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Abstract This paper critically reviews the current legal system of Japanese urban planning and suggests the desirable 
planning system. For this purpose three analyses are carried out. First, the problems in the planning system are 
verified. Second, the case of Setagaya-ku is investigated whereby it is shown how the local government makes efforts 
to deal with the above problem. Third, the characteristics of the planning system of western countries are examined. 
Through the above examinations, we make suggestions on the refinement of the current planning system, which may 
lead to a more desirable system in the future.  
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1 はじめに 

本稿では，1969 年地方自治法の「総合的かつ計画的な

行政の運営を図るための基本構想（以下，基本構想）（1）」

と 1992 年都市計画法の「市町村の都市計画に関する基本

的な方針（以下，基本方針）」を中心に，諸計画について

考察を行い，日本の計画制度のあり方について提言を行う

ことを目的とする． 

具体的には，1）現在の計画制度を整理することによっ

て，問題点を抽出し，2）市町村はどのようにその問題を

解決しようと取り組んでいるかを明らかにするとともに，

3）欧米諸国の計画制度から学ぶべきものは何か，という

三つの観点から体系的に検証する． 

 

2 用語の定義 

現在，法律用語である基本方針と基本構想は，前者は都

市計画マスタープラン，都市マスタープラン，市町村マス

タープランなど，後者は総合計画，長期構想，市町村総合

計画などと様々な名称で呼ばれている．まず，2 つの用語

を学術用語として明示的に定義する． 

マスタープラン（master plan）とは何か．Taylor（1998，

p.14）によれば，都市計画（Town Planning）であって，近

代の爆発的な都市問題（衛生，住宅難など）を解決するた

め，主に建築，デザイン，土木分野が主体となって，将来

のある時点（約 20 年後）における，土地利用と交通計画

を中心とした青写真（blueprints）的な最終状態を実現しよ

うとする，いわば鳥の眼による近代計画理論の 1 つである

と述べている．一方，Haar（1996）はマスタープランを「一

時的な憲法（impermanent constitution）」とし，議会の議決

によって決定される物的・非物的計画を総合した土地利用

に関する憲法のような非拘束的計画であって，私的財産権

を制限する拘束的計画（例えば，zoning）を規定する計画

であると定義している．すなわち，このマスタープラン（一

時的憲法）に反する土地利用規制は不法であるとしている．

また，常に変化する社会・経済・物的環境に対して，柔軟

に対応すべく，事後評価と計画の見直しが重要であると述

べている．ゆえに，マスタープランは一時的な憲法である

と主張している． 

なお，谷村（1994）によれば，欧米諸国における計画理

念は，従来の青写真的な計画（マスタープラン）は社会の

変動に対応しにくいことが指摘され，「プロセス」型の計

画理論が生まれたとしている．この理論は最終成果として

何を定めるのかということよりも，どのような過程で意思

決定をするか，また，住民が何を求めているか，を正しく

反映することが重要であると述べている． 

マスタープランに対するこれらの定義は，一見，相反し

ていると思われるが，現在のアメリカではマスタープラン

という用語はあまり使われておらず，「general plan」，

「comprehensive plan」などと呼ばれている（2）．なお，都

市計画や都市，市町村といった接頭語は全く付いていない

ことに注意しよう．その理由は，後述するように都市や都

市計画区域といった計画対象の空間を限定することが欧

米諸国にはないからである． 

本稿では，Haar の定義を参考にし，かつ名称は日笠・

表-1 計画の定義と分類 

計画対象 
決定権者 拘束対象 

物的及び非物的 物的のみ 

住民代表 行政 
都市総合計画 
（基本構想） 

なし 
（市町村計画） 

 行政と住民 
なし 

（なし） 
法定都市計画 
（なし） 

行政機関 行政 
なし 

（基本方針） 
都市基本計画 
（区域マス） 

 行政と住民 
なし 

（なし） 
なし 

（都市計画決定） 
注：括弧の中は現行の制度を表す． 
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日端（1993，pp.70-77）（3）をまねて，計画のもつ属性を 1）

