の問題もあって、一律的におろすのが本当に正しかったのかなと、そのような問題提起がされた

のかなと。特に、商業施設というのは、繰り返しになりますが、われわれのような5千haという

ような市域面積を超えて商圏設定をされるわけですから、そこについては、逆に福島県、兵庫県

の例も出ましたように、いわゆる広域ゾーニングをしていただいてますけれども、その達成権限

がもっと県にあっても良いのではとの感想を持っています。広域調整の問題の時、つい、県、県

と我々は言ってしまうのですが、先ほども私どもの立地を示しましたように、実は府県境に立地

する市は、単純に県のみに頼っていられないところもありますので、実は、府県レベルでの広域

調整をしていただかないとこういう問題には対応できないという思いもあります。2 つめの改正

を受けて、改めて考えさせられたことなんですが、実は、まちづくり三法より、工場三法の改正

のほうが非常に気になっておりまして、資料にも付いていますが、尼崎の人口推移は、昭和 46

年をピークに人口が減りつづけております。減り続けている理由としては、工場三法の制定があ

ったわけですね。これまで国策として、出て行ってくれということで、工場にもできない工場用

地となり、3 分の 1 が工業関係の地域と説明させていただきましたが、使いようもないままに置

かれてきたのが実態です。工場三法が廃止されまして、中井先生からありましたように商業の問

題として捕らえるのではなくて、供給源となっている工業地をどう使っていくかということを、

まちづくりとして改めて考えていかないといけないと思っています。3 つめは、今後ですが、コ

ンパクトシティという話が数年前から出ていて、何となく概念としてわかるのですが、どう達成

するのかという話ですね。いつも、コンパクトシティってこんなものよというイメージが出てく

るので、18ページに公共交通の図面を付けさせていただいてます。人が住んでいるところは4千

haなんですが、そこに13の鉄道駅がありまして、大体1ｋｍ歩きましたら、鉄道駅に行けます。

それぞれの鉄道がどれくらいの人を運んでいるかといいますと、1日当り、阪急が17万人、ＪＲ

が15万人、阪神が11万人とか、公共の市営バスなど300くらいのバス停があって、200ｍでバス

停に行けるんですね。そういう意味では公共交通の利便性が高い。ただし、市バスの収入の半分

くらいは公費を投入しているのですが。コンパクトシティの話の時には、公共交通を大事にして

こういう町を目指すべき、人口密度も集積すべきとなります。尼崎は、人口密度も集積していま

すし、公共交通も便利です、資料にパーソンの結果も書いていますが、ほとんどの方、代表交通

手段の６割が徒歩と自転車ですし、鉄道端末の85％も徒歩と自転車で、既にまさに歩ける町にな

っているんですね。こういう町を今後どうしていくのかと。ここの考え方を整理するのが本当は

私どもの役割なんですが。今、模索していることが一つ。商業の問題のきっかけとなった工業用
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地、まさしく都市計画としてこの工業用地をどう生かしていくのかということをこれから考えて

いく必要がある。都市計画法の改正を受けまして、今後こういうことを考えないといけないと実

感しているところです。 

 
根本：工場等立地制限法というのは、実は大学が等に入っていまして、緩和されましたので今は全国

の地方大学が都心回帰をしていて、大学は生き残り戦国時代と言われてまして、これから大変だ

ろうなと。尼崎市さんの工業集積はものすごい数の雇用力があって、市の人口が減ったと今ご紹

介いただいたんですが、実は、通勤圏が加古川とか三田の方に広がっていまして、加古川から三

田から通勤していた人がごそっと減ってしまったんですね。だから、広域圏が商業の話で出てい

ますが、尼崎ぐらいの大きな工業集積ですと市では留まらなくて、かなり広域の通勤人口に影響

があって、それもあって三田の人口が減り始めたのかなと思っています。これも後で、議論して

いただければと思います。それから、既に人口も集積しているし、交通も自動車一極集中ではな

い地域で、逆に今度は既存の市街地に大規模な施設が立地すると、駐車場の付置義務とか、大店

の新規はものすごい数の駐車場を作らないといけないんですが、既に集積している地域というの

は都市計画としては、これ以上は車を入れる算段をするのではなくて、むしろ、駐車場を作らな

くても大規模施設が立地してもいいじゃないかと思うのですが、今の制度はそうなっていないの

で、人口稠密なところに新規に立地するやつにもでっかい駐車場を作らないといけないのは都市

計画の課題かなと思ったりいたします。次に、京都の若林さんから都市計画法に先んじて取り組

んでこられた条例ベースのゾーニングのあたりから、お願いしたいと思います。 
 
若林：まず、都市計画法の改正ということですと、集客施設であれば、1 千㎡ということであれば、
計画を出して、市民の意見を募集したり、京都市が意見を言ったりと、集客施設でなければ 1万
㎡なんですが、そういうふうにチェックをするよと。それにあわせて商業集積のガイドラインが

