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1.都市計画制度の重要な改正 

 

建築基準法等の一部を改正する法律が、平成１４

年７月１２日に公布された(法律第８５号。施行はシッ

クハウス対策を除き公布から 6 ヶ月以内)。我が国の

活力の源泉である都市を、豊かで快適な、国際的に

見て経済活力に満ち溢れたものへと再生するととも

に、居住環境の向上を図ることは、喫緊の課題となっ

ている。このため地域住民等が行うまちづくりの取組

を推進する等による都市再生を図るとともに、居住環

境の改善を図るため、化学物質による室内空気汚染

問題に対応するシックハウス対策を進める必要があ

る。このような状況を踏まえ、適正な土地利用の促進

等に資するとともに、居住環境の改善を図る合理的

かつ機動的な建築制限を行うこと等ができるように改

正されたものである。 

この法律により、都市計画制度について改正がな

されており、表題の建築基準法等の一部を改正する

法律の「等」の部分にも重要な部分があるといえる。

すなわち、本則で、①建築基準法の改正、②都市計

画法の改正、③都市再開発法の改正、④幹線道路

の沿道の整備に関する法律の改正及び⑤密集市街

地における防災街区の整備の促進に関する法律の

改正がそれぞれなされており、都市計画制度につい

ては、①の建築基準法の一部と②から⑤までにより、

従来の都市計画制度の比較的基本的な部分につい

ての改正がなされている。 

前回の平成１２年の改正ほどボリュームはないに

しても、制度上基本的な改正があるといえる。すなわ

ち、居住環境の改善、適正な土地利用の促進等の

資する合理的･機動的な建築･都市計画制限を行うた

め、次の表のような項目が改正されている(備考の欄

は上の①から⑤の該当を示す)。 

表 1 都市計画制度の改正の項目 

 項目 備考 

1. まちづくりに関する都市計

画の提案制度の創設 

都市計画法の改

正(②) 

2. 用途地域における容積率、

建ぺい率、日影規制等の

選択肢の拡大 

建築基準法の改

正(①) 

3. 地区計画等の見直し 都市計画法、建

築基準法等の改

正(①から⑤) 

4. 容積率制限等を迅速に緩

和する制度の導入 

建築基準法上の

制度改正(①) 

 

２.まちづくりに関する都市計画の提案制度の

創設 

 

 住民等の自主的なまちづくりの推進や地域の活性

化を図りやすくするため、まちづくりに関する都市計

画の提案制度が創設されている。近年、まちづくりへ

の関心の高まりから、まちづくり協議会等の地域住

民が主体となったまちづくりが多く行われるようになっ

てきたが、このような動きは都市計画の枠内でのまち

づくりか、又はその枠を越えることが必要な場合も都

市計画の改正の要望を行政に出すことにとどまり、

地域のまちづくりの取組を行政として積極的に取り上

げることが一般的なシステム的として確立されていな

かった。また、都市計画決定主体は、あくまで都市計

画を定める主体として立場から、あくまでこれらの要

望を参考にする程度あり、要望された内容を取り入

れる法的な手続きは用意されていなかったし、また、

取り入れない場合は、一般的にはそれに対する見解



 

の通知を行う等の対応についての明文の規定はな

かった。 

この改正では、地域住民等のまちづくりの取組を

都市計画に積極的に取り込んでいくため、かれらの

都市計画に対する能動的な参加を促進する手続きと

して、住民又はまちづくり団体からの都市計画の提

案に係る手続きが新たに整備された。 

 すなわち、一定の区域の土地所有者等やまちづくり

の NPO が都市計画区域や準都市計画区域での都

市計画の決定又は変更の提案ができるとするもので

ある(都市計画法第 21 条の 2 及び第 21 条の 3 関

係)。 

 

① 都市計画の提案主体 

都市計画の提案主体としては、次の表の 2 者とされ

ている。 

主体 備考 

ア.対象区域の土地の所

有権又は建物の所有を

目的とする借地権(対抗

要件のある地上権又は

賃借権)を有する者(一人

又は数人共同して) 

