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第一 はじめに 

平成 14 年は、都市再生などをテーマとして街づ

くりに関連する各種の法律が制定又は改正された年

である。先号で説明した「建築基準法等の一部を改

正する法律」(平成14年7月12日公布)をはじめと

して、公布された順で、①都市再開発法等の一部を

改正する法律(平成14年3月31日公布)、②都市再

生特別措置法(平成 14 年 4月 3日公布)、③高齢者、

身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築

の促進に関する法律(平成14年7月12日公布)、④

首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等

の法律(平成14年7月12日公布)などである。 

 これらの改正法律についは、それぞれ特定の目的

をもって制定されており、その内容を一律に説明は

できないが、民間主体の街づくり等について、適切

かつ的確な都市再生や建築物の建築等を図るものと

いえよう。先号に引き続き、その改正内容をできる

だけ分かりやすく解説することとする。 

 

第二  都市再開発法等の一部を改正する法律(平成

14年3月31日公布) 

  

1.趣旨及び概要 

 都市再生の実現に向けて、民間の資金やノウハウ

等を都市に振り向け、民間の活力を最大限に発揮で

きるような条件整備を図り、民間の活力等による都

市の再開発を積極的に推進するため、都市再開発法

等の一部を改正する法律が制定され、平成 14 年 3

月31日公布、同年6月1日から施行された(ただし、

民間都市開発推進機構及び一部の都市開発資金関係

の規定は同年 4 月 1 日から施行)。この改正は次の

ような内容がこれに含まれている。 

事項 内容 改正法

律 

1.再開発

会社を施

行者に追

加 

再開発のノウハウと資力・

信用を有する民間事業者が

地権者の参画を得て設立す

る株式会社又は有限会社(再

開発会社)の追加 

都市再

開発法 

2.土地区

画整理事

業に高度

利用推進

区の創設 

高度利用地区等を施行地区

に含む土地区画整理事業の

事業計画では高度利用推進

区を定めて土地の所有者等

の申し出で集約換地を行う

ことができる 

土地区

画整理

法 

3.民間都

市開発推

進機構の

土地取得

業務 

①機構の土地取得業務にか

かる事業見込地の取得期限

を3年間延長②機構は隣接

土地を合わせた事業地適正

化計画を策定することがで

きる 

民間都

市開発

推進に

関する

特別措

置法 

4.都市開

発資金 

①都市の再開発を推進する

ため、都市開発資金融通特

別会計において、繰上げ償

還された都市開発資金の再

貸付により、資金の効率的

な運用 

②再開発会社の施行する市

街地開発事業、高度利用推

進区等を活用する土地区画

整理事業等に国の無利子貸

付け 

①都市

開発資

金融通

特別会

計法 

②都市

開発資

金の貸

付けに

関する

法律 

 

2.再開発会社を施行者に追加 

(1)再開発会社 

 次の要件のすべてに該当する者(再開発会社)は、

市街地再開発事業を施行することができることとさ

れた。なお、この再開発会社が施行できるのは、第

一種及び第二種の両方の市街地再開発事業である。 

項目 要件 該当 

1.会社 株式会社又は有限会社 法2の2

③柱書き 

2.区域

要件 

市街地再開発事業の施行地

区(すなわち市街地再開発事

法2の2

③柱書き 



業の都市計画決定された地

区)内 

3.会社

の目的 

市街地再開発事業の施行を

主たる目的とすること 

同項一 

4.株式

の譲渡

制限 

株式会社で定款に株式の譲

渡に取締役会の承認を必要

とする旨の定めが必要 

同項二 

5. 地権

者の参

画 

①株主要件等 施行地区の

区域内の宅地について所有

権又は借地権を有する者

が、総株主(株式会社)又は

総社員(有限会社)の議決権

の過半数を占めていること 

②土地保有の割合 議決権

を有する者と再開発会社が

それぞれ有する土地及び借

地の地積の合計が区域内の

土地の総地籍と借地の総地

積の合計の３分の2以上で

あること 

①同項三 

②同項四 

 

