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フランスにおける都市連帯と都市リニューアルに関する法律（SRU 法）の一考察
−都市計画法典(2001), ヴォアネ法(1999), シュベヌマン法(1999), SRU 法(2000)の関連性に着目して−
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The first purpose of this paper is to report the relation of the Voynet Act “the orientation Act for the
maintenance and the sustainable development”, the Chevènement Act “the Act for simplification and strengthening
of the municipal-union cooperation” and the SRU Act “the Urban Solidarity and Renewal Act”. These acts were
established recently in France, which were influenced by the concept of the Sustainable Divelopment in Rio de
Janeiro in 1992. The second purpose is to report of the city planning documents of SRU Act. These documents are
the SCOT (Territorial Consistency Plan), the PLU (Local City Plan) and the Carte Communale (Municipal Map).
SRU Act is connected to the Voynet Act and the Chevènement Act to practice the urban policy. These city planning
documents are territorial plans with the municipal initiative.
Keywords:

フランス、都市計画法典、ヴォアネ法、シュベヌマン法、SRU 法
France, the City Planning Act, the Voynet Act, the Chevènement Act, the SRU Act

1. はじめに
2000 年 12 月 13 日、フランスの交通・住宅整備省
Ministère de l’Equipement des Transports et du Logement1)の
管轄下において、「都市連帯と都市リニューアル法
SRU」la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
（以下 SRU 法とする）が制定された。この法律は都市
整備政策の改善を図るため、都市計画・住宅計画・交通
機関計画の実施条件を定義している。基本方針は、①連
帯の重要性、②持続可能な開発と生活の質、③民主主義
と地方分権を挙げている。
この法律の前身は、1967 年 12 月 30 日制定の「土地
基本法 LOF」la loi d’orientation foncière2)であり、
「都市整
備基本計画 SDAU」le schéma directeur d’aménagement et
d’urbanisme を規定した。その後、1983 年の「地方分権
法」の制定を受けて「基本計画 SD」le schéma directeur
に変更された。これは、主に広域における長期的な土地
利用の基本方針を定めるものであり、その下位計画であ
る「土地占用計画 POS」le plan d’occupation des sols は限
定された地域についての短期的な土地利用を規制するも
のとされた。SRU 法では、「まとまりのある広域計画
SCOT」le schéma de cohérence territoire と「都市計画ロー
カルプラン PLU」le plan local d’urbanisme を規定し、SD
と POS に取って代わって行く予定である。
先行研究として、フランスの契約計画制度に関する、
片山ら 3)があるが、本研究では、近年、フランスにおい
て制定された都市計画に関する法律に着目した。研究の

目的として、これらの法律間の相互関係と SRU 法にお
ける目的と都市計画に関する主要項目について中間報告
を行う。
研究の方法は、SRU 法の条文、第 1、3、4 及び 6 条
と都市計画法典 le Code de l’urbanisme4）（L.121-1, L.122-1
〜4, L.123-1, L.124-1 条 、L.は立法 Législative を表す。
