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The land use planning system of Germany is briefly described here, based on the example of Meiningen, a small town 
in Thüringen. Though the detailed and precise system of land use planning in Germany is often referred in Japan as 
one of ideal forms of urban planning system, there are few documents which plainly show the whole structure and 
distribution of jurisdiction about the planning system. This paper aims at showing the structure of land use planning 
system in Germany with several figures and photos quoted from original planning maps and documents, in order to 
make readers grasp the general framework. 
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1. 本報告の目的 

 本報告は、ドイツの土地利用計画体系について、小都市の事例

を挙げながら概説するものである。これまでドイツの土地利用計

画体系や、関連する都市計画的なテーマについては、既に大村(1)、

阿部(2) 、姥浦(3)、室田(4)などの細密な研究によって、本学会にお

いても大都市を中心に多くの事例が紹介されている。 
 しかし学会の内外を含め、ドイツの土地利用計画体系を概説と

して総括的かつ具体的に説明したものは少なく、さらにそれを小

都市の実際の事例に当てはめ概説した文献は意外にも少ない状

況となっている。これは、制度の概説のみでは投稿論文になじみ

にくいことと、特にドイツのように都市計画・土地利用関連制度

が精密でかつ国内でも（州ごとに）制度が大きく異なる場合、そ

の体系を正確に紹介しつつかつ特定の事例について査読論文レ

ベルまで厳密に検証するということは、紙幅

から見ても難しいという理由も挙げられるだ

ろう。 
 本報告ではそうした背景を踏まえて、ドイ

ツの土地利用計画体系を、小都市の事例を基

に、実例や写真を交えてわかりやすく概説す

ることを目的としている。投稿論文のような

特定の仮説やテーマに基づく精密な分析を目

的としてはいないが、これまで投稿論文や書

籍での事例報告も殆どなかった小都市におけ

る土地利用計画体系を具体的に紹介すること

には一定の価値が見出せると考えられる。 
 
2. 対象地域の状況 

2-1. ドイツにおける自治体の規模 
 2000年度末時点のドイツの行政組織の規模

を日本（市町村が大規模に合併する前の2000年時点）との比較

したものを表１にまとめた。特徴的なのは、まず都市部以外の基

礎自治体である町村の大きさが平均で約4000人と非常に小さい

ことである。中には100人に満たない町村も存在する。また各州

によっても行政規模は大きく違っており、旧東独５州の市町村は

概して細かく分割され、また旧西独州についても1970年代に進

められた市町村統合に対する各州の取り組みの違いによって行

政規模がかなり異なる 5)。 
 
2-2. 対象地域：テューリンゲン州マイニンゲン町 
 本報告では、ドイツのテューリンゲン州の小都市マイニンゲン

町を対象として取り上げる。前述のような理由もあり、特にこの

地域がドイツの行政および市町村の典型例を代表しているわけ

州 都市州
1 13 3 117 323 13720

最大 1,800万人 339万人 119.4万人 66.0万人 n.a.
平均 588万人 192万人 22.8万人 17.2万人 0.4万人
最小 107万人 66万人 3.6万人 5.1万人 100人以下
最大 70,547k㎡ 891k㎡ 405k㎡ 3,058k㎡ n.a.
平均 27,305k㎡ 683k㎡ 138k㎡ 1,055k㎡ 25k㎡
最小 2,570k㎡ 404k㎡ 35k㎡ 222k㎡ n.a.

全体
政令指定都

市
東京都特別

区
市 町村

1 47 3245 13 23 658 2551
最大 1,206万人 342.7万人 342.7万人 81.5万人 79.2万人 5.1万人
平均 270万人 3.9万人 158.7万人 35.4万人 10.8万人 1.1万人
最小 61万人 200人 88.7万人 3.6万人 0.6万人 200人
最大 83,453k㎡ 1,408k㎡ 1,121k㎡ 60k㎡ 1,374k㎡ 1,408k㎡
平均 7,805k㎡ 117k㎡ 477k㎡ 27k㎡ 152k㎡ 105k㎡
最小 1,862k㎡ 1.3k㎡ 143k㎡ 10k㎡ 5k㎡ 1.3k㎡

出典：Statistisches Bundesamt Deutschland"Statistisch Jahrbuch 2000"（ドイツ）、2000年国勢調査・
国土地理院調べ（日本）より筆者集計