あって、ゾーニングに基づいて意見を言うということが、それなりに機能をしているということ

だと思いますので、都市計画法の改正を待たずに、大規模集客施設に関しては、一定都市として

はコントロールしてきたんだなと思っています。でも、商業集積ガイドラインのゾーニングをど

う描くかは、大分悩ましいところがございまして、京都の最大の都心部ということで言えば、祇

園、四条河原町、お池通り、烏丸などのエリア、「田の字地区」といった言い方もしますが、この

エリアの京都市全体に占める小売販売額の割合はどんどん地盤沈下をしていまして、郊外に住宅

開発は引き続き進んでいます。山科エリアは開発エリアがなくなったかなと思いますが、伏見区

のエリアであれ、まだまだ一部開発と連動して、中規模、大規模の商業施設ができる状況の中で、

京都の都心部のエリア以外のところに大型の施設ができて、そちらにそれぞれの地域の住民の方

が利用されるということはますます進んでいます。この都心の商業のあり方をどう考えていくか、

また、百貨店の増床の話になりますと、騒音とか駐車場の問題とか、駐車場の問題をきつく言う

と逆に都心部の商業の打撃になっているということで、ここは大型店の立地の審議会のところで

は調整をする課題と京都市でもなっております。京都はかなり広いエリアですので、このように

京都市の中の調整は一定ですから、一つの方向性として進めていると思いますが、現実には、京

都市の北は山に囲まれているので、事実上止まってしまっているんですが、南部は宇治市をはじ

めとする都市がありまして、そこに大型店が以前から、新たに展開をしていますので、京都の南

部の住民が流出をしていて、下田市のケースのことかもしれませんが、そちらの方で、税収や雇
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用が増えたりという状況が生まれている。京都は広域ゾーニングをして、さらに地域を分けて振

興させるという枠組みを考えているわけですが、府の北部とか南部とかの単位での広域調整を考

えるということも課題になってきています。さらに、都心部ということで言いますと、都市間競

争の状況にありますので、サミットを京都に誘致するか、大阪に誘致するかでもめていて、結局

はまとまらへんという状況にありますが。例えば、近畿の都市圏全体に関する大きな方向性の調

整をするものが今のところないわけですし、府のレベルでも今回調整をする枠組みはできている

わけですが、先ほどの先生の話じゃないですが、基準がないところで調整ができるかという点は

やはり大事な点で市町村がお互いの利害を主張するのは当然のことで、どういう大岡裁きができ

るのかとよくわからない話で、広域調整が必要なんですが、広域調整が実現できる中身はまだで

きてないんだろうなと思います。もう 1つは、広域調整をしても、それぞれのエリアの中心市街
地、あるいは指定された商業地が活性化するかどうかということは、1 つは商業だけの問題では
ありませんし、商業者自身の誘致なり努力なりが必要です。これまでも京都市の都心部の商業が

活性化してきたのは、四条河原町から少し離れた烏丸側が増えているのですが、人の動きが変わ

ってきたというのはあるんですが、三条通りに新風館というのができたり、四条烏丸に古今とい

うのができたり、二条駅が開発されてそこに大型の映画館ができたり、状況の中で、大型の施設

が一定誘致、出店する中で活性化が図られていることがございますので、そういうチャレンジを

する動きを一方で振興のプログラムとして必要なんだろうなと思っています。簡単にいかへんや

ろうなと思いますけれども、少なくとも以前のように、郊外への大型店の出店を事実上止めるこ

とができない状況のもとで中心市街地に補助金を何とか投下するということをやっても無駄使い

の施策になっていたわけで、そのあたりは施策の整合性、効率性など行政の施策の実現度を高め

る、矛盾のない政策を推進するという枠組みの中で、一層整備されたということで、今回の見直

しを高く評価している。一方で、広域調整の問題と地域の中心部の活性化ということですと、商

業者も含め地権者がどのように地権者自身がネットワークをして、自分たち自身とがエリアをど

う開発していくか、地権者自身が枠組みの担い手として動く状況が日本の各都市で生まれないと

動かないんだろうなと感じております。 
 
根本：いくつか共通して出てきたのは、広域調整で、地方分権、自立という大きな流れと、個別には

広い商圏を持つ施設立地については、足並みを揃わなくなくなってしまうという議論。京都の場

合には世界の京都といった位置付けにもなろうかと思いますので、その都市間競争の話というこ

とになりますと、どうやら何かコントロールするにしても、何でということだったと思うのです

が、量の問題と質の問題が出てくると思うんですね。だから、日常の生活を支える商業機能が大

きい郊外なのか都心なのか、世界の中の京都としてのアーバンツーリズムの都心の機能とは自ず

と質が違ってきますが、そのあたりを3巡目にふれていただくと面白いかなと思います。中井さ

んから、今の議論を踏まえまして、一つは分権と広域という議論。国の審議会の議論でどのよう

な言及がされたのか、されなかったのか。例えば、イギリスでも分権するということと、広域、

リージョンの立地のことについても言及が可能であれば、触れていただいてお願いします。 

 
中井：難しい問題ですけれども、森山さんの評価は誠に的確で、今回の都市計画法関連の議論は市街

化区域の外の話が中心なんですね。市街化区域の中の話は、今、やっているところという答えが

一番いいんじゃないかと思います。今回の改正で何が大きな影響として都市計画の仕組みとして
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もっているかというと、第1に白地区域で大幅な施設を禁止した、第2に調整区域で計画的大規

