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都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？
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（都市の）基本計画は、将来の望ましい物理的開発に関する主要な方針
を定める自治体の公式な宣言である。出版された基本計画は、コミュニ
ティの１つの統合された物理的デザインを含み、そして、物理的開発の
方針と社会・経済の目標の関係を明らかにしようとしなければならない。

“The general plan is the official statement of a municipal legislative body which
sets forth its major policies concerning desirable future physical development.
The published general plan document must include a single, unified physical
design for the community, and it must attempt to clarify the relationships between
physical-development policies and social and economic goals.”
- T.J. Kent Jr. (1990) “The Urban General Plan” American Planning Association

• 都市基本計画は、英語では、その内容により、General Plan、
Comprehensive Plan、Master Plan、Framework Plan、Development Plan、
Strategic Planなどとも呼ばれる

• 計画の性質に関するキーワード：概略、総合、長期、枠組み、戦略など
• 日本の都市計画分野では、マスタープラン（Master Plan）を使用

都市のマスタープラン（基本計画）とは
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都市計画の基本枠組み

土地利用・建築規制、
交通規制、公共空間の
使い方ルールなど

デザイン・ガイドライ
ンやそれにもとづく協
議、ボーナス・システ
ム、補助金制度など

都市施設・市街地
開発の事業、民間
企業や個別地権者
の事業、NPOや社
会的企業の事業

日本の都市計画制度の体系

6
川上光彦（2008年）『都市計画』森北出版 p.115

２つの都市マスタープラン

都市計画区域マスタープラン
（愛知県の一部）

市町村都市計画マスタープラン
（上図は愛知県の一部の自治体の

都市マスタープラン をつなげたもの） 7

都市のマスタープランの役割

8

■（狭義の）都市計画の対象
・土地利用：個々の敷地の土地利用や建物の用途・形態
・施設配置：多数の敷地の集合体である都市を支える各種施設の配置
■様々な物的構成要素と主体の関わり
都市の物的構成要素の設計主体、整備主体、所有者、管理主体、利用

者などはそれぞれ異なる。それぞれが個別に設計・整備・管理・利用さ
れると、相互に悪影響を及ぼしたり、投資が非効率になったりするおそ
れがある。
■調整のための計画
都市の物的環境の構成要素間、それらに関わる主体間の調整を行い、

全体として安全で、機能的で、美しく、持続可能な都市を効率的・効果
的につくるための計画が必要。
■多様な主体の取り組みの羅針盤
変容し続ける都市の物的環境の構成要素間を絶えず調整し、都市を全

体として成立させるとともに、それらに関わる多様な主体の持続的な取
り組みの羅針盤として明確な方向性を示す重要な役割がある。



自治体の「統合的空間計画」を中心とするマルチ・スケールの
空間計画制度の枠組み(私案)

9

日本都市計画学会2014年度（第49回）学術研究論文発表会ワークショップ
「都市計画の現代的トピックスから都市計画制度改正の方向性を探る」資料（2014.11.15）
http://up.t.u-tokyo.ac.jp/%7emurayama/docs/ps_cpij2014.pdf

計画策定の３側面とそれらを支える技法

Analysis

Public ProcessDesign

都市の現在そして未来の状況を見据えながら、多様な主体の都市空間に対する
要求を踏まえ、都市空間形成の目標・方針・施策を統括的に定める取り組み

村山顕人：成熟都市の計画策定技法の探究 - 米国諸都市のダウンタウン・プラン策定に見る方法と技術 -，
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻2003年度博士論文，2004 10

※近年の計画策定は、
データ駆動型になる一
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ているように見える。
（都市マスタープラン
の「つくり方」につい
ては、今回省略
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都市計画で対応すべき現代的課題