）
などを参考にした文献調査やヒヤリング調査に基づいて
いる。
2. SRU 法制定の背景
1992 年のリオ・デ・ジャネイロにおける地球サミッ
トでは、
「持続可能な開発」5)の概念に基づく行動計画文
書「アジェンダ 21」6)が策定された。そこで、フランス
政府は、国土整備開発を地域レベルで進めて行く手法の
一つとしてこの行動計画を取り入れた。これをもとに、
1983 年以来続いている行政改革の一環として様々な法
律を制定した。具体的には、1999 年 6 月 25 日制定の「国
土の持続可能な開発及び整備基本法」la loi d’orientation
pour l’aménagement et le développement durable 通称ヴォア
ネ Voyent 法があるが、この法律は、アジェンダ 21 の第
28 章「アジェンダ 21 の支持における地方公共団体のイ
ニシアティブ」7)を参考にして制定された。このヴォア
ネ法は 1999 年 7 月 12 日の「市町村協力の強化と簡潔化
に関する法律」la loi relative à la simplification et au
renforcement de la coopération intercommunale 通称シュベ
ヌマン Chevènement 法と SRU 法の制定を促した。
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3. ヴォアネ法、シュベヌマン法、SRU 法の関係
1)ヴォアネ法
ヴォアネ法は主に、都市圏 l’agglomération8)または、地
方 le pays9)と言う二つの地域を定義しており、国土の整
備開発をサポートする都市計画の道具が設定されている。
都市圏プロジェクト le projet d’agglomération や地方憲章
la charte du pays がそうであるが、いずれも、市町村の連
合体による各地域において、経済開発・地域政策・環境
政策などの方針を決定している文書である。これらの計
画を実現するために国、州、市町村、その連合体の間に
おいて、都市圏契約・地方契約を行う。
2)シュベヌマン法
シュベヌマン法は、「市町村連合協力機関 EPCI」
l’Etablissemenet public de coopération intercommunale によ
る地域の複合を強化し、簡潔にするための法律である。
EPCI により集約された市町村は人口規模別に、次のよ
うに区分される。
① 市町村共同体 Communauté de communes(5 万人未満)
② 中規模都市圏共同体 Communauté d’agglomération(5 万
〜50 万人)
③ 大規模都市圏共同体 Communauté urbain (50 万人以上)

シュベヌマン法は、いずれの共同体においても、その
地域は、飛び地がなく、一体であることを規定している。
この法律の方針は、地域開発のための財政管理を含む
総合的なプロジェクトを実現させることであるとしてい
る。そのプロジェクトは、市町村の適切な手法による連
合と各共同体のまとまりを実現させるものである。
3)3 つの法律の関連性
SRU 法は、第 1 条において、1995 年 2 月 4 日制定の
国土整備開発基本法（ヴォアネ法はこの法律の改正版で
ある）で定義される地方 le pays が SCOT の適用地域に
含まれる場合、SCOT が承認され次第、その条項は、地
方憲章 la charte de pays の都市計画条項に取って代わる 10)、
と規定している。
シュベヌマン法が定める各共同体は、SRU 法が規定
する都市計画文書における実行の権限を持つ。
これらの法律は、広域に統合された整備計画の作成・
実行・評価という過程において、住民や関係者の参加を
強く要請することを共通の目的とし、国土整備において
独自の規制を行う範囲としての「広域の設定」
、都市政
策における「市町村連合の連帯」
、そして整備実施のた
めの「財政管理」において補完し合っている。

図 1：SRU 法の基本方針とその他の法律との関係（出典：パリ市役所「SRU 法に関する情報誌」2001,6 より）
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図 1 において、3 つの法律に住宅や交通機関に関する
法律を加えた相互の関連性を示し、SRU 法における基
本構想、整備に関する政策の広域的まとまりと横断性及
び基本方針について、パリ市の説明を記す。
4. SRU 法の都市計画文書の規定
4-1 研究対象項目
SRU 法の条文 11)において重要な項目は、都市計画法
典の改正であるといえる。
中でも最も革新的な改正は
「ま
とまりのある広域計画 SCOT」
（第 3 条）
、
「都市計画ロ
ーカルプラン PLU」（第 4 条）、「市町村図 la carte
communale」
（第 6 条）などの都市計画文書に関する条