これらの者のまちづくり

に対する取組や要望を

都市計画に反映できるチ

ャンスを与える。なお、都

市計画が定められると土

地に都市計画制限が課

せられ、これらの者の財

産権を制約することにな

る。 

イ.まちづくりの推進を図

る活動を行うことを目的

として設立された特定非

営利活動法人、公益法

人又はこれらに準ずるも

のとして地方公共団体の

条例で定める団体 

これらの法人の都市計

画に関する知識・経験や

住民意見をまちづくりに

反映させるための活動を

評価し、都市計画として

積極的に受け止めるも

のである。 

 

② 提案の要件 

上記主体が提案する場合の要件は、次のような

ものとなっている。 

ア . 土 地

の区域、

規模 

都市計画区域又は準都

市計画区域のうち一体と

して整備、開発又は保全

すべき土地の区域として

ふさわしい政令で定める

提案が良好な

まちづくりに資

するものとする

等のため 

規模以上の一団の土地

の区域であること(政令

未制定) 

イ . 都 市

計 画 に

関 す る

基 準 の

適合性 

計画提案の都市計画の

素案が都市計画法に定

める都市計画基準(第 13

条)その他の法令の規定

に基づく都市計画の基

準に適合するものである

こと 

都市計画は都

市計画基準に

適合しているこ

とが必要である

ため、提案の素

案段階でそれを

求めるため。 

ウ.土地

所 有 者

等 の 同

意 

対象となる土地の区域

内の土地所有者等の 3

分の 2 以上の同意があ

ること(所有者の土地の

地積と借地権者の土地

の地積の合計の 3 分の

2 以上) 

地域の多数の

コンセンサスを

得て、都市計画

決定手続きが

円滑に進行す

ることを求める

ため。 

 

③ 対象となる都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針と

都市再開発方針等は、そもそも都市計画を決定

する指針となるべきものであり、これらを除く都市

計画とされている(第 21 条の 2 第 1 項)。 

 

④ 提案の手続き 

都市計画の提案は次のような手続きを経ること

になる。 

 

ア.提案は、その提案に係る都市計画の素案を

添えて、都市計画の決定主体である都道府県又

は市町村に対して行う。 

イ.都道府県又は市町村は、提案があったときは

遅滞なく、その提案を踏まえた都市計画の決定

又は変更の必要性の判断を行わねばならない。

その必要があると判断するときは、その案を作

成しなければならない。 

ウ.その都市計画の決定又は変更の案について

の都市計画審議会への付議には、提案された

都市計画の素案を提出する(そのまま全部採用

する場合を除く) 

エ.計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変

更の必要がないと判断した場合は、提案者に対

してその旨及びその理由を通知しなければなら

ない。この場合あらかじめ都市計画審議会に提

案された都市計画の素案を提出してその意見を



 

聞かなければならない。 

 

⑤ 従来の都市計画の提案及び都市再生特別措置

法の提案制度について 

従来の都市計画決定の手続きにおける住民参加

の規定では、次のような手続きが定められている。 

ア.地区計画等について、案の作成にあたり住民

又は利害関係人からの案の申し出もできるよう

条例で定めることができるとされている(第 16 条

第 3 項)。 

イ.地区計画の区域でその内容に沿って建築物

の整備等に関する協定を締結したときは、土地

所有者の全員の合意により地区整備計画の決

定について市町村に対する要請ができることとさ

れている(第 12 条の 5 第 10 項等)。 

これらのほか、本年 6 月 1 日に施行された「都市再

生特別措置法」でも、「都市再生緊急整備地域」内に

ついて、都市再生事業を行おうとする者が、都市再

生特別地区、高度利用地区、一定の地区計画、市街

地再開事業、土地区画整理事業、一定の都市施設

などに関する都市計画について提案できることとされ

ている(同法第 37 条)。この場合、提案の日から 6 ヵ

月以内に都市計画の決定若しくは変更又は決定しな

い旨の通知をすることとされている点が特徴である

(同法第 41 条第 1 項)。 

 