12

１．防災・減災対応
洪水、内水氾濫、地震時の崖崩れ・液状化・火災、その他（人災も含めて）の被害想定を
踏まえた土地利用計画の再検討 / 復興準備・事前復興

２．環境性能の向上
低炭素・脱炭素社会、低環境負荷に向けた対応：二酸化炭素排出削減、省エネ・創エネを
目標とした都市構造の再編と地区まちづくり / 気候変動への適応 / 土壌汚染の処理 / エ
コロジカルネットワークの創造 / 食料自給率の向上・地産地消を実現する土地利用の実現

３．社会の新しいニーズへの対応
格差社会への対応：特に移動手段と住宅供給に関する有効な政策 / 福祉システムの設計と
それを支える空間の整備：短期的には超高齢コミュニティ化する首都圏郊外住宅地 / 住宅
の住み替え支援の仕組み：住宅の需要と供給のミスマッチの解消、ストックの有効活用 / 
歴史・景観まちづくりへの関心の高まり / 子育て / 働き方

４．新世代交通手段への対応
充電が必要な電気自動車、小型自動車、シニアカー、セグウェイの類、自動運転車：これ
までとは異なる都市基盤施設、安全な街路設計が必要

５．限られた財源による都市基盤・公共施設・自然環境のマネジメント
不要なあるいは持続不可能な都市基盤・公共施設をたたむ / 必要な部分では新開発も / 
公共施設や公共サービス、福祉サービスのサービスレベルの検討 / 都市を支える農地・森
林・河川・その他自然環境のマネジメントも大きな課題



持続可能な開発目標（SDGs）（国連、2015年）

11 都市と人間の居住地を包摂的で安全、レジリエントで持続可能にすること 13

都市のレジリエンス（100 Resilient Cities）

14

いかなる進行性のストレス（高い失業率、公共交通システムの不備、食糧や水の不足
など）や突発的なショック（地震、浸水、病気の発生、テロなど）があっても都市内
の個人、コミュニティ、機関、事業者、システムが生き残り、適応し、成長する能力

http://www.100resilientcities.org

村山顕人：エコディストリクト：既成市街地を持続再生させる新たな挑戦，
BIOCITY（ビオシティ），No.73，pp.35-43，2018

エコディストリクト・プロトコル
地区スケールの都市再生を通じて都市の持続性を高める

15

EcoDistricts: PROTOCOL  VER | 1.1, 2016 人口減少・超高齢社会・財政難の都市のビジョン
をどう描くか、世界が日本を注目している

Homes-uP - Single-Family Homes under Pressure?
（2015-2017，ドイツを中心とする国際共同研究）
http://homes-up.ioer.eu/
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三重県の広域計画

http://www.pref.mie.lg.jp/TOSHIKI/HP/17409018251.htm 18

地震・津波被害の低減に向けた都市計画指針
（2015年度）

↓
（2016年度）

（2017年度）

（検討中）

（自治体の状況に応じて適切な時期に策定）

• 限られた財源の中、施設整備だけですべての市街地
を災害から守ることは困難

• 地震・津波災害から守るべき対象を減らす施策を組
み合わせ、限られた対策費用での目標達成を目指す

●施策の方向

19

三重県地震・津波被害の低減に向けた都市計画指針
●目標と取組期間

中長期の取組においては、おおむね50年先 （長期）にめざすべき将来像で
ある都市のグランドデザインを検討し、その実現に向けて中期の取組（効
果が発現するまでに一定の時間を要する取組）を推進。一方、中長期の取
組期間中に大規模な災害が発生することも十分想定されることから、短期
の取組として、人命を守るための取組を優先的に講じていく

20

三重県地震・津波被害の低減に向けた都市計画指針



• 限られた財源の中、施設整備だけですべての市街地
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三重県地震・津波被害の低減に向けた都市計画指針
●土地利用・施設配置の考え方
地震・津波リスクの低い場所で市街地を形成することを基本として、地震・
津波リスクが高い場所では、用途を考慮した都市的土地利用の抑制等を行う

＜土地利用・施設配置のイメージ（例：津波）＞

22

三重県地震・津波被害の低減に向けた都市計画指針
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三重県がめざす都市構造 【変革の観点】