(2)施行の認可 

 再開発会社は、規準及び事業計画を定め、宅地の

所有者及び借地権者の 3 分の 2 以上の同意(それぞ

れの有する地籍の合計も宅地及び借地の地積の合計

の 3 分の 2 以上。下の(4)の①でも同じ。)を得て

(法50の4)、知事の認可を受けなければならないと

されている(法50の2①)。この認可があると都市計

画事業としての認可があったものとみなされる(法

50の2②)。 

 認可申請があると、①再開発会社の要件の充足性

(上記(1))、②手続きの法令適合性、③規準又は事

業計画の決定手続き及び事業計画の内容の法令適合

性、④事業計画の内容の都市計画適合性と施行期間

の適切性、⑤事業の施行に十分な経済的基礎及び能

力の各項目を判断し、不適な項目がない場合は認可

しなければならないとされている(法50の7)。 

 

(3)規準及び事業計画 

 規準には、市街地再開発事業の種類(すなわち第

一種か第二種か)及び名称、施行地区に含まれる地

域名称、事業の範囲等のほか、特定事業参加者(権

利変換計画又は管理処分計画に従い取得することと

なる床の価格に相当する負担金を納付してその床を

取得する者)を定めることとされている(法 50 の 3

①)。この場合の特定事業参加者は、施行地区の宅

地、借地権、借家権等を有する者について一定の事

由に該当する場合を除き、公募することになってい

る(法50の3②)。また、事業計画には施行地区、設

計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めること

となっている(法50の6で法7条の11を準用)。 

 

(4)再開発会社の手続き 

 ①権利変換計画(第一種市街地再開発事業) 又は

管理処分計画(第二種市街地再開発事業)を定め、知

事の認可を申請しなければならないが(法 72①、法

118 の 6①)、この場合には、前者は所有権及び借地

権を有する者のそれぞれ3分の2以上の同意を、後

者は所有権又は借地権を有する者で譲受を希望する

もののそれぞれ3分の2以上の同意を得なければな

らないとされている(法72③、法118の6②)。 

 ②会社の合併、分割、事業の譲渡及び譲受、3 人

以上の審査委員の選任、事業計画の変更、終了等及

びこれらの際の知事の認可又は承認等の手続きに関

し規定が設けられている(法50の13から50の13ま

で)。 

 

(5)再開発会社に対する監督、罰則等 

 再開発会社は種々の権利を認められているので、

一層適正に運営することが求められる。そこで、監

督の方法として、知事による報告又は資料の提出要

求、事業若しくは会計の状況の検査、再開発会社の

処分の取り消し、変更等や宅地所有者等の検査請求

権などが規定されている(法124、125の2等)。また、

再開発会社の役職員や審査委員についての収賄罪の

適用等の規定もある(法140①)。 

 

3. 土地区画整理事業についての高度利用推進区の

創設 



(1)高度利用推進区 

 「高度利用地区」、「都市再生特別地区」又は

「特定地区計画等区域」をその施行区域に含む土地

区画整理事業について、その事業計画でこれらの区

域の全部又は一部を土地の合理的かつ健全な高度利

用の推進を図るべき土地の区域として定めることが

できるようになった。この区域を「高度利用推進

区」という(法 6⑥、なお、都市再生特別地区は同

日施行の都市再生特別措置法により追加されてい

る)。なお、この「特定地区計画等区域」とは、①

地区計画、防災街区地区計画又は沿道地区計画の区

域、②それぞれに係るそれぞれ地区整備計画、特定

建築物地区整備計画若しくは防災街区整備地区整備

計画又は沿道地区整備計画が定められていて、③原

則として高度利用地区について都市計画で定めるべ

き事項(容積率の最高最低、建ぺい率の最高、建築

面積の最低及び壁面の位置の制限)が定められてい

る区域である(都市再開発法2の2①三)。 

 