項の作成についてであり、以下に概要をまとめる。
4 –2SRU 法第 1 条（都市計画法典 L.121-1 条に改正）
第 1 条では、上記の都市計画文書の作成における条件
を以下の様に規定している。
① 都市のリニューアル・都市の統率・農村部における
開発間の平衡。農業地区・森林の保全。自然地区や景観
の保護。
「持続可能な開発」の方針の尊重。
② 現在と将来における住宅計画における経済活動・商
業や文化、スポーツ活動・雇用と住居環境の平衡を保つ
ための公共施設・交通機関・水質管理などに関する要求
を差別なく満足させるための建設や改築を可能にする多
様な都市機能、及び都市住宅計画・農村住宅計画におけ
る混合社会。
③ 自然地区・都市部・都市周辺・農村部における経済
的で均整のとれた土地利用。交通機関・自動車交通に関
する要求の統率。空気・水・土地・地下の質や生態系・
緑地・自然景観・都市景観の保全。騒音の減少と都市景
観において特徴のある建築物や建築遺産の保存。予測可
能な自然災害・技術災害・空気汚染・あらゆる自然公害
の予防。
4-3SRU 法第 3 条「まとまりのある広域計画 SCOT」
（都
市計画法典 L.122-1〜4 条に改正）
1)都市計画法典 L.122-1 条（SCOT 作成の目的として、
参考文献 12）pp.32〜33 に基づき以下の様にまとめる）
① 経済・整備・環境・住宅・交通機関・設備・サービ
スの発展を促す需要の作成と地域分析。
② 住宅・レジャー・交通機関・交通規制などにおいて
採用される「整備と持続可能な開発プロジェクト
PADD」le projet d’aménagement et de développement durable
の提案。
③ 都市部と農村部における均整の取れた空間構成に関
する一般方針の決定。公共住宅・公共交通機関・商業施
設・都市の玄関の景観改善などに関する方針の決定。
④ 保護地区の決定と大規模な整備計画の定義。
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⑤ 国や様々な公共団体が作成したプログラムの考慮。
SCOT は SD に取って代わる広域における長期計画で
あるが、参考文献 10)p52 の条項解説によると、その変
更の特徴として SCOT は「土地の一般的な利用方法」
を定義していないとしている。よって、SCOT はより総
合的な都市政策を目指しているといえる。
2)都市計画法典 L.122-2 条の 1 項、2 項、4 項（適用境界
についてまとめる）
① 市町村によって定められる PLU の将来的な農村地
区・都市地区において、SCOT が適用されていない場合、
その地域は市街化することができない。PLU と市町村
図 la carte communale は、市街化拡張地域の規定を知事
の了解のもとに決定されている。
② SCOT は、人口規模 15, 000 人以上の市街地境界部な
いし河川、海岸から 15km 以上離れている市町村におい
ては適用されない。
なお、参考文献 10) p.53 の条項解説によると、以前は
POS が適用されずに市街化拡張地域に規定されていた
建設可能な範囲を、SRU 法によって SCOT の適用範囲
として広域計画に含まれるように改正された。また、こ
の改正は 2002 年 1 月より、自然保護区域(N)及び、新た
に市街化される区域(AU)から施行される。
（なお、区域
別の土地占有規則 la réglementation de l’occupation des
sols12）は PLU により規定される。
）よって、②で規定さ
れている範囲は将来的に市街化が可能になる範囲となる。
3)都市計画法典 L.122-3 条の 1 項、2 項（適用の権限と
地域についてまとめる）
① SCOT は、管轄の市町村または市町村連合の主導の
もと作成される。
② SCOT は、飛び地のない一体な地域に適用される。
この地域が管轄の市町村連合協力機関EPCIである場合、
この機関全域に適用される。
③ 市町村連合・新しい都市圏・地方 le pays・自然公園
地域や、既に、都市交通計画 PDU・商業開発計画 SDC・
住宅ローカルプログラム PLH・市町村連合憲章 CIDA
が定義されている地域に適用される。市町村または市町
村連合によって提案された SCOT の地域は、関連の県
議会で議決された後、知事によって決定される。
これからの SCOT は法律上更地には介入せず、既に
様々な計画が実施されている地域全体を対象にしている。
4)都市計画法典 L.122-4 条（参考文献 10)p.55 の条項解
説により計画作成についてまとめる）
SCOT は、市町村連合協力機関 EPCI または、労使混
合組合によって作成される。これらの公的機関は、計画
の承認と修正を行う。さらに、協議会の方法を決定する。
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4-4SRU 法第 4 条「都市計画ローカルプラン PLU」