模開発、10号イを廃止した。この2つが人口減少時代の都市計画のポイントになっていくと評価

をしています。広域調整は、皆分権化させ過ぎたと心の中では思っていたと思うんですね。一方

で、それを逆向きにするというほどのこともない。その分でかなり苦心はして、最終的には、市

町村が都市計画を変えないとできないことにして、必ずそこで都道府県のチェックが1回入れら

れるようにすることで何となく落ち着けるようにしたわけですが、現実に申し上げますと、私の

知っている限りでは、都道府県でものすごく温度差があって、兵庫県、福島県、あとは福岡県が

非常に熱心です。その他はよくて無関心、悪くて冷淡な感じなんじゃないかと思います。現実的

にそういうものがあがってきたときにどう調整するのかというと、そういうところは調整しない

んでしょうね。周りの市町村から意見を聞くんでしょうが、だから改変することまではできにく

いんじゃないかなと直感的には思っています。それでは困るのでどうするかというと、1 つは基

準ですね。福島県のようにゾーニング型のがちがちの基準をどこでも作らなくちゃいけないかと

いうとそうは思わなくて、もう少しゆるやかな方針レベルのものでもかまわないと思いますが、

区域マスタープランへは最低きっちり位置付けて、本当は区域マスを見直す中で、そういう広域

調整を事前にやるというのが本来の姿で、個別の案件が出てきてから調整をしようとしても、そ

れは多分無理ですよね。だから、事前にそういうことをやるというのが本来の姿だと思います。

個別案件が出てきたら、これは多分県の手にも負えなくて、第3者、消費者なんかも含めてきっ

ちり議論をするという、手続き的な手段で解決していくしかないのかなと、現実的な今回の体制

を見て私の考えるところです。分権と広域の関係は、確かにヨーロッパなんかは分権を進める一

方で従来の都道府県よりもう少し広い範囲、リージョンという範囲で、権限を強めているので、

そういう意味では日本の道州制的なところに一つの今後の方向、あるいは見える先はあるのかな

というような。今の都道府県の大きさが今後の広域行政の範囲としてどうかはもうちょっと議論

する必要がある。 

 
根本：今度は3巡目で、当初の目論見では今後の展開とか、超えなければいけないハードルとかと思

っていたのですが、1巡目、2巡目のプレゼンテーションの中で課題ですとか、今後の展開、展望

というのが触れていただけていると思います。甚だ勝手ながら3巡目は私の方からいくつか話題

を振らしていただいて、それプラス最後のまとめということで、特に今日は自治体の方が沢山来

られていることもありますので、今後、よそで取り組む場合のアドバイスを含めてお願いしたい

と思います。最初は、金沢の事例を踏まえて、木谷さんですが、既に課題としてご指摘いただい

てますとおり、金沢一人で規制しても周りでやられてしまうということですが、これは実際、周

辺の自治体さんと協議といいますか、話し合いは持たれているのでしょうか、あるいは、なかな

か難しい状況でしょうか。その辺とプラス今後の展開ということでお話いただければと思います。 

 
木谷：最初にご質問がありました件ですが、実質的には話は殆どされていません。情報を仕入れて担

当者同士が情報交換するのが関の山だと思います。それで、金沢市から意見を言って、何か影響

を与えるのはまずないと思っております。金沢市の宣伝も兼ねまして、金沢市はオタクと言って

もいいくらいに、条例の好きな町でございまして、今現在、金沢市の方でまちづくり関連条例と

位置付けている条例が実は22ございます。最近、ここ10数年くらいの流れでは、まちづくり関

連で新しい施策を立ち上げて何かやっていこうというときは、どこかの段階で条例化を考えなき
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ゃいけないよというのは金沢市の流れになってしまっているという状況です。いくつかお話をさ