何を計画の対象としているか（計画対象），2）誰が計画を

決定するのか（決定権者），3）誰が計画を規範とするのか

（拘束対象）という 3 つの尺度を用い，諸計画を表-1 のよ

うに分類・定義する（4）． 

すなわち，住民代表（例えば，議会）が決定する物的及

び非物的計画で，かつ行政のみを拘束するものを「都市総

合計画」に，行政機関（例えば，地方公共団体）が決定す

る物的計画で，かつ行政のみを拘束するものを「都市基本

計画」に，住民代表が決定する物的計画で，かつ行政と住

民を拘束するものを「法定都市計画」に分類し，現行制度

である基本構想，基本方針，「都市計画区域の整備，開発

及び保全の方針」（2000 年都市計画法第 6 条の 2，以下，

区域マス），そして都市計画決定をそれらに対応させたも

のを表-1 に示す．なお，現行制度である基本方針と 1974

年国土利用計画法の「市町村計画」にあたる用語について

は定義しない． 

 

3 既往研究 

1992 年以降，基本方針に関する研究は，数多く行われ

ている．すなわち，計画体系（渡辺 1994；小林 1996）に

関する研究をはじめ，事例研究（石井・杉田・渡辺 1995；

飯田 1998），基本方針と基本構想（増田 1998；松行・大西・

城所 2001），基本方針の成果と課題（高見沢 1999），そし

て住民参加の実態（川上ら 2000）などである． 

これらの研究は，特定の市区町村での実際，計画制度体

系での位置付けといった断面的なテーマを扱うことに止

まっており，その結果，問題・課題の整理や実態の把握に

終わっている場合が多い．本稿は，既往研究の成果を踏ま

えつつ，計画制度に関して新たに総合的・体系的に接近し，

そのあり方について提言を行うことに意義がある． 

 

4 基本方針を取り巻く計画制度 

空間の範囲を都市計画区域が指定される市町村（区を含

む）を想定し，基本方針と基本構想との相互関係をより明

確にするため，これらと関わりの深い法定計画である区域

マスと市町村計画を考察に加える． 

諸計画の属性を表-2 に整理し，この表に基づいて，図-1
（5）には諸計画と都市計画決定と関係を，計画の空間的範

囲を横軸に，計画制度対都市計画決定を縦軸にみなした場

合の計画間の相互関係について図示する．表-2 の内容につ

いての詳細は先述した既往研究にゆずり，計画体系にどの

ような問題点があるのかについて，以下のようにまとめる． 

1）計画間の整合性 

図-1 に示すように，日本の計画体系は，2 段 2 層（例え

ば，小林 1996）ではなく，強いて言えば 3 行 3 列である

ことが読み取れる（6）．すなわち，市町村議会の議決によ

って決定され，都市計画決定や都市計画事業の実施といっ

た事務事業を総合的かつ計画的に運営するための最も基

本的な計画である基本構想が最上位に存在することから 3

表-2 法定諸計画の属性 a) 

 基本構想 市町村計画 基本方針 区域マス 

対象区域 市町村全域 市町村全域 都市計画区域 d) 都市計画区域 

策定義務 義務 任意 義務 義務 

計画の対象 物的・非物的計画 物的計画 物的計画 物的計画 

決定権者 市町村議会の議決 市町村議会の議決 市町村 都道府県 

住民参加の規定 明記なし 明記あり 明記あり 明記あり 

拘束力 行政のみ 行政のみ 行政のみ 行政のみ 

上位計画 明記なし 都道府県基本計画， 
基本構想 

基本構想，区域マス， 
市町村計画 e) 

全国総合開発計画， 
首都圏整備計画など 

根拠法 b) 地方自治法第 2 条第 4 項 国土利用計画法第 8 条 都市計画法第 18 条の 2 都市計画法第 6 条の 2 

策定数 c) 3,198 1,927 1,017 策定中 f） 
a) 基本構想は「基本構想の策定要領について」（1969 年 9 月 13 日付自治省行政局長通達，自治振第 163 号）により，また，基本方針は「都市計画運用指
針」（2000年12月28日付建設省都計発第92号）による．  
b) 条文は，順に 2001 年 12 月 12 日法律，2000 年 5 月 19 日法律，2000 年 5 月 19 日法律による． 
c) 順に，旧自治省行政局振興課調べ，1995 年 5 月 1 日現在；平成 13 年度土地白書（国土交通省編，2001），2002 年 5 月 31 日現在；国土交通省調べ，
2001 年 5 月 31 日現在． 
d）実際には市町村全域を対象にしているものも少なくない．なお，千葉県下総町などのように都市計画区域指定を前提に基本方針を策定している場合もある． 
e) ｢市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定等について」（1993 年 6 月 25 日付建設省都市計画課長通達，建設省都計発第 95 号）による． 
f) 2004 年 5 月までに策定義務とされている．平成 13 年度土地白書（国土交通省編，2001）によれば，1999 年 3 月 31 日現在の区域指定を受けている市
区町村数は 2,015 件で，面積にして 9,844 千 ha（国土の 26.1％）とされている． 