都市計画法典L.123-1 条の1〜3 項の改正におけるPLU
の定義を以下のようにまとめる。
① PLU は経済と人口統計学の予測における分析を提示
し、経済発展・地区整備・環境整備・社会と住宅の平衡・
交通機関・サービス・設備に関する需要を明確にする。
② PLU は街区や地区、再構築または改修が必要な区域
を特徴づける「整備と持続可能な開発プロジェクト
PADD」を提示する。PADD は、既存の中心機能、また
は新しく作られる中心機能、もしくは開発すべき中心機
能を持つ地区を確定する。PADD は、特に公共道路・都
市の玄関・景観・環境・不衛生対策・多様な商業地区の
保存・都市の再開発に関する整備の実施を準備する。
③ PLU は、
「保存と改善計画 PSMV」が適用されてい
ない、市町村全域に適用される。
4-5SRU 法第 6 条「市町村図 la carte communale」
都市計画法典 L.124-1 条、L.124-2 条(L.124-2、2 項に
改正)における市町村図 la carte communale の定義につい
て、次のようにまとめる。
① PLU が適用されていない市町村は、都市計画法典
L.111 – 1 条 13)における都市計画一般原則適用方法を明確
にしながら、市町村図 la carte communale を作成するこ
とができる。
② 市町村図 la carte communale は、公開意見聴取が行わ
れた後、市町村議会と知事によって承認される。その内
容は、PLU と同様、SCOT により規定された都市政策
と互換性がなければならない。
市町村図 la carte communale は小規模な市町村に簡潔
な都市計画文書を適用することが目的ある。これは建設
可能な地域と不可能な地域の範囲を決めるゾーニングの
役割がある。
（L.124-2、2 項に改正、参考文献 10）p.147
の条項解説による）
5.まとめ
1)ヴォアネ法、シュベヌマン法、SRU 法の相互関係に
ついて SRU 法はヴォアネ法とシュベヌマン法の延長上
にあり、これら 2 つの法律が定義する国土整備における
道具を利用しながら、より具体的な都市政策を行う手法
を提示していることがわかった。
2)SRU 法の目的について、SRU 法は都市計画・住宅と
都市政策・交通機関という 3 つのテーマにおいて市町村
連合の主導の下、連帯性・持続性・広域的まとまり・横
断性のある総合的な整備に関する政策の改革を行うもの
である。そのため、都市計画文書として SCOT、PLU、
市町村図 la carte communale の作成を規定していること
がわかった。
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3) SCOT、PLU、市町村図 la carte communale の関係にお
いて、SCOT の適用地域の決定は、市町村またはその連
合体に主導権があることがわかった。PLU は都市プロ
ジェクトの表現と土地利用の規則という二つの機能を持
ち合わせていることがわかった。なお、SCOT は PLU、
市町村図 la carte communale の適用範囲を含むが、市町
村図 la carte communale は PLU が適用されていない地域
において作成されることがわかった。
4)今後の課題
本報告書では SRU 法の第 1 条、第 3 条、第 4 条、第
6 条について考察を行ったが、今後は、SRU 法の理解を
更に深めると共に、特に SCOT、PLU の作成プロセス
についての具体的な研究へと進めて行く予定である。
補注
1) 1984 年、同名に改正される。前身は1966 年より整備省Ministère
d’Equipement であった。
2) 機能別の地域区分を基本方針としている。管轄は1967 年に整備省
から改正された運輸省Ministère de Transport である。
3) 参考文献1)を参照
4) 参考文献10)を参照
都市計画法典の題目を以下に記す。
第1 部「立法Législative」
第1 巻「整備と都市計画の一般規定」
第1 編「土地利用の一般規定」
第1 章「都市計画一般規定」
（条項L.111-1〜L.111-11）
第2 章「建築面積」
（条項L.112-1〜L.112-6）
第2 編「都市計画の予測と規定」
第1 章「＜まとまりのある広域計画SCOT＞・＜都市計画ロー
カルプランPLU＞・＜市町村図la carte communale＞に関する一
般共通条項」
（条項L.121-1〜L.121-9）
第2 章「まとまりのある広域計画SCOT」
（条項L.122-1〜
L.122-19）
第3 章「都市計画ローカルプラン PLU」
（条項 L.123-1〜L.123-20)
第4 章「市町村図 la Carte Communale」
（条項 L.124-1〜L.124-4）
（第 5 章「その他」SRU 法により削除）
第6 章「公益権における土地利用配分」