数

日本
市区町村

人
口

面
積

377,887k㎡

12,693万人

国 都道府県

面
積

数

8,216万人

357,020k㎡

ドイツ

人
口

都市自治体 郡 町村連邦
州

【表-1】ドイツと日本の行政規模の比較（2000年） 
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ではないことをあらかじめお断りしておくが、土地利用計画体系

としてみるとドイツの小都市においてかなり標準的な部類に属

していると考えられる。 
 テューリンゲン州は、ドイツ16州のうち東西ドイツ統一後に

加わった５州のうちの１つである。総面積16171.5平方キロ、人

口は237万人（ドイツ連邦統計局ＨＰより）であり、州で最大の

都市は州都エアフルトであるが、それでも人口は201645人、以

下ゲラ106365万人、イェナ102634人、ヴァイマール（ワイマー

ル）64409 人（全て 2003 年末現在、同州統計局ＨＰより）とい

ったところであり、日本でいう大都市は見当たらない。 
 マイニンゲン町は、テューリンゲン州の南部に位置する人口

22716人（2004年）の小都市であり、都市自治体（自治体と郡の

機能を単独で併せ持つ自治体）ではなくシュマルカルデン・マイ

ニンゲン郡に属する狭義の基礎自治体（ゲマインデ(Gemeinde)・
または郡所属の町村(eine kreisangehörige Stadt））である。マイニ

ンゲンは古くから公国都市として栄えた伝統ある町で、現在は古

城の他、比較的大きな歌劇場と伝統的街並みを有する、州内では

有数の観光地となっている。 
  

 
3. マイニンゲン町をめぐる土地利用計画体系 

 本報告では、調査対象であるマイニンゲン町について、実際に

計画が存在する最も大スケールの州計画から、もっとも小スケー

ルで建築行為に対して直接的に拘束力を有する地区詳細計画

(B-plan, Bebauungsplan)までを実際に比較し、マイニンゲン町にお

ける各レベルの土地利用計画の決定権限について概説する。 

 
3-1. 連邦の計画権限について 
 ドイツの憲法にあたる基本法の権限配分によれば、面的計画の

主要な主体は州であり、連邦による拘束力のある空間計画は存在

しない 6)。それにも関わらずドイツの国土政策が、ある程度共通

の手法で行われているのは、国土整備問題担当州大臣全国会議

(Ministerkonferenz für Raumordnung:MKRO) （文献によって様々

な訳し方があり、「国土整備に関する閣僚会議」などと呼ばれる

こともある）と呼ばれる、連邦と各州の計画業務担当大臣による

会議によって決議が行われ、そこで定められる基本的な枠組みの

下で各州での計画（法の制定から実際の計画策定作業まで）が行

われるからである。また連邦法によって、連邦は15項目に及ぶ

国土整備の原則(Grundsätze der Raumordnung)を規定（連邦地域計

画法２条１項１～15 号）し、州以下のすべての計画はこれらの

原則・目標に合致したものでなくてはならない。しかしながら、

こうした原則・目標は、定性的な表現で示されているに過ぎない。

これは MKRO で決議されるものもほぼ同様であり、さらに

MKRO の決議は一種の紳士協定であるから、その決議すら守ら

れない可能性もある。 
 このため連邦にはいわゆる「国土計画」と呼ばれるものは存在

せず、またドイツの計画関連の専門家の間でも「ドイツに国土計

画は存在しない」という認識が一般的である。しかし一方で、交

通施設や供給処理施設など多くのインフラのうち、アウトバーン

（高速道路）や発電所など大規模なものについては、連邦が部門

別計画の形で計画を策定する。また地域の経済格差を縮小するた

めに補助金が必要とされる圏域の指定についても、連邦は別の政

策によって行っており 7)、その意味では連邦が国土に与える影響

は、小さいとはいえない。 
 
 

【写真-1】マイニンゲン町中心部全景 
出典） マイニンゲン町の絵葉書（Burghard Verlag発行） 

【図－1】テューリンゲン州マイニンゲン町の位置図 
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注１）地域及び地域整序計画の名称は様々であり、州によっ

て権限・策定主体なども異なる。 

注２）連邦レベルの方針は、MKROにおいて連邦と州の合議に

よって定められる。 

【図－2】ドイツの土地利用計画体系の概要 
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3-2. 州発展計画 (LEP: Landesentwicklungsplan) 
 ドイツにおいて面的計画の主要な主体は州であり、州計画を定