 

図-1 計画間の相互関係 

注：太線の枠は策定が義務でかつ計画決定が議会の議決を

要する計画を表わす． 
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行 3 列計画体系になるといえよう． 

計画の多在・混在の問題が指摘されている（渡辺 1994）

が，いかに計画間の整合性を保つことが難しいのかがわか

る．例えば，市町村が定める都市計画決定を直接に規定す

る計画は，4 本もあることがわかる．市町村がこれらの計

画に矛盾なく都市計画決定するには，基調となる方針の下

で各計画を雁行して策定するしかないであろう．特に，大

都市地域等（7）の市町村における用途地域等の都市計画は

都道府県が行うため，制度上，基本方針は地区計画や特別

用途地区などに限定して言及せざるを得ないのが現状で

ある． 

逆説的に言えば，基本方針がなくても，基本構想だけで

も合法的に市町村の定める都市計画を調整する仕組みに

なっていたといっても過言ではない．  

2）計画の数と費用 

市町村の策定する法定計画には，義務である基本構想と

基本方針，および任意である市町村計画をはじめ，これら

以外の法定・非法定の分野別計画を含めると数十本にもの

ぼるといわれている（8）．  

なお，基本方針の策定費用に関する明石（1999）の調査

によれば，平均 2,230 万円（うち平均委託費 2,123 万 円，

策定中を含む）が掛かるとされている．当然，費用には計

りにくい非金銭的もの，例えば努力と時間をも考慮すると，

計画策定には莫大な費用がかかっているであろうと推測

できる． 

3）問題点 

 計画の整合性と策定費用という観点から見た場合，現行

の計画制度には多くの問題点を抱えていることが明らか

になった． 

 