①都市経営：効率的で利便性が高く、持続可能な都市構造の形成

目標 居住誘導区域内の人口割合が増加

「立地適正化計画」を活用し、生活サービス
施設を市街地の中心部等へ立地誘導するとと
もに、その周辺及び公共交通の沿線地域等へ
の居住誘導を促進することにより、誘導エリ
アにおける人口密度の維持を図る。
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三重県都市計画基本方針

②都市防災：大規模自然災害の被害低減に向けた都市構造の形成

目標 大規模災害リスクの高い区域内の人口割合が減少

災害リスクが低い場所で市街地を形成する
ことを基本とし、災害リスクが高い場所に
おける土地利用については、その用途を考
慮しながら、建築物の構造強化等を促進し
災害による被害の低減を図る。
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三重県がめざす都市構造 【変革の観点】
三重県都市計画基本方針



③都市活力：地域経済の活力維持・向上に向けた都市構造の形成

目標 工業系土地利用誘導ゾーンへの工業施設立地割合向上
幹線道路等の早期供用

産業振興に資するインフラを活用し産業機能
の集約に向けた土地利用を促進するとともに
、すべての産業活力を支える新たな都市基盤
の検討・整備を進める。

・本県北部におけるものづくり産業の優位性を踏まえ、
次期都市計画区域マスタープランのなかで、新たなイ
ンターチェンジ周辺等において工業系土地利用を促進
するためのゾーン設定等を行う。

・県南部の豊かな地域資源を活かした観光産業や地域に
根ざした農林水産業の活力の維持・向上のために、広
く国内外との交流・連携ができるよう、県全域の幹線
道路等の早期供用を図る。
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三重県がめざす都市構造 【変革の観点】
三重県都市計画基本方針 三重県圏域マスタープラン （北勢圏域）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOSHIKI/HP/17409018251.htm 26

三重県圏域マスタープラン （北勢圏域）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOSHIKI/HP/17409018251.htm 27

三重県圏域マスタープラン （北勢圏域）

http://www.pref.mie.lg.jp/TOSHIKI/HP/17409018251.htm 28



鈴鹿都市計画区域マスタープラン（改定作業中）

※鈴鹿市都市マスタープラン
については「５」参照

プロジェクト・ベース/基礎自治体支援型へ
・線引き制度：開発・高密度化と低密度化の同時
進行→人口フレームの時間・空間マネジメント

・市街地の低密度化（スポンジ化）のモデル・プ
ランニング（県と市町の協働プロジェクト）

・災害危険度の高い地域のモデル・プランニング
（県と市町の協働プロジェクト）
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人口減少を背景とする都市の諸問題

静岡市：みんなで進める「コンパクトなまちづくり」（立地適正化計画案の解説）（2016） 31

拠点と郊外のメリハリを

静岡市：みんなで進める「コンパクトなまちづくり」（立地適正化計画案の解説）（2016） 32



名古屋市低炭素都市なごや戦略（2009）・実行計画（2011）

33

二酸化炭素排出削減のロードマップ

将来都市構造図

二酸化炭素排出量削減目標
（対1990年実績）
2020年：-25% 
2050年：-80%

名古屋市低炭素都市なごや戦略（2009）・実行計画（2011）

34

村山顕人，森田紘圭，藤森幹人，延藤安弘：既成市街地におけるまちづくりを通じた自治体
低炭素都市戦略の実現 - 名古屋市と錦二丁目低炭素モデル地区の取り組みの現状と課題 -，
都市計画論文集，vol.51，no.1，pp.40-45，2016