せていただきたいと思います。まず、景観条例ですが、金沢市は、半世紀以上戦災も大災害も受

けていないということで、旧市街地には道路やなんかの構造も含めて昔ながらのものが残ってお

ります。そういったものに自然環境を含めてどうやって守っていくかという保全というテーマと、

まがりなりにも日本海側の中枢都市として、近代化を図っていく開発という、相反するテーマが

ございます。1989年に景観条例を制定しまして、この図面の中の赤い部分を開発するぞ、それ以

外の緑の部分は旧市街地プラス背後の山とか台地の斜面とかを含むんですが、そういった緑の部

分は基本的に保全しますとゾーニングを入れています。こういったように、都市の開発するとこ

ろと保全するところを分けるというのは都市計画的には本当に根幹の話なんですが、この景観的

な切り口からスタートしているのが、金沢市が伝統的な都市というところなのかなあというふう

にも思います。このことに絡めて、先ほどの根本先生のご質問にあった合意の話なんですが、そ

ういった意味では景観条例といった条例は、やはり金沢市ならではといった要素が非常に強いと

思います。市民の方々にとっても、それなりの金沢というイメージがありますし、おそらく市外

の方々から見ていただいたイメージも相違ない、一つのものがあるかなと。そういったものが、

こういった一つのルールを作るときの大きな支えになってきている。そういった点では、金沢市

の特殊性があると思います。これ以降お話するものについては、金沢市だからどうのこうのとい

った点は全くないと思っています。そういう中で、合意という点で金沢市がやっている特殊性と

いう点で言えば、多分、この条例という手法を使うことだと私は思っています。日本の都市計画

でいくと、通常都市計画法の中で行うほぼ全てのことは、市町村の議会がなくても進むと思いま

す。たまにちゃんと相談しなさいねみたいなことが書いてあっても、議会の議決を経ないと決め

られない都市計画はまずないと思います。そういった点では、国が市町村の議会の力や質を認め

てないんだなと如実にわかると私は個人的に思っているんですけれども、そういったときに、条

例を主体に展開するということは間違いなくその段階で議会の議決が必要になります。そういう

点では、わが国のシステムで一番住民の代表であるべき議員さん、議会をこっちの味方につける

と言ったら変ですが、まちづくりの枠の中に取り込んでいくのは、一つの条例を使って展開する、

そのときに市民との合意を形成していくというふうに、特にこの先分権が進めば進むほど、しっ

かりと考えていかないといけない分野じゃないかなと思っています。戻りまして、何か1点はっ

きりしたものを作るのが金沢市は好きでして、実は 45 の地区に分けて、8ｍから 60ｍまでの 10

段階の高さ規制を全部にかけました。要は緑色は低く、赤色は高くとメリハリの効いた市街地を

つくっていこうとできてます。この辺の高さ制限は周辺の住宅系の市街地も含めて、ほぼ高度地

区に移行をしております。次に、まちづくり条例と総称しているものですが、お手元の資料では、

市民参画条例と土地利用適正化条例と2つに分けているものでして、これは市街化区域とそれ以

外というエリアの関係で、文書の言葉尻が合わないのでどうしても2つに分けたという形で、住

民主体のまちづくりのルールを普及することが1点、もう一つは建築開発にあたって事前の現地

の告知看板とか、要は住民と事業者と行政が早期に情報を共有して、調整する機会を確保すると

いった2本立ての仕組みです。ここで特徴的なこととして、書ける部分は地区計画と極力同じ表

記にしています。将来の移行を考えて。その最後に、その他規定という欄がございまして、私が

勝手に努める規定と遵守規定と言っているんですが、金沢ゆかりの物品の販売に努めるだとか、

放置自転車の管理に努めるだとか、ごみ集積所はどうこうしましょうねとか、自動販売機はつけ

るのをやめましょうねとか、とてもじゃないけど地区計画には絶対に書けないメニューに外れて
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いるものばかりです。そういったものをルールとして作りたいというのが一つございました。現

場の話として、地区計画の普及で、地元に一杯入ったのですが、おばちゃん、おじちゃんたちが

話をする時といったら、実はごみ捨て場とか自動販売機とかはわかりやすくて話が盛り上がるん

ですね。ところが、皆さんの話を伺って地区計画の原案を作ってきましたというと、どこにも書

いてないんですよ。その時点で信頼関係がばっさり駄目。お前ら最初から出来レースやったんや

ろと、話が全然前に進まないということがあります。もう一つ、地区計画は建築確認申請に絡ん

でいるということがあり、普通の人は一生に 1 回あるか、2 回あるかで、それを考えると区画整

理で建売を買った人は、一生こんなルールがあることさえ知らないということもあります。日常

の生活に関わったルールが、まちづくりの中に存在するということは、やはり大事なんじゃない

かなといまだに思っております。次は、こまちなみ保存条例と申しまして、古いという「古」と、

小さいという「小」の掛詞でこまちなみと呼んでいます。これは保存建物とはとても言えないよ

うな、文化財にはならないような通りなんですが、でもベースとて金沢らしい、生活に根ざした

金沢の空気を生んでくれるような通りを守っていこうということで、前面の改装に対して補助金

をつけたり、地元で組織を作っていただいたりをやっている条例です。次は、用水保全条例とい

いまして、金沢は道が細くて、コンクリートで埋められていたものを条例を作って、開渠化して

結果的には大変な反対にあって進めた事業なんですが、細い通りのところの商店街も歩く気のす

る通りになって、お客さんが結構増えたという一つの成功事例かなと思っています。斜面緑地保

全条例といいまして、ちょうど金沢市は2本の河川の扇状地に出来てますので、台地の斜面の緑

地とか、背景の山というのが、屏風上に後ろに緑が見えるという景観的な話がありまして、これ

を守っていこうという条例です。まちなか定住を増やしたいということで、建物建てる時にちょ

っと助成金を出したりということもやっています。先ほど駐車場の話が出ましたので、まちなか

で空洞化とあわせて、駐車場も増えています。金沢市でも都心の宅地の14％くらいが平面駐車場

になっているという状況でして、そういう中で、この駐車場をなんとかしたいというのが最初の

気持ちでして、駐車場適正配置条例というのをこの3月に作りまして、まず1つは、交通サイド

で作りましたので、目的としては交通渋滞の緩和とか安全の確保とかをテーマに上げているんで

すが、この区域内にある駐車場について、ごく小規模なものや一部を除いて、全て月ぎめ専用、

時間貸し、公共、民間を問わず、届け出制をこの10月から入れる予定をしています。届出の中で

お願いやなんかをしていこうという話ともう1つは相談窓口を作りまして、少し税金も含めたシ

ミュレーションもする中で駐車場が一番得なんだという先入観をなんとか崩していきたいなとい

ったような取り組みを中に含めてやっていこうと思っています。10月 1日からどうなるかお楽し

みと思っています。この条例の中に、郊外部分のパークアンドライドも計画的な配置を進めてい

きたいと規定を設けています。このように、何でもかんでも条例にしてといったところですが、

金沢市が今思っている話としては、法律が守ってくれる部分が、建築基準法が最低基準だと言わ

れるがごとく、それだけでは生活や町を守ってもらえないと思っていますし、自分たちの都合で、

自分たちの町の形ですから、自分たちで皮をかけてカバーしていく、そのカバーをどれだけ、か

けられるかが今のテーマだと思っていますし、先ほどのまちづくり協定といったようなルールを

作る話も極端な言い方をすればジグソーパズルで埋めていくようなかたちで最終的にはチップの

数が多くなればなるほど、少しでもいい町になるのかなと信じてやっています。その辺が正直な

ところでございます。本当に、条例というやり方が一般的なのか、特殊なのかは抜きにして、客

観的に見て自分たちのまちには自分たちが何かをしなきゃいけないという姿勢だけは考えておか
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ないと、国が作ってくれる制度はあくまで道具だと思っていますので、それをどれだけうまく使