めなければならないことは連邦地域計画法で規定されているも

のの、計画の具体的な枠組みは各州がそれぞれ持つ州計画法の下

で定めることになる。16 州のうち、土地利用計画（Ｆプラン）

が州計画のかわりとなる３つの都市州（ベルリン、ハンブルク、

ブレーメン）を除き、全ての州が独自の州計画法（法の名前は州

によって異なる）を持ち、それに基づいて州発展計画

(Landesentwicklungsplan) 、 州 発 展 プ ロ グ ラ ム

(Landesentwicklungsprogramme)、州計画(Landesplanung)などの名

称の１段階または２段階構成で、州計画を策定している。 

 州計画法は、連邦レベルのプログラム・指針と異なり、土地利

用の他、インフラ整備の具体的な内容まで含まれ、即地性もある。

特に中心地(5)、開発軸等については基本的に州に指定権限があり、

中心地等のうち大規模なものは州計画によって指定される。 
 テューリンゲン州においては、州発展計画が作成されており、

2005 年 時 点 で 最 新 の も の は 2004 年 の も の

(“Landesentwicklungsplan 2004”)である。Ａ４版の冊子は、全て文

章による94ページの記述に２つの図面（これらもＡ４版）が添

付されたものであり、同じものがインターネット上でも公開され

ている。内容は、第一章に州発展の理想像(Leitbild)が描かれたあ

と、第二章に中心地や開発軸の指定をはじめとした空間構造

(Raumstruktur)、その後は居住構造(Siedlungsstruktur)、インフラ整

備(Infrastruktur)、オープンスペースの計画(Freiraumstruktur)、空間

整序計画の実現について(Verwirklichung der Raumordnungspläne)
という６章立てである。 
 第二章においてマイニンゲン町は文章で「2.2.8. 中中心地

は、・・・（市が列挙されている）・・・、マイニンゲン町、・・・

である。」と明確に定義されている。そしてその前には「2.2.7.
中中心地は、ぜいたくな需要に応える財・サービスの総合的な供

給（能力）ならびに域内供給という意味で施設の多様性を備えて

いるべきである。」と定義されている。ちなみに大中心地は「2.2.5.
大中心地は、専門化された高度の需要に応える財・サービスの総

合的な供給（能力）ならびに域際的な意味合いから高度に専門化

された施設を・・・」と定義され、違いが文章で示されている。 

【図-3】2004年テューリンゲン州州発展計画における中心地の配置 
出典） 2004年テューリンゲン州州発展計画 

【写真-2】2004年テューリンゲン州州発展計画の実物 
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3-3. 地域整序計画(RROP: Regionaler Raumordnungsplan) 
 ドイツの計画体系において、最も柔軟で多様な体系を持つのが、

地域計画（広域地方計画、広域計画、地域整序計画といった呼び

方・訳し方もある）である。連邦地域計画法９条１項１文には、

「複数の上位中心地の供給区域を有する州においては、地域計画

を策定するものとする」という規定があるが、同法の国土整備の

目標の規定に即すること以上の制限はなく、地域計画の名称、策

定主体、計画の権限、手続きなど、すべての面で各州の計画法が

規定することになる。一般的な策定主体は州によって、州政府自

身が州発展計画を詳細化したものとして策定する場合と、自治体

（町村、都市自治体）や郡などが連合した組織が策定する場合と

に分けられる。 
 テューリンゲン州の場合は、州が４つの地域（北、中、東、南）

に分けられ、それぞれにおいて計画組合が地域整序計画を作成し

ている。マイニンゲン町はこのうち、南西テューリンゲン計画区

域に属する。南西テューリンゲン計画区域は、4092 平方キロ、

約50万６千人の人口を有し２市４郡で構成される。2001年に計

画区域の呼び名が「南」から「南西」に変わったが、2005 年時

点での最新の地域計画は1999年に作られた南テューリンゲン地

域整序計画("Regionaler Raumordnungsplan Südthüringen")である。 
 南テューリンゲン地域整序計画は、228 ページの計画書本文