（条項L.126-1）
第7 章「住宅の多様性を優先する条文」
（条項L.127-1〜L.127-2）
第3 編「森林地区」
第4 編「特別地域における特別条項」
（第 1 章「パリ市とイル・ド・
フランス州における特別条項」
、第2 章「県の自然地区」
、第5 章「山
間部における特別条項」
）
第5 編「海外県への適用」
第6 編「認可と地役権」
第2 巻「先買いと不動産の保護」
第1 編「先買権」
第1 章「都市先買権」
（条項L.211-1〜L.211-7）
第2 章「長期整備地区ZAD と予備地域」
（条項L.212-1〜L.2125）
第3 章「都市先買権・長期整備地区ZAD・予備地域における
共通条項」
（条項L.213-1〜L.213-18）
（第4 章削除・第5 章なし）
第6 章「家庭庭園についての特別条項」
（条項L.216-1）
第2 編「地所の保留」
第1 章「地所の保留」
（条項L.221-1〜L.221-3）
第3 編「棄権」
第3 巻「土地の整備」
第1 編「整備の実施」
第1 章「協議地区」
（条項L.311-1〜L.311-8）
（第2 章「都市再生」削除）
第3 章「建築物修復と保存地区」
（条項L.313-1〜L.313-15）
第4 章「居住者の保護」
（条項L.314-1〜L.314-9）
第5 章「分譲地」
（条項L.315-1〜L.315-9）
第6 章「分譲地に関する刑罰」
（条項L.316-1〜L.316-4）
（第7 章「分譲地の改善」SRU 法により削除）
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第8 章「その他の実施に関する条項」
（条項L.318-1〜L.318-9）
第2 編「実施する機関」
第1 章「整備公共団体」
（条項L.321-1〜L.321-9）
第2 章「都市土地集団」
（条項L.322-1〜L.322-11）
（第3 章「商工職会議所」SRU 法により削除）
第4 章「地方土地公共団体」
（条項L.324-1〜L.324-10）
第5 章「商業・手工芸地区の整備と改修公共団体」
（条項L.325-1
〜L.325-4）
第3 編「財政条項」
（第1 章「土地・都市整備国庫」SRU 法により削除）
第2 章「建造者と土地の分譲者の参加」
（条項L.332-1〜L.332（第3 章「上限密度PLD」削除・第4 章「その他の条項」削除）
14）
第4 編「海外県における特別条項」
第4 巻「建設行為及び様々な土地利用方法に関する規定」
第1 編「都市計画証明書」
（都市計画証明書には、都市計画の条項
や所有者の権利における行政範囲、税体制と土地や公共団体に適用
できる都市計画への参加体制を示す。
）
（条項L.410-1）
第2 編「建築許可証」
第1 章「一般体制」
（条項L.421-1〜L.421-9）
第2 章「一般体制の例外」
（条項L.422-1〜L.422-5）
第3 章「仮建築許可証」
（条項L.423-1〜L.423-5）
第3 編「解体許可証」
（条項L.430-1〜L.430-9）
第4 編「特別な土地利用方法に関する条項」
第1 章「囲い」
（条項L.441-1〜L.441-3）
第2 章「その他の設置と工事」
（条項L.442-1〜L.442-2）
第3 章「キャンピング」
（条項L.443-1〜L.443-3）
第4 章「スキーケーブル」
（条項L.445-1〜L.445-4）
第5 編「その他の条項」
・第6 編「検査」
・第7 編「海外県」
・第8
編「違反」
第5 巻「サービス・施設・企業の設置」
第1 編「一般行政条項」
（条項L.510-1〜L.510-4）
第2 編「パリ地域に関す財務条文」
（条項L.520-1〜L.520-11）
第3 編「パリ地域外の事業の設置」
（条項L.530-1〜L.530-4）
第4 編「工場の再売に関する建設または整備」
（条項L.540-1〜
L.540-3）
第5 編「認可」
（条項L.550-1）
第6 巻「都市計画訴訟に関する条項」
（条項L.600-1-4）
第2 部「規則Réglementaire」
5) 1992 年、182 ヵ国が参加したリオ・デ・ジャネイロの国連環境開発
サミットUNCED（地球サミット）において「持続可能な開発」の概念
が宣言され、行動計画アジェンダ21 が策定された。
6) アジェンダ21 は膨大な文書である。この文書をもとに各国におい
て地方自治体レベルで長期的な国土開発計画を行う「ローカルアジェン
ダ21」を策定している。
7) 第28 章では、地方公共団体は地球環境問題の対応において重要な
役割を担うとし、また多くの地方公共団体は「地球規模で考え足元から
の行動をThink Globally, Act Locally」の原則に立ち地球環境保全の視点を
盛り込んだ条例、計画及び方針・指針を策定するなど地域の自然的・社
会的状況に即した総合的で計画的な取り組みを進めると明記されている。
8) 都市圏 l’agglomération は市町村または市町村連合の集まりのことを