集約連携型都市構造の実現：
「駅そば生活圏」における
都市機能の更なる強化と居住機能の充実

• 主に環境負荷の低減（二酸化炭素排出量の
削減など）、超高齢社会の到来、財政状
況悪化など長期的リスクへの対応から
生まれた方針

• 2025年までは人口増加。人口増加分
を駅そば生活圏で受け入れる

• 2025年以降、駅そば生活圏外の人口
密度を秩序よく下げて行くという想定

名古屋市都市計画
マスタープラン

（2011）

名古屋市都市計画マスタープラン

35

駅そば生活(圏)の例

36



名古屋市都市計画マスタープラン

37名古屋市都市計画マスタープラン（2011）

名古屋市都市計画マスタープラン

38名古屋市都市計画マスタープラン（2011）

地域スケールのまちづくりを通じた都市計画マスタープランの実現
戦略的まちづくりの展開（行政主導） 地域まちづくりの推進（地域主導）

名古屋市都市計画マスタープラン（2011） 39

地域まちづくり：構想づくりと実践

地域まちづくりサポート制度
アドバイザー派遣＋活動助成＋コンサルタント活用助成

名古屋市都市計画マスタープラン（2011）

40http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/2-8-0-0-0-0-0-0-0-0.html



地域まちづくり手引書（2013年）

41

静岡市都市計画マスタープラン

42コンサルタント：昭和

静岡市の市街地拡大、そして、低密度化

静岡市都市計画マスタープラン案（2015年６月時点）より抜粋
43

静岡市が目指す将来都市構造の検討
集約連携型都市構造の実現：集約化拠点・エリアの形成とネットワーク化＋広域基盤・自然資源の積極的活用

策定懇話会での将来都市構造の議論

■公共交通が利便で人口密度が
一定程度維持されるエリア

■交通利便や人口
密度の維持等に
問題があるエリ
ア（災害危険度
が相対的に高い
エリアも含む）

メリハリのある
市街地の検討

44

将来都市構造図



居住の誘導に優位なエリアの検討
（主に公共交通利便性、都市基盤整備状況、生活利便施設立地の視点から）

静岡市都市計画マスタープラン案（2015年６月時点）より抜粋
45

居住地としての適性を考慮すべきエリアの検討
（主に環境保全・減災の視点から）

静岡市都市計画マスタープラン案（2015年６月時点）より抜粋
46

居住の誘導に優位なエリアの検討

静岡市都市計画マスタープラン案（2015年６月時点）より抜粋

最近の趨勢に合った
居住誘導エリアの設定

駅周辺等は政策的に
居住誘導エリアに

47

人口配置の検討（PT調査から住替予定人口を推定して人口配置に反映）

静岡市都市計画マスタープラン案（2015年６月時点）より抜粋

＋ ＋
＋ ＋ ー ー

48



集約連携型都市構造と多様なライフスタイル

人口誘導のイメージ 将来都市構造図

パネル展示等アンケート結果
約2/3が「集まって住むこと」を希望多様な居住環境の提供（①～③：高密度化、④～⑥：低密度化） 49

静岡市立地適正化計画

50

コンサルタント：計量計画研究所（IBS）

立地適正化計画への展開（静岡市立地適正化計画改定案・2018.7）

51

立地適正化計画への展開（静岡市立地適正化計画改定案・2018.7）

52



Yokosuka City: Depopulating City in the Periphery 
of Tokyo Megaregion

53 Article about Yokosuka City in the New York Times (August 23, 2015)

“These ghost 
homes are the most 
visible sign of 
human retreat in a 
country where the 
population peaked a 
half-decade ago 
and is forecast to 
fall by a third over 
the next 50 years.”

Yokosuka City: Depopulating Valley Area without 
Sufficient Urban Infrastructure

54

First vacant home demolished by the city, Yokosuka City (October 26, 2015)
http://www.asahi.com/articles/ASHBV4WRLHBVULOB01K.html

Yokosuka City: Depopulating Valley Area without 
Sufficient Urban Infrastructure

55
High possibility of depopulation even in the planned residential areas with 
high quality infrastructure - Homes for the baby-boomers

Yokosuka City: Homes for the baby-boomers

56



Yokosuka City: 
Master Plan 
Addresses the 
Land Use 
Transition of 
Depopulating 
Residential Areas

Population

Households

57

Yokosuka City: 
Master Plan 
Addresses the 
Land Use 
Transition of 
Depopulating 
Residential Areas