5 先駆的市町村の取り組み 

ここでは，前節で検証した 3 行 3 列計画体系における問

題点を，市町村ではどのように克服し，独自の計画体系を

運営しているかについて考察する．対象市町村としては，

基本方針という制度の創設にて参考とされたといわれて

いる東京都世田谷区を取り上げる．対象期間は 1978 年の

第 1 次基本構想の策定から現在までとし，どのように計画

制度を運営してきているのかを，表-3 にまとめる． 

1）1978 年～1991 年 

1978 年第 1 次基本構想策定後，1 年後である 1979 年に

は基本計画（第 1-1 次）と実施計画（第 1-1 次）を策定し，

その後 1991 年まで，4 年ごとに両計画を同時期に周期的

に見直していることがわかる． 

他方，1982 年世田谷区街づくり条例を根拠として策定

された 1985 年第 1 次の「都市整備方針」は，2 年後とな

る 1987 年基本計画（第 1-2 次）を策定する前に，基本計

画における物的計画を総合的・体系的に具体化したもので

ある．この方針に基づいて，建物や土地利用の規制誘導し，

地区計画を策定し，これまでの条例・要綱を見直し整備す

るほか，地域地区に関する区独自の見直し基準を作成し，

都の方針へ反映させ，実現を目指しているとされている

（森村 1998，p.267）． 

また，1991 年 4 月には，より身近な街づくりを進める

ために，区内を五つの地域に分割し，新しい組織として総

合支所を発足させた． 

2）1992 年～2003 年 

1994 年には第 2 次基本構想を定める．1992 年基本方針

制度の創設を受け，都市整備方針と基本方針の整合を図る

ため，1995 年に街づくり条例を改正する．第 2 次都市整

備方針の策定時には，基本計画の策定作業を同時に行うこ

とで，物的計画において密接な関係にある両計画の重複性

の問題を解決している（世田谷区 2001，p.2）．2001 年に

は，第 2 次都市整備方針を若干の修正を行い，名称のみを

変更することによって，基本方針として策定する．最後に，

都市整備方針の中間点での見直し作業の一環として，2003

年には事業化重点地区（概ね 10 年以内に事業を完成また

表-3 世田谷区における計画体系（1978年以降） 

年 基本構想 都市整備方針 a) 基本計画 実施計画 

1974 地方自治法改正による基本構想の創設 

：     

1978 第1次    

1979   第1-1次 第1-1次 

1980     

1981     

1982 世田谷区街づくり条例制定 

1983   調整計画 第1-2次 

1984     

1985  第1次   

1986     

1987   第1-2次 第1-3次 

1988     

1989     

1990     

1991 区の総合支所制度の発足 

   調整計画 第1-4次 

1992 都市計画法改正による基本方針の創設 

1993     

1994 第2次    

1995 街づくり条例改正 

  第2次 b) 第2-1次 第2-1次 

1996     

1997     

1998     

1999     

2000   調整計画 第2-2次 

2001  基本方針へ変更   

2002     

2003  重点地区評価   
資料：井上（1996），森村（1998，pp.253-278），世田谷区（2001）をもとに作成． 
a) 1995年世田谷区街づくり条例では「総合基本方針」と定められている． 
b) 正式名称は「新都市整備方針」である． 
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は事業に着手する地区）について住民意見を踏まえて事業

評価を行っている（世田谷区 2003，p.4）． 

3）学ぶもの 

国による計画制度の乱立を乗り越え，かつ制度の不備

（例えば，基本方針の不在）を街づくり条例（都市整備方

針）によって克服し，自主的（自主条例や要綱の制定）・

体系的（計画期間と策定時期の調整）・総合的（物的計画

と非物的計画の合体）に計画制度を運用していることがあ

げられる（9）． 

 

6 欧米諸国の計画制度 

対象国としてはアメリカ，イギリス，ドイツ，フランス

を取り上げる．ただし，アメリカでは計画制度が州ごとに

異なるため，本稿ではカリフォルニア州を取り上げる．表

-4 に各国における計画制度の属性についてまとめる．重要

な共通点と相違点を以下のように抽出する． 

1）共通点 

計画体系は 2 層制となっている．日本の 3 行 3 列計画体

系を採用している国はない．これらの国における計画体系

は，上位計画（都市総合計画）である非拘束的計画（GP，

SP，FP，SD）と下位計画（法定都市計画）である拘束的

計画（Zoning，LP，BP，POS）から構成されている． 

都市総合計画は，地域全体の物的環境のみならず，社会

経済的状況を踏まえ，10～20 年の将来発展動向を予測し

た上，都市整備・地域開発戦略などの大まかな方向付けを

示した，行政の行動の指針となるものである．他方，法定

都市計画は都市総合計画によって大きな枠組を与えられ

つつ，対象地域の一部あるいは全域の地区について，個別

の開発行為や建築行為を詳細に規制するものとなってい

る（10）． 

また，都市総合計画はすべての国で自治体議会の議決に

より決定することになっている．日本の基本方針は市町村

都市計画審議会への諮問･答申し，最終的には市町村が決

めることとは対照的に，欧米諸国ではそのような仕組みに

なっていないことに注意されたい． 

住民参加は，初期段階における計画素案の作成から計画

案の最終段階まで，法律によって保証されている．最後に，

計画対象区域は原則市町村全域であることも共通点とし

てあげられる．すなわち，日本の都市計画法第 5 条でいう

都市計画区域の指定は見当たらない． 

2）相違点 

2 層の計画体系ではあるが，カリフォルニア州とドイツ

では基礎自治体を策定対象地域としている反面，イギリス

とフランスでは県レベルと複数の基礎自治体で都市総合

計画（SP，SD）をそれぞれ策定し，基礎自治体では法定

都市計画（LP，POS）を策定する仕組みになっている．こ

れは，カリフォルニア州とドイツは，都市計画が市町村の

権限と責任にもとで固有の事務とされていることとは対

照的に，フランスは強固な中央集権主義の伝統とともに，

市町村の規模の狭小性と財政基盤の脆弱性から，またイギ

リスは中央政府と地方政府の有機的関係を重要視すると

いうそれぞれの国の事情によるものとされている（原田ら

表-4 欧米諸国の市町村レベルにおける都市計画制度 
 カリフォルニア州 イギリス a) ドイツ b） フランス 
計画体系 General plan (GP) - Zoning Development Plan (DP); 