3. 用途地域における容積率、建ぺい率、日影

規制等の選択肢の拡大 

 

 まちづくりの多様な課題に適切に対処するため、容

積率制限、建ぺい率制限、日影制限等の選択肢が

拡充されている。この内容としては、①容積率、建ぺ

い率の選択肢、②日影規制の選択肢、③前面道路

の幅員による容積率の制限の選択肢、④敷地面積

の最低限度の都市計画決定が可能な用途地域の追

加、⑤斜線制限の適用数値の多様化等である。 

 

①容積率及び建ぺい率の選択肢の拡大 

 

ア.容積率の選択肢の拡充(建築基準法第 52 条第

1 項)

 

 

容積率(%) 

用途地域 
50 60 80 100 150 200 300 400 500 600 か

ら

1000 

1100

から

1300

第一種低層住

居専用地域 

           低
層
専
用 

第二種低層住

居専用地域 

           

第一種中高層

住居専用地域 

           中
高
層
専
用 

第二種中高層

住居専用地域 

           

第一種住居地

域 

           

第二種住居地

域 

           

住
居
・
近
隣

商
業 

準住居地域            



 

 近隣商業地域            

準工業地域            

工業地域            
工
業 

工業専用地域            

商業地域            

無指定地域            

   注     現行容積率      改正で加わる容積率。商業地域に係る「600 から 1000」

及び「1100 から 1300」はいずれも 100％刻みである。 

上の表において、第１種中高層住居専用地域から工業地域までに、100％から 500％までの

選択肢が用意された。また、商業地域は、1300％まで拡大されている。 

 

イ. 建ぺい率の選択肢の拡充(建築基準法第 53 条第 1 項) 

 

建ぺい率(%) 用途地域 

30 40 50 60 70 80 

第一種低層住

居専用地域 

      

第二種低層住

居専用地域 

      

第一種中高層

住居専用地域 

      

第二種中高層

住居専用地域 

      

専
用 

工業専用地域       

第一種住居地

域 

      

第二種住居地

域 

      

準住居地域       

住
居･
準
工
業 

準工業地域       

工業地域       

近隣商業地域       

商業地域       

無指定地域       

注      現行建ぺい率      改正で加わる建ぺい率  

 

上の表で、専用地域は従来と同様 30％から

60％までであるが、住居と準工業に 50％と

80％の選択肢が、また、近隣商業地域に 60％

の選択肢が用意された。 

 

③日影規制の選択肢(建築基準法第 56 条の 2) 

日影時間の測定を行う平均地盤面の高さとし

て、現在の 4 メートルに加えて 6.5 メートルの二

つから条例で選択できるようになった。適用され

る用途地域は、第一種及び第二種中高層住居



 

専用地域、第一種、第二種及び準住居地域、近

隣商業地域並びに準工業地域である。 

 

④前面道路の幅員による容積率の制限の選択

肢の追加(建築基準法第 52 条第 2 項) 

注 下線部が新規の追加の部分 

前面道路の幅員による容積率の制限は、従

前は住居系の用途地域が 4/10 であり、その他

は 6/10 であった。これが、都道府県都市計画

審議会の議を経て特定行政庁が指定する区域

は別の数値とすることができるようになった。 

 

⑤敷地面積の最低限度の都市計画決定ができ

る用途地域の追加(建築基準法第 53 条の 2 第

1 項) 

従前は、第一種及び第二種低層住居専用地域

のみについて、都市計画で敷地面積の最低限

度を定めることができることとされていたが、す

べての用途地域で定めることができるようにな

った。 

 

⑥斜線制限の適用数値の多様化(建築基準法

第 56 条第 1 項及び第 7 項) 

 