(2)高度利用推進区への換地 

 施行地区内の宅地の所有者又は借地権者は、施行

者に対して換地計画でその換地を高度利用推進区内

に定めるよう申し出ることができる(法85の4①)。

土地所有者は土地の共有持分を与えるように換地計

画を定めるよう申し出ることもできる(同条②)。 

 これらは一定の要件が必要である(法85の4③)。

すなわち、①申出者以外に地上権、永小作権、賃借

権等の使用収益権がないこと、②建築物等の使用収

益を目的とする権利者の同意があること、③換地の

申出にかかる宅地の面積が土地の合理的かつ健全な

高度利用を図るのに適した規模以上であること(規

模は規準、規約等で定める)である。 

 この申出は施行の認可等のあった日から 60 日以

内で行うこと、その日から遅滞なく換地等の指定又

は申し出の拒否を決定しなければならない(85 の 4

④及び⑤)。換地計画において換地を高度利用推進

区に定め又は共有持分を与えるようにしなければな

らないとされる(法89の4)。 

 

4.民間都市開発推進機構の土地取得業務 

①土地取得業務 

民間都市開発推進機構は、良好な都市開発の適地

を事業見込み地として取得してきたが、業務の実施

について期限付きであった。今回3年間延長されて、

期限が平成17年3月31日までとなった。 

②事業用地適正化計画 

 土地取得業務を行う間に、隣接土地を合わせて整

備し民間都市開発事業の用に供するときは、国土交

通大臣の事業用地適正化計画の認定を受け、その計

画の方法に従って、その隣接地を機構が取得した事

業見込地の全部又は一部との交換により取得できる

ようになった。また、この場合民間都市開発事業を

施行しようとする者と共同で同適正化計画の認定の

申請をすることとされていたが(法14の2②)、機構

は単独でできることとされた(法附則14⑪)。また、

これに伴い必要な規定が整備された。 

 

5.都市開発資金の改正 

①貸付金の繰り上げ償還金を再貸付にまわすことが

できるようになり、資金の効率的な運用ができるよ

うになった(都市開発資金融通特別会計法12①)。 

②再開発会社の施行する市街地再開発事業や市街地

再開発事業区若しくは高度利用推進区が事業計画に

おいて定められている一定の要件を満たす土地区画

整理事業(個人又は組合施行)に要する費用に充てる

ため公共団体が無利子の貸付けを行う場合は、国は

それぞれそれに必要な資金の半分を貸付けることが

できるものとされた(都市開発資金の貸付けに関す

る法律1③及び④)。 

③その他所要の改正がなされた。 

 

第三 都市再生特別措置法 

 



1.趣旨及び概要 

 都市は、我が国の活力の源泉であるにもかかわら

ず、慢性的な渋滞、緑やオープンスペースの不足な

ど、多くの課題に直面し、また、近年の急速な情報

化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に

十分に対応できたものとなっていない状況にある。  

 このため、都市再生を図り、その魅力と国際競争

力を高めることが、我が国の経済構造改革の一環と

して重要な課題となっている。そのためには、民間

の資金やノウハウを都市の再生に振り向けることが

不可欠である。  

 こうした状況を踏まえ、民間の力が最大限に発揮

できるよう、事業手法の改善充実を行うとともに、

民間の都市開発事業の隘路となっている規制の見直

し等を行う必要がある。その一つとして、都市再生

の拠点となる地域を定め、思い切った都市計画の特

別措置や金融支援等を講じようとするものである。  

 そのために次のような内容をもつ都市再生特別措

置法が制定された。なお、この法律は、平成14年

4月5日に公布され、同年6月1日に施行されてい

る。 

 

項目 概要 備考 

1.都市再

生本部 

内閣に内閣総理大臣を本部長

とする都市再生本部の設置 

 