言う。また人口 5 万人以上の都市部で、人口 1 万5 千人以上の一つまた
は複数の市町村に都市圏プロジェクトが適用される。
9) 地方le pays は経済開発プロジェクトに関する契約を国・州との間で
行っている市町村によって描かれる地域のことである。この地域は州知
事が決定する。
10) 補注11)の11 行目による。
11) SRU 法条文の題目を以下に記す。
第1 編：都市と地域政策のまとまりの強化
第1 節-都市計画文書と整備の実施
第1 条-A. I. & II.都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」−2
編「都市計画の予測と規定」-1 章「
〈まとまりのある広域計画SCOT〉
・
〈都市計画ローカルプランPLU〉
・
〈市町村図la carte communale〉に関す
る一般共通条項」L. 121 – 1〜2 条作成
III.同L. 122 – 3〜9 条修正
-B. I . 1995 年2 月4 日国土整備開発基本法第22 条-13 段落目作成
II. 1995 年2 月4 日国土整備開発基本法第2 条-5 段落目補完
III.1995 年2 月4 日国土整備開発基本法第22 条-13 段落目において定義
される「地方le pays」はSCOT に含まれる場合、それらの条項は、SCOT
が承認され次第「地方憲章Charte de pays」における都市計画条項に取っ
て代わる。
第2 条-地方公共団体一般法典L. 1522-1 条の最後から2 段落目作成
第3 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」−2 編「都市
計画の予測と規定」-2 章「まとまりのある広域計画SCOT」L.122–1〜19
条作成
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第4 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」-2 編「都市
計画の予測と規定」-3 章「都市計画ローカルプランPLU」L.123–1〜20
条作成
第5 条-1906 年6 月15 日エネルギー配分に関する法律第12 条以降作成
第6 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」−2 編「都市
計画の予測と規定」-4 章「市町村図la carte communale」L. 124 – 1〜4 条
作成
第7 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」-1 編「整備の実施」-1 章「協
議地区ZAC」作成
第8 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」L.300-4 条の修正
L.300-4 条：
（本文）国や地方自治体またはその公益団体は、整備計画の
ための調査や実施をあらゆる公人と私人に委ねることができる。
第9 条-一般税法典第207 条修正
第10 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」L.300-4 条以降L.300–5 条追
加
L.300–5 条：
（解説）この条項は、地方自治体や市町村連合が整備の実施
において資本参加をするとき、義務となる条項を明確にしつつ、その計
画における公的協約の自由を規制する。
第11 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」-1 編「土地
利用の一般規定」-1 章「都市計画一般規定」-L.111–1–1 条修正
L.111–1–1 条：
（本文）国土整備の指針は、国の整備計画と、均整の取れ
た国土の開発・保全・改善に関する基本方針を決定することができる。
この指針は、大規模な交通整備や施設の配置や、自然・景観の保全に関
する国の基本方針を決定する。
第12 条-同L.111–1–4 条補完
L.111–1–4 条：
（解説）この条項は、
「市町村図 la carte communale」を設
置している市町村に対し、ある一つの調査が、現地の委員会により承認
された条文により決められる項目に相当しているという条件のもとに、
「建築範囲の限定」を取り除くことを可能にしている。
第13 条-同L.111–5 条作成
L.111–5 条：
（本文）都市計画文書または分譲地規定の仕様書・不動産売
買（仮）契約書における再生または記載だけが、契約という性質の文書・
規定に委ねられない。
第14 条-同L.111–5–2 条以降L.111–5–3 条作成挿入
L.111–5–3 条：
（解説）この条項は、土地利用として住宅または住・職混
合の建物が建設可能な土地の取得者に新しい保証をもたらす。
第15 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」-1 編「整備の実施」-8 章「実