58
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日産自動車・
関東自動車
（トヨタ系）
等の撤退
（21世紀）

FIATの規模縮小
（1970年代）

縮小する都市*への介入 *人口や経済の規模が縮小するのであって、
必ずしも市街地の物理的縮小を意味しない

60

豊田市：ハイブリッド型土地利用



61

豊田市：立地適正化計画（2019年） 都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？

１
２

３

４ ５

６

７ ８

10
９

- Population: 197,173 (February 1, 2015)
- Area: 194.46 km2

- Population Density: 1,010 persons/km2

- Industrial City with Asahi Kasei, Kanebo (fabric-
related), Honda Motor Company, automobile-
related factories, Suzuka Circuit (motorsport)

コンパクトでない鈴鹿市

63

鈴鹿市都市マスタープラン：構成とプロセス

64



鈴鹿市都市マスタープラン：課題と明快な方向性

65現代的な課題に合わせたテーマ（分野）構成

テーマ別都市づくりの方針とその空間的検討

活力ある都市づくり：主に商業・工業 防災・減災の都市づくり 66

テーマ別都市づくりの方針とその空間的検討

コンパクトで住みよい都市づくり：居住地 モビリティの高い都市づくり：交通 67

テーマ別都市づくりの方針とその空間的検討

水と緑、景観の都市づくり：農業を含む

68



鈴鹿市都市マスタープラン：土地利用方針

テーマ別都市づ
くりの方針図の
重ね合わせ
→総合的・統合
的な空間計画

69

防災・減災の方針と市街地形成検討地区

災害ハザードを考慮した市街地形成へ 70

鈴鹿市都市MP：土地利用規制検討エリアの例

・沿岸部は低層住宅地（第一種低層住居専用地域、10m高さ規制）
・規制を緩和して中高層住宅が建設できるようにするか
・低層住宅地のゆとりある環境を保全し、津波から避難する方策を考えるか

→住民を交えた議論が必要、将来の人口・世帯数減少との関係も考慮すべき
71

鈴鹿市都市MP：土地利用規制検討エリアの例

72

建て替えを終えた新しい住宅（一部は屋上のある鉄筋コンクリート造３階建て）、開発
当初からある古い住宅、空き家、空き地、畑が混在する。高齢者のための施設の立地も
進む。 72



73Detroit Future City Strategic Framework (2012)

デトロイトの非法定計画：作り方が日本と逆

74

デトロイト：敷地・街区→地区（街区群）→全体

デトロイト市内の Sustainable Urban Agrihood

75https://theheartysoul.com/first-sustainable-urban-agrihood/

“the project of the Michigan Urban Farming Initiative — an all-volunteer nonprofit, 
which seeks to empower urban communities using sustainable agriculture.”

76

パッチワーク型都市づくり
（Patchwork Urbanism）



77

パッチワーク：これが動態的に変化する土地利用

https://www.amazon.co.jp/パッチワークキルト-マルチカバー-190×240cm-REJ143/dp/B01M3SUZI0

都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？
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ライフスタイルの変化によって都心や駅周辺地区に暮らす需要がある、物流の新た
な需要がある、つまり成長が見込めるところは、積極的に開発すれば良いのではな
いか？一方で、空洞化するところのマネジメントは必要。→野澤先生

79

都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？
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静的な区域区分・地域地区と動
的な（用途や密度の変化の方向
性を示す）立地適正化計画

誘導型の地区計画も動的ゾーニ
ング（ただし今のところ緩和型
とインフラ整備型のみで低密度
化型はない）

田園住居地域：新規開発地域で
は使えるが、既成市街地では困
難

非線引き都市の用途地域外：大
規模な施設は特定用途制限地域、
小規模な住宅などは条例で？

→動的ゾーニングは自治体に
よって異なるので条例で対応
か？

土地利用規制の構成

＋立地適正化計画：都市機能誘導区
域・居住誘導区域・居住調整区域
外＋αの多様な動的ゾーニング：
策定される計画にその兆しあり

＋条例による独自のゾーニング 81

村山顕人：都市拠点形成に向けた容積移転プロ
グラムのポイント：日本の現状と米国ワシント
ン州キング郡及びシアトル市の事例，地域開発，
vol.622，2017.10・11，pp.61-68