うかは結局自分たちが決めるのかなというふうに思っています。 
 
根本：ありがとうございました。引き続き尼崎の事例を踏まえまして、森山さん、お願いします。話

の流れといたしまして枠組みは用意されたので、あとはいかに地元で合意を作っていくかが課題

かと思います。そういう意味で、工場用途であった所の市街地内部の問題ですけれども、今後ど

ういう土地利用、用途にしていくのかというところも、今からのかたちで地区計画を作るとか、

合意形成の話にもなってきましょうし、その辺と、先ほどの規制ぎりぎりのもののバラ立ちによ

って、結局でかいものができてしまうという話もありましたが、この辺も関係者、地権者、ステ

ークホルダーの合意形成ができなかったからそうなっちゃったのかなという気もしますし、その

辺触れながらまとめていただけばと思います。 
 
森山：今、条例を非常に上手に使われてるというお話を聞いた後で、きついというか、我々は法律と

条例の関係が気になるんですね。条例の限界といいますか。阪神間では有名なんですが、やはり

宝塚市さんのパチンコ立地規制の条例が負けたというのが非常にボディーブローのように効いて

いまして、条例では限界があるねという意見がまず出てくるんです。その中で、法律では対処で

きませんので、開発指導で、私どもの場合は住環境整備条例という言い方をしますけれども、条

例でなんとか協議して指導して理解していただく。そういう意味での条例としての役割は非常に

大きい。だから、条例というのは合意形成の手段であると。ただし、指導基準も明らかにしてお

く必要があるということも、昨今うるさく言われています。実は、尼崎市では工業地域の中に、

あまり住宅立地がなかったんです。といいますのは、住環境整備条例の中で工業地域の中で、住

宅を開発する場合は敷地周辺に6ｍの緩衝帯かつ25％以上を緑地として取り、これは敷地面積に

算入しないというかなりきつい制限をかけてきているんです。これが機能して、59年に基準がで

きて以降、実は工業地域へのマンションの進出は2、3ケースしかなかったんです。ところが、最

近、大規模工場がぽんと抜けてしまうので、跡地で25％の緑化をすると非常に環境のいいマンシ

ョンですよという売り方をされるようになってしまって、今その扱いに困っているといったこと

があります。ただ、条例はそういう意味では、規制・指導、合意形成していただく、地域が望ん

でいる姿を示すという意味では、非常に効果があるのかなという気がしています。すいません、

あの先ほどの、じゃあ今どうするのという話なんですが、私どもは商業立地ガイドラインを作る

ときに、平行して工業地の土地利用がどうなっているかという検討をしていました。その辺が19

頁あたりに資料でついています、どういうところで大規模な土地が動いていったのかというよう

なことを10年ほどのデータを整理しています。用途別で2,000㎡を超える大きな土地利用の転換

は、10年間で107haほどですがやはりその65％くらいが工業系です。それの従前と従後の土地利

用を見ますと、従前は工業系が非常に多いんですけれども、従後は住宅系に建物用途が変わって

いる。これをさらに工業系用途だけを見ていったとき、実は工業地域、準工、工業、工専とある

んですけれども、やはり工業系でも工業地域変わっている。これは工場三法の影響と思っている

んです。でも、工場として残っている部分もある、じゃあ、その関係で工場としてきっちり評価

されている部分を使わないといけないという話になるのかなという気がしております。先ほど、

集中、質、量とかいう話がございました、言葉の遊びかもしれませんけれども、今は集中してい

る状態なんですね。じゃあ、これを土地の集積としてどう使っていけるか、要するに質のある土
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地としてどうできるのかを考えていかないとということで、私どもは工業用地については今後、