施に関する条項」に、
（都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規
定」−2 編「都市計画の予測と規定」−3 章「都市計画ローカルプラン
PLU」−）L. 123 – 12 条を挿入し、L. 318 – 9 条に修正を加える。
L. 123 – 12 条：
（本文）SCOT を適用していない市町村において、承認さ
れたPLU は知事への伝達後、知事による修正の要請がない場合、一ヶ
月後に実施することができる。
第16 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」−4 編「特
別地域における特別条項」-5 章「山間部特別条項」-1 節「山間部におけ
る整備と保全の基本方針」-L.145–3 条修正
第17 条-同L.145–7 条修正
第18 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」-4 編「特別
地域における特別条項」-2 章「県における（敏感な）自然地区」-L.142–3
条修正
第19 条-都市計画法典第2 冊「先買いと不動産の保護」-1 編「先買権」3 章「都市先買権・長期整備地区ZAD・予備地域における共通条項」L.213–1 条、L.213–11 条 、L.210–1 条修正
第20 条-同L.213–1 条修正
第21 条-同L.213–2–1 条、L.213–4 条修正
第22 条-I. 都市計画法典第2 冊「先買いと不動産の保護」-3 編「棄権」L. 230 – 1 条は、同2 編「地所の保護」-L. 221 – 3 条に変更
II. 都市計画法典第2 冊「先買いと不動産の保護」-3 編「棄権」-L. 230 – 1
条作成
III. 都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」-1 編「土地利用
の一般規定」-1 章「都市計画一般規定」-L. 111 – 11 条修正
L. 111 – 11 条：
（本文修正個所）
「L. 123 – 9 条（PLU）に記載されている
条件と期限の中で・・・」を、
「L. 230 – 1 条に記載されている条件と期
限の中で・・・」に変更。
第23 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」-L. 300 – 1 条の修正
第24 条-同L. 300 – 1 条の修正
第25 条-同L. 300 – 2 条の修正
第26 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」-第1 編「整備の実施」-第3
章「建築物の改修と保全」-L. 313 – 1 条
修正
第27 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」-第1 編「整備の実施」-第5
章「分譲地」-L. 315 – 1 – 1 条修正
第28 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」-第2 編「実施の構成」-第4
章「地方土地公共団体」-L. 324 – 1 〜 10
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条作成
第29 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」-第1 編「整備の実施」第8
章「その他の実施に関する条項」L. 318 – 2 条修正
第30 条-都市計画法典第4 冊「建設行為及び様々な土地利用方法に関す
る規定」-第1 編「都市計画証」L. 410 – 1 条修正
第31 条-都市計画法典第4 冊「建設行為及び様々な土地利用方法に関す
る規定」第2 編「建築許可証」L. 421–1〜2 作成
第32 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」第4 編「特
別地域における特別条項」L. 145–3 条修正
第33 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」−1 編「土
地利用の一般規定」1 章「都市計画一般規定」L. 111 – 1 – 2 条の最終段
落修正
第34 条-都市計画法典第4 冊「建設行為及び様々な土地利用方法に関す
る規定」第2 編「建築許可証」L.421–3 条修正
第35 条-1975 年6 月30 日身体障害者優先法第49 条作成
第36 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」第4 編「特
別地域における特別条項」L. 147–5 条修正
第37 条-都市計画法典」第6 冊「都市計画訴訟に関する条項」L. 600 – 4
条作成
第38 条-フランス建造物監視建築家(ABF)は、地理的な行政権限の範囲