（Ａ４、中には多くの図表が入っている）、計画区域全体を 10

万分の１で収める空間利用図（ほぼＡ１大）、個別のテーマ（空

間構成図、交通、天然資源など）別の地図（Ａ３大、35 万分の

１）10 枚ほどで構成される。Ａ１大の空間利用図は自然地枠組

み計画(Landschaftsrahmenplan)を兼ねた図である。 
 地域整序計画の内容は、図面・文面ともに前述の州発展計画よ

りもはるかに詳細なもので、州計画で定義された内容を具体化、

即地化する意味合いを持っている。例えばエネルギー供給施設に

ついては、州発展計画では地域整序計画の中に盛り込むべきエネ

ルギー政策（発電所の位置など）を書き込むべきことが定義され、

具体的にどの地域に風力発電施設やバイオマス発電施設を入れ

るべきかは地域整序計画の中で地図上に書かれる。風力発電など

の立地は騒音や景観破壊のため嫌がる地域も多いが、地域整序計

画に施設の位置が書かれるとゲマインデは拒否できないことに

なっている。またテューリンゲン州においては、大・中中心地の

設定は州発展計画において行われるのに対して、小中心地の設定

はこの地域整序計画によって行われる。 
 現在は、2004年州発展計画に基づいて1999年地域整序計画に

代わる新しい計画を策定するプロセスが進行している。次期の地

域計画である南西テューリンゲン地域計画(Regionalplan 
Südwestthüringen)の策定にあたっては、計画実務をテューリンゲ

ン州行政府(Landesverwaltungsamt)第480部局(Referat 480)（地域計

画担当）所属の、南西テューリンゲン地域計画部(RPS: Regionale 
Planungsstelle Südwestthüringen)が担当し、各郡長等で構成される

理事会(Präsidium)や、計画会合(Plannungsversammlung)、計画委員

会(Planungsausschuss)、構造委員会(Strukturausschuss)が参加する南

西テューリンゲン地域計画組合(Regionalen Planungsgemeinschaft 
Südwestthüringen)の審議会が最終的な決定を行う。 
 

【図-4】テューリンゲン州における南西テューリンゲン計画区域の範囲

出典） 南テューリンゲン地域整序計画 

【写真-3】南テューリンゲン地域整序計画の構成 

【図-5】南テューリンゲン地域整序計画の空間構造図 
出典） 南テューリンゲン地域整序計画 
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3-4. 土地利用計画（Ｆプラン）(F-plan: Flächennutzungsplan) 
 Ｆプランは、市町村全域に渡る土地利用の構想が概略的に表示