斜線制 用途地域 斜線勾配・立上

限の種

類 

げ高さ 

道路斜

線制限 

第一種・第二種中

高層住居専用地

域、第一種・第二

種・準住居地域 

1.25(特定行政

庁が都道府県

都市計画審議

会の議を経て

指定する区域で

は 1.5) 

同上 1.25・立上げ高

さ 20 メートル

(特定行政庁が

都道府県都市

計画審議会の

議を経て指定す

る区域では

2.5・立上げ高さ

31 メートル) 

隣地斜

線制限 

近隣商業地域、

商業地域、準工

業地域、工業地

域、工業専用地

域 

2.5・立上げ高さ

31 メートル(特

定行政庁が都

道府県都市計

画審議会の議

を経て指定する

区域では適用

除外) 

注 下線部が新規の追加の部分 

 

4.地区計画等の見直し 

 

現行の地区計画制度を整理・合理化し、1 つ

の地区計画で、地区の特性に応じて用途制限、

容積率制限等を緩和・強化でき、かつ、分かり

やすく、使いやすい制度に改正されている。 

すなわち、主要な点は、次の通りである。 

①現行の住宅地高度利用地区計画及び再開

発地区計画が廃止され、地区計画に統合さ

れた。 

②従前の住宅地高度利用地区計画及び再開

発地区計画に相当する区域は、再開発等促

進区として地区計画の全部又は一部の区域

に定めることができるようになった。 

③地区計画について、一定の場合に容積率

の緩和等が可能となる地区整備計画を定め

ることができるようになった。 

 

用途地域 前面道路の幅員

に掛ける数値 

第一種・第二種低層住居専

用地域 

4/10 

第一種・第二種中高層住居

専用地域、第一種・第二

種・準住居地域 

4/10(特定行政庁

が都道府県都市

計画審議会の議

を経て指定する

区域 6/10) 

その他の区域 6/10(特定行政庁

が都道府県都市

計画審議会の議

を経て指定する

区域 4/10 又は

8/10) 



 

①地区計画等の新旧対象 

新旧対象は次のとおりである。 

旧 新 

地区計画 

住宅地高度利用地区

計画 

再開発地区計画 

地区計画(再開発等促

進区を含む) 

防災街区整備地区計

画 

同左 

沿道地区計画 同左 

集落地区計画 同左 

 

②再開発等促進区 

次の条件に該当する土地の区域を再開発等

促進区として地区計画に定めることができるとさ

れている。 

ア.現に土地の利用状況が著しく変化しつつあ

り、又は著しく変化することが確実であると見込

まれる区域であること。 

イ.都市の合理的かつ健全な高度利用を図る上

で必要となる適正な配置及び規模の公共施設

がない区域であること。 

ウ.当該土地の高度利用を図ることが、当該都

市の機能の増進に貢献すること。 

エ.用途地域が定められている区域であること。 

そして、この要件を満たす区域について、地区

整備計画が定められ、かつ、特定行政庁が交

通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと

認めるものについては、次のような取り扱いとな

る。 

ア.容積率の最高限度が定められているときは、

その容積率制限が適用される。 

イ.建ぺい率の最高限度が 6／10 以下で定めら

れているときは、その建ぺい率制限が適用され

る。 

ウ.建築物の高さの最高限度が 20 メートル以下

で定められており、かつ敷地面積が政令で定め

る規模以上のときは、その高さ制限が適用され

る(第一種・第二種低層住居専用地域の高さ制

限が適用されない)。 

エ.斜線制限について、敷地内に有効な空地が

確保されていること等により、特定行政庁が許

可した建築物については、適用されない。 

オ.用途制限について、土地利用に関する基本

方針に適合し、かつ、業務の利便の増進上やむ

を得ないと特定行政庁が許可した場合はこの制

限の限りでなくなる。 

 