Structure Plan (SP) - 
Local Plan (LP)と Unitary 
Development Plan (UDP) 

Bauleitplan (BL); 
Flächennutzungsplan (FP) -  
Bebauungsplan (BP) 

Schémas Directeurs (SD) - 
Plans d’occupation des sols 
(POS) 

対象地域 GP：自治体全域 
Zoning：自治体内で任意 

SP：カウンティ（県）全域 
LP：自治体全域 
UDP：単一自治体全域 

FP：原則自治体全域 
BP：自治体内で任意 

SD：複数の自治体全域 
POS：自治体全域 

策定義務 GP：義務 
Zoning：任意 

SP：義務 
LP：義務 
UDP：義務 

FP：任意 
BP：任意 

SD：任意 
POS：任意 

内容 GP：物的・非物的計画 
Zoning：物的計画 

SP：物的・非物的計画 
LP：物的計画 
UDP：物的・非物的 

FP：物的・非物的計画 
BP：物的計画 

SD：物的・非物的計画 
POS：物的計画 

拘束力 GP：地域制，宅地分割規制
等の規制手法の根拠 
Zoning：私人の土地利用制
限 

DP（SP，LP，UDP）：計画
許可（planning permission）
の判断基準 

FP：行政と公共団体拘束， 
都市施設計画は 
BP：私人の土地利用制限 

SD：行政拘束 
POS：私人の土地利用制限 

決定 GP：自治体議会の議決 
Zoning：自治体議会の議決 

SP：カウンティ議会の議決 
LP：自治体議会の議決 
UDP：自治体議会の議決 

FP：自治体議会の議決と関
係行政官庁の認可 
BP：自治体議会の議決 

SD：関係自治体連合組織の
決議機関の議決 
POS：自治体議会の議決 

住民参加 全策定過程に参加を保障 全策定過程に参加を保障 全策定過程に参加を保障 全策定過程に参加を保障 
策定期間 GP：20 年 

Zoning：不特定 
SP：15 年 
LP：10 年 
UDP：15 年 

FP：10～15 年 
BP：不特定 

SD：25～30 年 
POS：10～15 年 

根拠法 The Planning and Zoning 
Law, 1996 

Town and County Planning 
Act, 1991 

Baugesetzbuch, 1986 
 

Code de l’urbanisme，1983 

資料：カリフォルニア州は福川（1997），イギリスは中井・村木（1998），ドイツ及びフランスは原田ら（1993）からそれぞれ引用した． 
a) 実質的には，イングランドとウェールズに適用される．UDP は大都市圏の単一自治体（日本の区）が策定し，SP と LP として構成される． 
b) ドイツは 1990 年 8 月統一後，旧東ドイツは旧西ドイツの法律が適用される． 
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1993）． 

なお，ドイツでは 1976 年連邦建設法の大改正により，

日本の基本構想に似た発展計画（Entwicklungspla）を建設

基本計画（Bauleitplan）の前提となるものとして義務付け

られ，一時的には 3 層の計画体系をもっていた．しかし，

1986 年建設法典（Baugesetzbuch）では削除された．その

理由は，建設基本計画と性格が類似しており，あえて法律

的規制には及ばないからだとされている（原田ら 1993，

pp.66-67）． 

3）学ぶもの 

2 層制計画体系のもつ利点は，ただ単純であることだけ

ではない．計画体系の単純化・簡素化は，計画間の調整を

容易にすると同時に，見直しが容易にできることにつなが

る．その結果，計画から実行するまでの時間を減らすこと

により，計画を迅速に実行できる点で，2 層制は現行の 3

行 3 列体系より優れているといえよう． 

また，日本では都市計画区域として指定されてはじめて，

法定の都市計画が原則として適用されるに対し，本稿で取

り上げる国ではすべての土地が法定計画の対象地域とな

っている点で大きな違いがある． 

 

7 計画制度改善のための提案 

以上の日本の計画体系の問題点と世田谷区の実際の取

り組み，および欧米諸国の計画体系から得られた教訓を生

かすべく取りまとめ，日本の計画体系のあり方について，

次のように提案する． 

 