2.都市再

生基本

方針等 

①都市再生基本方針の閣議決

定 

②都市再生緊急整備地域の政

令指定 

③都市再生本部による各地域

ごとの整備方針の策定 

④各地域ごとに国の関係行政

機関及び関係地方公共団体の

それぞれの長が都市再生緊急

整備協議会の設置が可能 

①及び

②は都

市再生

本部の

案に基

づく 

3.民間都

市再生

事業計

画の認

定制度

の創設 

①民間事業者の都市再生緊急

整備地域内における一定の都

市開発事業(都市再生事業)の

うち優良な事業の計画につい

ての国土交通大臣の認定制度

の創設 

②認定事業には、一定の範囲

認定の

申請は

平成18

年度ま

で 

の無利子貸し付け、出資、債

務保証等の金融支援の創設 

4.都市計

画の等

の特例 

①都市再生特別地区 都市再

生緊急整備地域において、既

存の用途地域等による規制を

全て適用除外として、自由度

の高い計画を定める都市再生

特別地区を都市計画に創設 

②都市計画の提案制度 都市

再生事業を行おうとする者の

都市計画決定権者に対する提

案制度の創設と6ヶ月以内の

都市計画の決定、変更又はし

ない旨の通知の制度化 

③都市再生事業を行なおうと

する者は、都市計画の提案と

併せて市街地再開発事業当の

認可の申請が可能、この場合

都市計画の変更等が行われた

日から1ヶ月以内で認可等を

する義務 

 

5.その他 施行後10年以内に検討を加

え、必要な措置 

 

  

2.内容 

 

(1)都市再生本部 

 都市再生に関する施策を迅速かつ重点的に推進す

るため、内閣に、内閣総理大臣を長として、すべて

の国務大臣を構成員とする都市再生本部を設けるも

のである。この本部は次の都市再生基本方針の案の

作成等を行う。 

 

(2)都市再生基本方針等 

①都市再生基本方針 

 内閣総理大臣は、都市の再生に関する施策の重点

的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(都

市再生基本方針)の案を作成し、閣議決定を求めな

ければならないとされる(法14①)。都市再生基本方

針では、ア.都市再生の意義及び目標、イ.重点的に

実施すべき施策の基本方針、ウ.都市再生緊急整備

地域の指定基準等を定めるもとされる(法14②)。 

②都市再生緊急整備地域の政令指定 



 都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じ

て緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域

として政令で定める地域とされ、地方公共団体が、

都市再生方針で定める指定の基準に適合する地域が

あると認めるときは、指定の政令の立案について、

その旨を申し出ることができ、あらかじめ、関係公

共団体の意見を聞き、これを尊重して政令指定する

こととされている(法5)。 

③地域ごとの整備方針 

 都市再生本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、

地方公共団体の意見を聞くなどを経て、目標、増進

すべき都市機能、公益的施設整備の基本的事項等を

内容とする地域整備方針を定める(法15条)。 

④都市再生緊急整備協議会 

 都市再生緊急整備地域ごとに、国の行政機関及び

地方公共団体の長を構成員とする都市再生緊急整備

協議会を設けることができる。この協議会の決定は

尊重されるものとなっている(法19)。 

 

(3)民間都市再生事業計画の認定制度 

①都市再生事業計画 

 都市再生緊急整備地域内での都市開発事業で、地

域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目

的とし、一定の規模以上のもの(1ha以上。隣接又は

近接の都市開発事業を含めて1ha以上である場合は

単独では 0.5ha 以上)であるものについて、民間都

市再生事業計画を作成し、国土交通大臣の認定を受

けることができる(法20)。国土交通大臣は、市街地

整備の緊急的推進に効果的であり、かつ都市再生に

著しく貢献し、地域整備方針に適合する等の基準に

適合する場合は、認定できることとなっている(法

21)。申請から 3 ヶ月以内にすることになっている

(法22①)。 

②認定事業計画に対する支援 

 (財)民間都市開発推進機構から認定事業計画に係

る都市再生事業に対しては、一定の公共施設に対す

る無利子貸し付け、出資等、債務の保証等による支

援を行うこととされている(法29)。 

 