先ほど都市計画はツールという話がありましたが、特別用途地区でありますとか、そういう制度

をきっちり使って、逆に工場用地を工場用地として残していきたい、そうすることによって、他

都市との違いを出すといったらおかしいのですが、そういう土地利用の質を高めていく、一方で、

住居系の地区などで地区計画を推進しまして、住宅地としての環境を守っていただく。だから、

私どもはどちらかというと今ある都市計画の制度をきっちり使っていきたいと今は考えていると

いったところです。 

 
根本：ありがとうございました。条例の限界といった、法律と条例がバッティングしたら、法律が勝

ってしまう、裁判の事例も出てきているということで、規制する手段としての有効性をとらえる

よりも、むしろ協議、指導、合意形成という点で、この条例の構成を取られたというご指摘もあ

ったかと思います。それから、質と量、あるいは集中から集積といったことも含めて、出て行っ

たところをどうするかといったこともあるけれども、既に工場なら工場として続いている用途の

ところをどう質を高めていくか。思いますのは、京都の話で非常に感銘を受けたのは、空き店舗

対策ではなくて、すでに生きている店舗がもっと魅力的にならないと空き店舗も埋まらないよと

いう、やる気のあるところ、創意工夫といった話もあったかと思います。そうなると、今までの

商工行政は、規模のでかいものが規模の小さいものをいじめているから、規模の小さいものを救

うことだったんですが、選択と集中で、規模が小さければ作ってくれるなということじゃなくて、

やる気のあるところは救うけれども、やる気のないところは淘汰もやむをえないのかなという感

じがいたしました。いうことで、京都の事例を最後とりまとめでお願いしたいと思うのですが、

そういったあたりの山科の事例もございましたが、地域商業ビジョンの策定のプロセスなんかが

気になるんですけれども、全員が救えないとしたら、質の高いところ、あるいは京都らしいとこ

ろは残していくけれども、淘汰されても仕方ない部分もあるという話になってくると、合意の形

成がますます大変かなと思うんですけれども、もし可能でしたら、その辺も含めてお話いただけ

ればと思います。 
 
若林：合意の形成といいましても、土地利用を上から規制をするという場合には、もちろんかなりは

っきりとした反対も出るでしょうし、まあ、法律的な権限で出来る場合もあるでしょうけれども、

やはり望ましいのは議会その他ですね。しっかりとした手続きでちゃんと確認をしていくことだ

と思いますけれども、商業の振興といいますか、商業をそのエリアの中で発展させていくという

ような事柄そのものについて、ちょっとそれは郊外にお店が出ないようにするという規制の面も

ございますが、このエリアでどういうふうに育てるかというようなところにおいては、育てると

いうか、見ていくというか、いろんな関係者の中で、それはたまたま偶然こういう動きがあると

いうときに、空いた土地にお話があってそこに誘致をしたりとか、ほんとにひょんなことで進む

ことが多いものであって、まあ、それほど計画的な展開で進められるわけではないんですね。本

当に評価をしていただいて、ありがたく思いますが、先ほどの商業振興の方向性の転換というも

のも、あくまでもこういうふうに転換しようという考え方をパブリックコメントを含めてご意見

をいただきながら、京都の商業政策のビジョンの根幹に据えたというだけで、実現するための施

策というものが十分に展開をされていて、望ましい結果を次々に生み出しているというわけでは

ありません。私達自身が今大事に思っているのは、実は、このビジョンを作ったあとで、京都市
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商業ビジョン推進委員会という学識のメンバーだけで構成される非常に小さなグループも京都市

においていただいて、そこで、年に数回会議を開いて、このビジョンをどう具体化するか、そし

て、京都市の現在進めている施策をどう評価するか、そして新しい施策をどう作っていくか、定

期的に点検もしますし、仮説検証型で勉強しながら発展もさせていきますし、そして、山科の場

合もこの推進委員会のメンバーのお一人である学識経験者がずっとこれまで、地元のフィールド

ワークとして、地元のまちづくりという面もありますし、大学の学生を育てる、まちづくりの担

い手として学生を育てよう、大学の教育プログラムとしても頑張っておられるという実質的なリ

ーダーになれるんですね。第 3者的に応援ができるんですね。実際に地元の商業者や関係者との
間で信頼関係が既に作られている。こういう方がいらっしゃって、この方のプランと京都市の施

策をすり合わせながら地元の商工会議所調整に入って、一応枠組みを作る。地元で作られた枠組

みについて、京都市商業ビジョン推進委員会にご提案いただいて、私は今、そこの委員長をやっ

ていますが、商業ビジョン推進委員会委員長名で山科地域のビジョンづくりを任命するみたいな

感じで仕事を委任する。地元の自主的な取り組みである面が半分あるけれども、京都市の商業ビ

ジョンの推進であるという枠組みでやっているお墨付もつけて展開をしている。この育てる商業

づくりに関しては、やはり地元の関係の自治体が動かないと駄目ですし、関係者を揺さぶるため

には、学識経験者や商業コンサルなどが一軒、一軒の商業者をまわって話を聞いて、くどいてい

くという地道な取り組みなしにはいきません。上から計画的にメニューを振ったら、わーっと手

をあげるということではございませんので、私達自身は大きな方向性を確認した上で、一つ一つ

エリアの関係者の動きを見計らいながら、本当はもっとやりたいエリアがあるんですが、なかな

か条件がそろわなくて、京都市のエリアの中で動かない部分がありますし、都心部はやっぱり悩

ましいんですね。本当に交通規制をして歩ける街にしようというビジョンが一方でありながらも、

そんなことをされたら他方で商業者の我々は困ると。これで十分まわっているんやという意見も

あって、なかなか都心部で交通をどう考えるか、歩いて暮らせるまちづくりというような方向性

を京都市も推進をしている一方で、現実には地元の調整ということではなかなか合意が進んでい

ない。一方で、ＬＲＴの提案も動いているということで、今のところ、都心部では交通実験をし

ながらそこら辺、どういうふうに合意形成ができていくのか、まだまだ見通しがつかないような

状況がございますけれども、いずれにせよ、育てる商業に関して言えば、一個一個作っていくこ

となんだろうなと思っております。京都の取り組みを他都市にということでは、商業が活性化し

ないといけないというようにアバウトに考えるのではなくて、それぞれのエリアで求められる機

能と水準という、そういう評価軸を、すぐには作れませんけれども、やはり作っていくことだろ

うと思っています。それぞれのエリア、京都の都心部であれば京都を代表するような、アピール

するような世界から、全国から来た人が楽しんでもらえるような、誇りが持てるようなそういう

商業という問題提起でもありますけれども、別に山科エリアも含めて、そういうことが問題にな

らないエリアもあるわけですね。ですから、エリアごとに目標とする像が違うということだと思

いますので、そこのところをはっきりさせないといけないというのが一つと、もう一つは商業に

せよ、まちづくりにせよ、実際そこに人が動いて元気な雰囲気が大事だと思っています。賑わい

があればいいという議論は一方で間違っているんですが、でも他方で真実棚と思うのは、賑わい

のあるところは何かあるんじゃないかと新しい人が興味を持って参加するという元気ないろんな

動きの再生産につながっているというような状況がございますので、それぞれのエリアでそうい

った動きをしっかりと応援をしていくといったことを、規制の枠組みの一方での商業振興という
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ことで考えてきており、他都市でもこういうかたちでの組み立てを考えるというのはあまり変わ