・ 現行の 3 行 3 列計画体系は計画の簡素化および実行の

迅速化を妨げており，都市総合計画と法定都市計画の 2 層

計画体系に再構成する必要がある．したがって，現行の基

本方針と基本構想は 1 つに合体させ，住民代表により定め

るようにする． 

・ 計画間の整合性と策定費用の問題から分野別計画を都

市総合計画のなかに整理・統合し，計画策定にかかる費用

と努力を節約すると同時に，計画の実施を早める． 

・ 計画なき開発を抑えるため，都市計画区域をすべての

土地とし，都市計画は都市総合計画で，広域的都市計画は

区域マスで行う． 

 

8 おわりに 

基本方針の創設により，日本では初めて，法定の都市計

画が住民によって評価されるようになった．しかし，現在

の計画体系は整合性・策定費用などの観点から大きな問題

をかかえていることがわかった． 

欧米諸国の現在の計画体系が一瞬にして出来上がった

のではなく，数十年におよぶ試行錯誤で完成されているこ

とを忘れてはならない．本稿の成果が次の計画制度の見直

しへ，少しでも役立つこと願う． 

市町村の定める諸計画策定にかかわる費用などに関す

るより詳細な研究を，今後の課題として残したい． 
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補注 

（1）「総合計画」とも呼ばれており，一般に，①基本構想，②基

本計画，③実施計画（財政計画）の 3 つの計画から構成される（木

村・城野 1982，pp.119-208 を参照）．このうち①と②を合わせた

ものを④「長期構想」と呼んでいるが②，③，④に関して法律・

通達は何も言及されておらず，議会の議決を経るのは①のみであ

る． 

（2）筆者らの調べによれば，マスタープランが最初に法律に登

場したのは，アメリカの 1928 年 Standard City Planning Enabling Act

においてであり，現在は，例えばニューヨーク州法では

「comprehensive plan」，フロリダ州法とカリフォルニア州法では

「general plan」のように使われている（福川 1997 を参照）． 

（3）日笠・日端（1993，p.71）は都市総合計画を物的計画（土地

利用，交通，施設など），非物的計画（産業，労働，教育，福祉

など），行財政計画（組織，財源など）と分類している．特に物

的計画を都市基本計画とし，法定都市計画を都市計画決定と定義

している．しかし，計画のもつ拘束性と正統性については何も言

及しておらず，本稿では用語だけを借用する． 

（4）他の分類手法については，例えば荒（1975，pp.145-154）を

参照． 

（5）根拠となる法条文は，基本構想から基本方針と市町村計画

及び市町村の都市計画決定へは，順に都計法第 18 条の 2，地自法

第 8 条 2，都計法第 15 条 3 で，市町村計画から基本方針は通達（建

設省都計発第 95 号）で，区域マスから都道府県の都市計画決定

と市町村の都市計画決定及び基本方針へは，順に都計法第 6 条の

2 第 3 項，同法同条，都計法第 18 の 2 で，基本方針から市町村の

都市計画決定へは，都計法第 15 条 3 項で，最後に都道府県の都

市計画決定から市町村の都市計画決定へは，都計法第 15 条 3 項

である． 

（6）「層」と「段」の辞典的意味での違いがはっきりとしないこ

とから，「行」と「列」に表記しなおす． 

（7）都市計画法施行令第 9 条第 1 項第 1 号に相当する． 

（8）例えば，法定としては環境基本法や環境基本条例にもとづ

く環境基本計画，都市緑地保全法にもとづく緑の基本計画などが

あげられ，非法定には男女共同参加プランなどがあげられる．飯

田（1998）の松戸市調査では 1998 年現在，9 本の計画が完了し，

4 本が策定予定とされていると報告している． 

（9）このような世田谷区の先駆的な試みの背景には学識経験者

の存在も無視できない．例えば，1978 年第 1 次基本構想と 1987

年第 1-2 次基本計画策定時の審議会の会長は当時東大教授の日笠

端である． 
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（10）ドイツの場合建設基本計画（ BL）は策定義務が任意となっ

ている理由は，「計画なきところ，開発なし」との理念のもと，

すべての土地は原則として開発・建築行為は禁止されている．フ

ランスも，全国に及ぶ最小限の土地利用・建築規制として，都市

計画全国規則（règlement national d’urbanisme）を定め，POS 指

定のない地域に規制を行っている（原田ら 1993 を参照）． 
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