(4)都市再生緊急整備地域における都市計画等の特

例 

①都市再生特別地区 

 都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献

し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の

用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導す

る必要がある区域について、都市計画に都市再生特

別地区を定めることができることとされ、その都市

計画では、誘導すべき用途、容積率の最高限度、最

低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、

高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるもの

とされている(法36)。この場合、一般の用途規制、

容積率制限、斜線制限、日影規制及び高度地区の高

さ制限は適用されないとされている(建築基準法 60

の2)。 

②都市計画の提案 

 0.5 ヘクタール以上の規模の都市再生事業を行な

おうとする者は、都市計画決定権者に対して、土地

所有者等の3分の2以上の同意を得ること等により、

都市再生特別地区、高度利用地区、市街地再開発事

業、土地区画整理事業、道路、公園等の都市施設に

関する都市計画について素案を添えて提案できるこ

ととされている(法37)。 

 提案があると、すみやかに都市計画の決定・変更

やその必要のない旨の判断等をして、都市計画審議

会の付議又は意見を聞いた上で、6 ヶ月以内に都市

計画の決定・変更又は必要ない旨の通知をする(法

40及び41)。 

③都市再生事業の認可等 

 都市再生事業を行おうとする者がその都市再生事

業の施行のために必要な認可等を申請した場合は、

受理の日から3ヵ月以内にそれに対する処分を行な

うこととされている(法42①)。また、都市計画の提

案を行なう場合は、都市計画の決定・変更がない段



階でも、都市再生事業の認可申請ができ、その都市

計画が定められた場合はその告示の日から1ヶ月以

内に認可等の処分を行うものとされている。 

 

(5)その他 

①民間都市再生事業計画は、平成19年3月31日ま

でに認定の申請をすることができるとされている

(法20①)。 

②また、この法律の施行後 10 年以内に、政府はこ

の法律の施行状況について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものとされている(法

附則2)。 

 

第四 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特

定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正す

る法律 

 

1.趣旨及び概要 

 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建

築物の建築を一層推進するため、特定建築物の範囲

を拡大、また、特別特定建築物の建築等について利

用円滑化基準に適合することを義務付けるとともに、

認定を受けた特定建築物について容積率の算定の特

例、表示制度の導入等の支援の拡大を行う等の内容

をもっている。なお、この法律改正は、平成 14 年

7月12日に公布されたが、施行は公布の日から1年

以内で政令で定める日となっている(政令未制定)。 

それらを整理すると、次のようになる。 

項目 概要 

1.特定建

築物の範

囲拡大 

現行用途に加えて、学校、事務所、共

同住宅等の不特定でなくとも多数の者

が利用する施設を加える。 

2.利用円

滑化基準

への適合

の義務化 

①特別特定建築物(現行用途及び老人ホ

ーム等の特定建築物)の一定規模以上の

建築等についてはバリアフリー対応の

利用円滑化基準への適合の義務化 

②地方公共団体は条例で必要な制限を

付加可能 

③建築確認対象に加える 

3.努力義 特定建築物の廊下、階段、エレベータ

務の追加 等の特定施設の修繕又は模様替えにつ

いての利用円滑化基準等の努力義務を

追加 

4.認定施

設への支

援拡大 

①利用円滑化誘導基準に適合するとの

認定を受けた特定建築物(認定建築物と

いう)の容積率の算定について、通常の

施設の床面積を超えることとなる一定

の床面積の不参入 

②認定建築物等又はその利用広告に認

定建築物の計画の認定を受けている旨

の表示を可能とする。 

5.その他 建築主事を置く市町村や特別区に知事

から権限の委任 

 

2.内容 

 

(1)特定建築物の範囲拡大 

 従前の定義は、「不特定かつ多数の者が利用する

政令で定める建築物」と定義されていたが、「多数

の者が利用する政令で定める建築物」とされている。

これにより、不特定でなくても多数の者が利用する

学校、事務所、共同住宅等に拡大される。 

 

(2) 利用円滑化基準への適合の義務化 

①特別特定建築物(特定建築物のうちで、不特定か

つ多数の者が利用し、又は主として高齢者、身体障

害者等が円滑に利用することが特に必要なものとし

て政令で定めるもの)について、政令で定める一定

規模以上の建築(用途変更をしてこれにする場合を

含む)をしようとする者及び維持保全をする者は、

利用円滑化基準に適合する義務を負うことになる

(法3①)。 

②この利用円滑化基準は、高齢者、身体障害者等が

円滑に利用できるようにするために必要な政令で定

める特定施設の構造及び配置に関する基準となって

いる(法3①)。 

③地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の

特殊性により、ア.特別特定建築物の種類、イ.政令

で定める一定規模、ウ.政令で定める利用円滑化基



準について、条例で必要な基準を追加できる(法 3

②)。 

④この国の政令の基準及び地方公共団体の条例によ

る追加事項はいずれも、建築基準法の確認対象法令

とされる(法3③)。 

 