らないと言うんですか、どこでも共通しているのではと思います。 
 
根本：中井さんから、コメントをいただいた後に会場からの質問を受けたいと思います。柔軟性とか、

今の京都の取り組みですと、仮説検証のプロセスの中で、あるいはエリアごとに細かくやったり

とか、なんか一つの制度で全国をカバーするのは限界があるのかなと。枠組みは用意したけれど、

それを細かく運用していく合意形成のために条例であったり、協定であったり、応用範囲があっ

たりするという気もいたしますが、それも含めて最後のコメントをお願いします。 
 
中井：ツールみたいなものが大分揃ってきたというか、ツールを揃えようという意気込みが出てきた

というのが正しい言い方なんだろうと思いますが、後はそれを使うにあたって、それぞれの市町

村、これは行政も住民もという意味ですが、考えないといけないことがあって、それがやっぱり、

今日のテーマの我々のまちはどんな構造にしていくんでしょうかというある意味のビジョンだと

思うんですね。それを考えるのに参考になりそうな話を 2 つくらいいたしますと、1 つは市街地

の状況で、これは尼崎市さんのようなところにも参考になるかもしれませんが、ざっと大きく見

るとですね、非常に安定して環境もそれなりに出来上がっているような市街地がどこにもあって、

そういうのは 1 つのパターンですね。2 番目に、市場の圧力がたまたま非常に働いていて動的に

変わっていきそうな市街地があります。例えば、尼崎の工場跡地などが典型的な例でしょうし、

大都市圏のフリンジっていうのが伝統的にそういう場所だったんでしょう。3 番目に、そういう

のと関係なく、まちとして戦略的に動かしていったほうがいい地域というのが多分あって、おそ

らくそういう3つを現実の市街地を見極めながら当てはめていき、それを将来どういう方向に持

って行くかを考えつつ、それをさらに比較的短い時間で管理、マネージメントしていくというの

が、今それぞれの自治体で求められているビジョンづくりだと思います。それから、もう1つは

そういった市街地のあり方に対応するものとして交通をどう考えていくかということが非常に大

きくて、これについては、尼崎のように公共交通が非常に充実しているところは極めて少なくて、

金沢なんかでも公共交通はかなり苦労している状況だと思います。そういうときに、新潟も含め

てバスに頼っているところのバス路線がどんどん廃止されているのが現況です。関西圏ではそう

いうところが気が付かないかもしれませんが。新潟では、住民が少し負担してもいいから、バス

を残してもらってというような例もあるんですね。ですから、少し公共のお金をきっちり入れて、

公共で支持すべき公共交通の部分とそれから、もう少し地元の住民のお金も入れながらいわば共

で負担していく公共的交通の部分と、自家用車も含め、それよりは進んだ手段として乗合タクシ

ーとかパラトランジットみたいな、民の集まりのようなところで負担をしていく擬似公共交通と

いうんでしょうかね、そういうところで都市の中でどうネットワークしていくかというというこ

とと、先ほどの安定、動的、戦略的展開市街地みたいなものを上手く今考えて展開をしていくこ

とが一方で、今回用意された素朴なものですが都市計画法の新しいツールを使っていく上で、ど

この自治体でも必要になってくるんじゃないかと考えているところです。 

 
根本：ありがとうございました。それではフロアから質問を頂戴したいと思いますがいかがでしょう

か。簡単に所属とお名前、どの先生に質問されるかをおっしゃってください。 
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小島：個人で建設コンサルタントをしています。大阪市立大学の大学院で都市政策を勉強させていた