③容積率と斜線制限 

容積率と斜線制限について、次のような取り扱

いとなる。 

ア.容積率の最高限度が地区整備計画に定めら

れているときは、その容積制限が適用される。

適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地

の区域において、その合理的かつ健全な高度

に利用と都市機能の更新とを図るため特に必

要があると認められるときで、地区整備計画と

条例で容積率の最低限度、建ぺい率の最高限

度、建築面積の建築面積の最低限度などが規

制されていることが必要である。(建築基準法第

68 条の 5 の 2 第 1 項) 

イ.斜線制限について、同様の場合に、敷地内

に道路に接して有効な空地が確保されているこ

と等により、特定行政庁が、交通上、安全上、

防火上及び衛生上支障がないと認めて許可し

た建築物については、適用されない。(建築基準

法第 68 条の 5 の 2 第 2 項) 

 

その他、地区計画制度の規定について、必要な

規定の整理が行われ条文が大きく変わっている。 

 

④沿道地区計画 

また、幹線道路の沿道の整備に関する法律

の改正により、沿道地区計画についても、地区

計画と同様、沿道再開発等促進区を定め、上と

同じような条件での取り扱いが認められている。

また次のような沿道地区計画を定めることがで

きるようになった。 

ア.公共施設の整備を誘導するもの 

イ.区域を区分して建築物の容積を適正に配分

するもの 

ウ.高度利用と都市機能の更新とを図るもの 

エ.住居とそれ以外の用途を適正に配分するも

の 

オ.一定の形態等の建築物を誘導するもの 

 

⑥防災街区整備地区計画 



 

密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律の改正により、防災街区整備地区

計画について、次のような計画を定めることが

できることとされた。 

ア.公共施設の整備を誘導する特定建築物地区

整備計画又は防災街区整備地区整備計画(特

定建築物地区整備計画等という) 

イ.住居とそれ以外の用途を適正に配分する特

定建築物地区整備計画等 

ウ.一定の形態等の建築物の整備を誘導する特

定建築物地区整備計画等 

 

5. 容積率制限等を迅速に緩和する制度

の導入 

  

①総合設計制度における審査基準を定型化 

建築確認の手続きで、迅速に緩和できる次の

ような制度の導入が行われている。 

 

ア.全部又は一部が住宅の用に供される次の建

築物について、指定容積率の 1.5 倍以下で、容

積率制限を緩和する(建築基準法第 52 条第 7

項)。 

  

イ.斜線制限と同程度以上の採光、通風等を確

保する建築物について、斜線制限を適用しない

(建築基準法第 56 条第 7 項)。 

 

②複数棟からなる開発プロジェクトを円滑、迅速

に実現するため、総合設計制度と一団地認定

制度の手続きを一本化する(建築基準法第 86

条から第 86 条の 5 まで)。 

 

6.その他 

①シックハウス対策のための規制の導入につ

いての規定が建築基準法に設けられた(同法

28 条の 2)。 

②施行期日 この法律は、公布の日から 6 ヶ月

(シックハウス対策は 1 年)以内で政令で定める

日から施行することとされている(附則第 1 条)。 

 

7.おわりに 

 今回の改正は、いろいろな点を含んでいるが、

特に次の 2 点が都市計画制度として重要であ

る。第一に、都市計画制度のうち決定手続きの

改正につき重要な意義があるものと理解してい

る。すなわち、従来の都市計画決定手続きの住

民参加については、住民等の意見を聞くことは

あっても原則として行政が主導で素案を作り、

それに対しての住民参加であったが、今回の改

正でマスタープランを除いて、すべての都市計

画について住民等の提案が可能になった点で

画期的である。住民等のまちづくりに対する主

体的な取組みを都市計画に生かす制度的な担

保であると考えられる。第二に、用途地域の容

積率、建ぺい率等の弾力性確保であり、地域の

特性に応じた都市計画の決定を容易にするも

のとして、個性あるまちづくりの推進に大いに寄

与するものと考えるものである。都市計画制度

の一層の進化がここにうかがわれる。 
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を除く)内にあること 
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