(3)努力義務の追加 

 上の(2)の対象外の規模等についても特定建築物

の建築等をしようとする者や特定建築物の特定施設

(出入り口、廊下、階段、昇降機等)の修繕又は模様

替えをしようとする者は、特定施設を利用円滑化基

準又は条例で付加した基準に適合させる措置を講ず

るように努めなければならないこととなっている

(法5①及び②)。 

 

(4) 認定施設への支援拡大 

①バリアフリー対応として、利用円滑化基準を超え、

かつ、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるよ

うにするために誘導すべき国土交通省令で定める利

用円滑化誘導基準が、特定建築物の計画の認定基準

とされる。 

②これに認定されると、建築物の特定施設(出入り

口、廊下、階段、昇降機等)の床面積のうち通常の

ものを超えることとなるもので政令で定める床面積

は、参入しないこととされる(法8)。 

③認定建築物、その敷地又は利用に関する広告等に

は、国土交通省令で定めるところにより計画の認定

を受けている旨の表示を付することができるように

なる(法9)。 

 

(5)その他 

 認定の事務その他この法律の施行に関する事務に

ついて、知事から建築主事を置く市町村又は特別区

の長に委譲される。 

 

第五 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正

する等の法律 

 

1.趣旨 

  

 いわゆる工場等制限制度は、首都圏の既成市街地

及び近畿圏の既成都市区域における産業及び人口の

過度の集中を防止し、都市環境の整備及び改善を図

ることを目的に、一定規模以上の工場や大学等の新

設及び増設を制限するものであり、首都圏では昭和

三十四年、近畿圏では昭和三十九年に創設された。  

 しかしながら、制度創設から約四十年を経過した

今日、製造業従業者数及び工場立地件数の減少等の

産業構造の変化、少子化の進行に伴う若年人口の減

少等、社会経済情勢が著しく変化しており、工場等

制限制度は、その有効性、合理性が低下している。  

 このような観点から、平成十三年十二月には、国

土審議会において、工場等制限制度は廃止すること

が適当である旨の答申が取りまとめられている。  

 このように、近年における首都圏の既成市街地及

び近畿圏の既成都市区域の産業及び人口の集中に関

する杜会経済情勢の変化にかんがみ、首都圏の既成

市街地における工業等の制限及び近畿圏の既成都市

区域における工場等の制限を廃止する等の必要が認

められている。このような趣旨から、この工場等制

限制度を廃止することになったものである。  

 なお、この法律は、平成 14年 7月 12日に公布･

施行されている。 

 

2.内容 

この法律の内容はつぎのようなものである。  

 第一に、首都圏整備法及び近畿圏整備法について、

首都圏の既成市街地における工業等の制限及び近畿

圏の既成都市区域における工場等の制限に関する規

定を削除する等、所要の改正が行われた。両法にあ

る別に法律で定めるところにより工場等制限区域の

指定及び施設の新設又は増設の制限を行う旨の規定

を削除している。  

 第二に、この改正に伴い首都圏の既成市街地にお



ける工業等の制限に関する法律及び近畿圏の既成都

市区域における工場等の制限に関する法律が廃止さ

れている。  

 その他、これらに関連いたして、都市計画事業と

しての工業団地造成事業による造成工場敷地の譲受

人には、もとの土地提供者を優先する旨の規定を置

くなど所要の規定の整備が行われている。  

 

3.効果 

 これにより、今まで首都圏及び近畿圏の既成市街

地等での 500 平方メートル以上の工場(特定業種を

除く)や 1500 平方メートル以上の大学若しくは高等

専門学校、800 平方メートル以上の専修学校各種学

校(夜間等を除く)の新増設が制限されていたが、今

後この制限が撤廃された。もちろん用途地域等の都

市計画上の観点からの制限は存続する。 

 

 

 

 