において公共団体以外の私的機関のためにコンセプトの設計や施行を実
施することはできない。
第39 条-国の分野法典作成
第40 条-1913 年12 月31 日の歴史文化財monuments historiques に関する
法律第1 条修正
第41 条-1999 年7 月12 日の市町村協力法-シュベヌマン法第57 条作成
第42 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」第4 編「特
別地域における特別条項」L.146–6 条修正
第43 条-SRU 法公布一年後、国会令により決定された日時に第3、7、30
条が挿入される。一ヶ月後には第37 条が挿入される。
第44 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」第4 編「特
別地域における特別条項」第5 章「山間部特別条項」L.145–5 条修正
第45 条-農村計画法典L. 244 – 1 条作成
第2 節-都市計画の財政
第46 条-都市計画法典第3 冊「土地の整備」第3 編「財政条項」第2 章
「建造者と土地の分譲者の参加」L.332–11–〜2 条修正
第47 条-同L. 332 – 13 条作成
第48 条-都市計画法典第5 冊「役務・設備・企業の設置」L.520–1 条作
成
第49 条-一般税法典231 条補完修正
第50 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」第1 編「土
地利用の一般規定」第2 章「建築面積」L. 112 – 1、6、7 条作成
第51 条-財政法116 条
第52 条-一般税法典1585 条作成
第53 条-都市計画法典第1 冊「整備と都市計画の一般規定」第4 編「特
別地域における特別条項」2 章「県における（敏感な）自然空間」L. 142
– 2 条修正
第54 条-一般税法典1396 条修正
第2 編：都市政策の強化
第1 節−住宅問題における市町村間の連帯
第2 節−不動産の取得者と共同所有者制度の保護
第3 節−地区の経済状況の活性化
第3 編：持続可能な開発における交通機関政策の実行
第1 節−交通機関計画PDU
第2 節−交通を組織する権威間の協力
第3 節−イル・ド・フランスIle-de-France 州における交通労働組合
第4 節−交通の権利の実行
第5 節−州に利権のある公共交通機関
第4 編：多様で質の高い住宅の安定した提供
第1 節−公共住宅
第2 節−公共住宅の構成における連帯性
第3 節−不衛生と老朽化
第4 節−全国住宅改善機関
第5 節−借家人の権利
第5 編：その他の項目と廃止項目
12) 土地占有規則la réglementation de l’occupation des sols については、都
市計画法典R.123-5〜8 条（R:は規則Réglementaire を表す。補注4）参照）
により、以下のように規定されている。
I 都市区域（既成市街地）zone urbaine (U)
市町村地区で整備の有無に関わらず、既に市街化されている地区と公共
施設が建設されているか、または建設中の地区で、さらに建設が可能な
区域のことをいう。(R.123-5)
II 新たに市街化される区域zone à urbaniser (AU)
市町村地区で整備の有無に関わらず、公道や水道網、電気配線が周辺
に配備されていて、建設が可能な区域のことをいう。PADD と規定が区
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域の施設整備の条件を定義する。(R.123-6)POS では(NA)とされていた区
域に相当する。
III 農業区域zone agricoles (A)
市町村地区で整備の有無に関わらず、農学的、生物学的または、農地
の経済に関する様な潜在性のある理由により保護されるべき区域のこと
をいう。この区域では公役務、公益団体、農業開発に必要な建設のみが
認められている。(R.123-7、1 項、2 項)
IV 自然・森林保護区域zone naturelles et forestières (N)
市町村地区で整備の有無に関わらず、保護すべき自然、景観、などの
外観的に魅力があり、歴史的、生物学的に興味深く、森林の開拓の可能
性があり、特徴のある自然地区にある区域をいう。(R.123-8、1 項)
13) L.111-1 条「適用される一般原則は、土地利用における農地を除き、
建造物の位置・動線・設置・建築、地所と建造物の仕切り方・慎み深い
外装は法律特別施行令によって決定されている。
（中略）上記の一般原
則は公示されたPOS または承認されたPLU が適用されている地域を除
いた市町村全域に適用される。法律特別施行令はしかしながら、これら
の文書が適用されている地域の原則により決定される。
」
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