されるものであり、主に図と補記(Erläuterungsbericht)から構成さ

れ、図は１万分の１程度で作成される。上位政府が策定する州（発

展）計画、広域計画や各種の部門別計画の内容を織り込みながら、

対象地域全体の土地利用のあり方を示し、他方で個別の開発地の

規制を示す後述のＢプランの規制内容の根拠を、広域的な見地か

ら示すものとなる。単独でのＦプラン策定能力に欠ける小規模町

村や一体化した市街地にある市町村などが、市町村連合

(Verwaltungsgemeinschaft)などの団体に委託し、共同Ｆプランを策

定する場合も多いが、マイニンゲン町の場合は単独でＦプランを

作成している。 
 マイニンゲン町のＦプランは、地図と167ページの補記で構成

される。地図の記述は手書きで、用途同士の境界線もそれほどは

っきり書かれていない。一方、補記は、A)計画の意図と目的、

B)建築計画の状況、C)計画プロセス、D)空間・構造分析、E)都市

開発、F)自然地計画、G)交通、H)供給処理インフラ(Technische 
Infrastruktur)、I)公共利益の代表者の参加（公的手続きの実施）の

順でかなり詳細に書かれている。 
 また、マイニンゲン町のＦプランには自然地計画の内容が併記

されている。自然地計画(Landschaftplan)(6)は、1976年の連邦自然

保護法(Bundesnaturschutzgesetz)を根拠法とし公園部局が担当し

ている計画で、自然環境の保護を目的として市域全体を対象に策

定が義務づけられているものである。 
 マイニンゲン町ではＦプランを自前のスタッフで作成してお

らず、他の都市に本拠を置く民間の計画事務所(Plannungsbüro)に
調査と原案の作成を依頼し、住民の意見聴取や町役場職員との協

議等を経て、市議会議員の採決を経て策定される。 
 
3-5. 地区詳細計画（Ｂプラン）(B-plan: Bebauungsplan) 
 Ｂプランは、市町村内の特定の地区の土地利用・建築を規制・

誘導するものであり、図は大抵500～1000分の１で作成され、こ

れをもって個々の建築活動が規制される。Ｂプランは土地利用の

権利が自治体に即するとした計画高権の中核をなす制度である

ため、策定の是非や時期、またその範囲についても全て市町村が

決定し、最終的には条例(Satzung)として市町村によって決定され

（建設法典第10条１項）、それが個々の建築活動の規制の直接的

な根拠となっている。 
 現在、住宅開発が行われているマイニンゲン町ドライスィヒア

ッカー地区アム・ホルンダーストラウフのＢプランは、縮尺1000
分の１、縦 85cm×横 135cm の一枚紙であり、そこに具体的な規

制等が書かれている地区詳細図とその凡例、それに記述による規

制内容や公的手続き注記（市長のサインなど）が収められている。 
 伝統的建築物の保全に関しては、マイニンゲン町には都心部に

もＢプランがあって、各敷地の設計者は実際にはそれを見ながら

【図-6】南テューリンゲン地域整序計画のうち、マイニンゲンの部分 
出典） 南テューリンゲン地域整序計画 

【写真-4】マイニンゲン町Ｆプランの地図パンフレットと補記 
【図-7】マイニンゲン町Ｆプランの市街中心部の記述 

出典） マイニンゲン町Ｆプラン兼自然地計画パンフレット
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保存・修繕のための設計をする。文化遺産保護に関しては州法な

どに特別な法律がありそれによる規制も厳しいが、全ての規制は

Ｂプランに記載されるので、建築家はＢプランのみを見ればよい

ことになる。 
 
4. まとめ 

 以上のようにマイニンゲン町では、４段階の土地利用計画体系

による政策が行われている。ドイツでは、広く知られているよう

に土地利用の計画高権を自治体が持っていることから、開発を抑

制する公権力については自治体が強く握っているが、開発を促進

する権限については自治体が単独で持っているわけではなく、州

などの上位政府によって定められる計画やその策定プロセスが

大きな役割を果たしていることを認識する必要があるだろう。 
 マイニンゲン町を含む旧東独州の各都市は、1990 年のドイツ

統一以降、急激な市場経済化への適用、旧西ドイツ制度の適用と、

失業率の増大などに起因する人口の急激な減少といったいくつ

かの理由によって、土地利用計画上も大きな課題を抱えている。

郊外化についても、旧西ドイツの制度適用までの間隙を突くよう

な形で郊外開発が行われたことなどがあって、旧東ドイツではス

プロールがより深刻化しているという認識が強く存在している。

しかし実際に現地を見ると、日本の都市郊外の状況などと比較す

れば未だはるかにコンパクトな市街地を保っているといえるだ

ろう。その背後にこのような土地利用計画体系と役割分担がある

と考えられる。 
 
謝辞) 本報告の執筆にあたっては、著者がドイツ取材を担当した国土交通

省の調査『国土計画に関する国際的な情報の収集・分析等の調査業務』

での取材調査（2005 年５月）において著者が得た結果の一部も利用致

しました。調査でご協力頂いた皆様に厚く御礼申し上げる次第です。 
 
補注 
(1) 文献1)など。広く計画制度・体系やその変遷について多数。 
(2) 文献2)など。体系の他、特定テーマや日独比較について多数。 
(3) 文献3)など。大規模店舗規制の研究を中心に最新の研究も。 
(4) 文献4)など。計画手続きに関する最新研究が複数。 
(5)ドイツの計画概念における「中心地」とは、端的には開発されるべき地

域（大抵の場合、市町村などの行政単位）として指定される場所のことを

いい、各種基盤施設（学校、病院など）についてどの地域にどの程度の規

模のものを立地させるべきかについての重要な指針であり、同時に民間等

の開発行為についてどの地域にどの程度の規模のものを認めうるかとい

うことの重要な指針ともなる。中心地にはその規模に応じて大・中・小と

いった段階があり、より大きな中心地には大きな基盤施設の設置が計画さ

れ、同時に大型の量販店や大規模な住宅開発などが建設管理計画で許可さ

れるための重要な基準となる。 
(6)Landschaftplan は景観計画と訳されることも多いが、実際は広範な地域

環境保全全般を所管している。 
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注）本報告は、国土交通省(2005)『国土計画に関する国際的な情報の収集・

分析等の調査業務』の報告書に情報や解説を加筆したものである。具

体的には、主にマイニンゲン町の計画体系の基本的情報を同報告書か

ら引用（一部の写真は本報告のために新たに掲載）し、自治体規模（表

１）、計画体系の模式図（図２）、制度の詳しい解説や注については本

報告のために新たに加筆したものである。 
 

【写真-5】マイニンゲン町ドライスィヒアッカー地区 
アム・ホルンダーストラウフのＢプラン 

【図-8】アム・ホルンダーストラウフのＢプランの地区詳細図

（一部を抜粋） 
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