だいています。中井先生にお伺いしたいのですが、今日のテーマであります人口減少と市街地縮

小ということについて、尼崎市も金沢市も、市街地が縮小するということを前提に計画が作られ

ていないと思うのですが、日本全国にある地方都市を頭に置いたときに実際、市街地縮小が起こ

るのかどうかという気がしているんですね。最初に先生がおっしゃった住宅の張り付き方、公共

交通のあり方との関係だろうと思うのですが、ご見解はいかがですか？ 
 
中井：実際、市街地が縮小するのかというと、それは人為的なことをやらないと縮小しなくて、恐ら

く耕作放棄地みたいな放棄市街地みたいなものが出てくるかもしれませんが、30年くらい経てば

自然的土地利用に勝手に戻るのかもしれませんが、そういう時にはかなり危ない社会の状態にな

ってそうな気がしますね。その意味では、現実に市街地を物理的に縮小するというよりは、我々

の生活を、生活環境なり物的環境なりを、そういうタイミングを捉えてどう改善をしていくのか

という視点で捉えたほうがよりポジティブで、空き地や空き家が出てくる住宅地が一杯あるだろ

うって私も予想して所々で言ってますし、いろんな方がそういうことを言われてますけれども、

それを放っておけばいろいろな、特に古い郊外住宅地で起きるのは当然で、じゃあそこでじっと

そのまま見ているんじゃなくて、現実的に市街地を縮小させるかどうかは別として、そういった

住宅地を持続可能な形でどう再生をしていくかっていう点で隣地の買い増しやいろんなことを提

案されていますけれども、そういうスキームを作り上げていくことしかないとやはり思います。

残念ながら多くの自治体の政策はまだそういう方向に向いていません。依然として拡大基調を取

っているところが多い。そして、部局によってはきっちりそういうことをわかっているところも

あるんだけれども、一度始めると事業が止まらないという非常に悪い部分もあって自治体として

統一的にそういうことをやられているところは残念ながらまだまだ数が少ないといった状況とい

うところです。 

 
山崎：東京大学の山崎と申します。今の質問にも関係するんですけれども、市街地が縮小していくと

いうときに、スキームの一つして上げられた隣地の買い増しということもありますし、中井先生

や金沢市さんにもお伺いしたいのですが、最後の中井先生のご発言の中の継続的な議論の必要性

の4番目に自然環境を再生する仕組みをどう作るかということがあったんですが、現状住居なり

が建っているところを自然環境に戻していくというスキームは果たしてあるのか、ほっとけば30

年して自然と戻るという話が大半なのか、少し事例あるいは可能性なんかがあればお教えいただ

きたいのですが。 

 
中井：事例でお話することは難しいと思いますけれども、例えば緑のクーポンですとか、アイデア自

体は囁かれたりはしているんですね。郊外と都心を緑のクーポンを介して交換するとか、どう現

実化していくかっていうところで、今はアイデア止まりなんじゃないかと思います。いくつか、

小さな実験的な事業みたいなものを繰り返していけば、恐らくそういうスキームが出来上がって

いくんだと思います。1 つは区画整理だと思います。区画整理で蓄積されたノウハウをある種そ
ういう、区画整理というのは土地の交換の技術ですので、自然的土地利用と都市的土地利用を上

手く逆交換していく。そこに、通常の区画整理だとプラスの開発価値が生ずるのでみんな補償な

しで減歩できるわけだけれども、それが逆向きの土地利用だとできないので、そこに公的なお金
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だったり、市民のお金だったり、トラストみたいなものを上手く絡めていくのが基本的なスキー

ムになるんじゃないかと予想していますけれども、まだ細かいところまでは詰めていません。隣

地の買い増しの話は実はかなり可能性があるんじゃないかと思っていまして、私の調査でも隣が

空いたら買いたいという人が結構いて、お金もそれなりに持っている。だから、そういうニーズ

と空くときのタイミングを上手くマッチさせるものがあれば、そこそこは隣地の買い増しで、空

き地、空き家をなくしていくことは、特に大都市圏で可能なんじゃないかと。地方圏は住宅その

ものが割と大きいので隣地ということにならないかもしれませんけれども、大都市圏の場合は、

古い郊外住宅地だとさほど敷地規模が大きくないので、そういう需要はどうやらあるようです。 
 
根本：私から、コモンといいますか、共有地といいますか、税制とか個人で土地を所有すると不利に

なるようですと土地利用が荒れてくるんですけれど、ある程度住み手のいなくなった土地ですと、

コミュニティとか町内会、まちづくり会社が所有権を共同化していくということもあるのかなと

思ったりしています。 
 
吉田：京都大学の吉田です。尼崎市の森山さんとはお電話で何度かお話したことがあるんですが。工

場の何割かが住宅として変化していったが、工場として評価されたものを残していくという方向

でこれから考えていきたいとおっしゃってたんですが、尼崎市は大阪や神戸への便利ないい場所

にあると評価されて住宅になっていったと思うんですが、工業地域の中で、住宅と工場が仕分け

されずに建っていることについて、これから、仕分けというか、混在していかない方向にどんな

方法があるのかとか、そのあたりでお考えのところがあれば教えて欲しいのですが。 
 
森山：用途地域制度を十分にご理解の上でのご質問と思うのですが、工業地域というのは基本的には

何でも建てられるんですよね。住宅を建てたら駄目とは書いていない。そうすると、今回の都市

計画法の改正でもありましたけれども、用途地域を補完する制度を上手に使えということしかな

いと思うんですよね。そうしますと、我々が今考えているのは、やはり既に古くなった制度なの

かもしれませんが、特別工業地区というのをもう一回ちゃんと使える方向で考えないといけない

なというのが一つです。住工混在の話は、折り合いの話ですから、地域で話し合ってもらわない

としかたないということで、これについては、地区計画を使う方向と思っていまして、どちらに

しましても合意形成型の都市計画をちゃんと使わないといけないと、いうことしか今のところお

答えできるものがないんです。逆に、私どもＧＩＳなどのデータもございますので、一緒に勉強

しようという方がいらっしゃいましたら、いろいろ取り組んでみたいと思います。尼崎は都市問

題のフロントランナーということで、問題だけは山ほど抱えているつもりですので、是非ご示唆

をいただきましたら、逆に我々も考えていきたいと思います。答えになりませんで、申し訳ござ

いません。 
 
根本：最後に森山さんから大事なコメントをいただいたかと思います。新しい都市計画が今日のメイ

ンテーマですけれども、実は古い制度で活用されなくて埃をかぶっているものも沢山あるんです

よね。今日の大きなくくりとしては、ツールとして用意されたもの、それから非常に厳しい問題

がある郊外への展開への緊急避難的な押さえはしたが、それがだからといって日本中どこの都市

もハッピーになれるかというとそうではない。古いツールも含めて、合意形成をする。条例を手
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段として使ったり、あるいはきめ細かい、粘り強い市民との対話とか、そういったことが今日の

事例から沢山読み取れたのではと思います。具体的な事例のお話を通じて、あまり自画自賛しち

ゃいけませんが、大変今日は内容の濃いシンポジウムになったかなと思います。皆さんご協力あ

りがとうございました。 