図２ 特例容積率適用地区における容積移転
（出典：財団法人地方自治研究機構（2004））

図３ 既成市街地の再生と民有緑地保全
（出典：名古屋市緑の審議会（2015））

82

図４ 開発権移転の仕組み（出典：King County）

図５ 開発権移転の実績（出典：King County）

83

都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？
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長期未整備都市計画道路

高木任之（2008）「イラストレーショ
ン都市計画法」学芸出版社，p.171本郷通り 85

長期未整備都市計画道路

本郷通り 86

都市計画道路整備と都市農地保全（西東京市）

87

長期未整備都市計画公園の見直し（→９）

88



都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？

１
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まちづくり構想の実現（現在進行中）まちづくり構想（56ページの密度高い文書）

錦二丁目長者町まちづくり構想（2011-2030）（2011年4月）

90

(A) Image of 
redevelopment

������Present 10 Years Later

(A)

既成市街地の漸進的再生のイメージ

91
７番街区市街地再開発事業
（2013年１月組合設立、2017年1月都市計画審議会）
http://www.decn.co.jp/?p=83881 名古屋大学・村山研究室の関わり→

まちづくり構想策定過程（2008年度～2010年度）

92



まちづくり構想：将来イメージ

93

７番街区市街地再開発事業（2013年１月組合設立、2017年1月都市計画審議会）

94http://www.decn.co.jp/?p=83881

錦二丁目
７番地区計画

• 建設時期：2018-2020
• 面積：1.1ha（街区全体）の半分強
• 41 階建て、床面積：48,100 m2
• 住宅300戸、商業施設、駐車場
• 中庭と路地、エリアマネジメント拠点
• 野村不動産、旭化成不動産レジデンシャル、
日本設計

任意のまち
づくり構想
が法定都市
計画へ

再開発事業の中に多様性を生む空間をつくる（錦二丁目）

2017.11.20資料 95

再開発事業の中に多様性を生む空間をつくる（錦二丁目）

2017.11.20資料 96



97

再開発事業

再開発事業と16街区のまちづくりの連携

錦二丁目低炭素地区会議
（錦二丁目まちづくり協議会内に設置）

名古屋市低炭素モデル地区
事業としての認定

名古屋市低炭素モデル地区事業認定（2015年2月）

98

地球 流域圏 都市圏 自治体 地区 家

・持続可能な都市を構成する「低炭素で快適な」地区をつくる
・建物・インフラストラクチュアのプロジェクトと地域・個人のアクショ
ンを統合し、地区の持続性を高める
・地区は持続性を加速させるのに適正な規模

・素早くイノベーションを起こすのに十分な小ささ
・意味のある影響をもたらす十分な大きさ

図：Portland Sustainability Institute / EcoDistricts資料より

低炭素地区まちづくりプロジェクト
「低炭素」というグローバルな課題に

「地区まちづくり」というローカルな取り組みを通じて応答していく戦略

地球規模の気候変動に
よる海面上昇や異常気
象の原因は二酸化炭素
などの温室効果ガスの
過度な排出。それを削
減するのが「低炭素」
の取り組み。

99
長者町ウッドテラス
（歩道拡幅社会実験）

名古屋大学グローバルCOEプログラム
「地球学から基礎・臨床環境学への展開」

ストリートウッドデッキ（SWD）構想
制作と実験的設置

名古屋センタービル敷地内への
ストリートウッドデッキ（SWD）の設置

「いつかは車道に置きたい」という夢

Urban Pasture Parklet
(Vancouver, B.C. Canada)
Photo by Paul Krueger

海外パークレット事例の調査
錦丁目長者町まちづくり構想（2011年）
名古屋市都市計画マスタープラン

駅そば生活圏/地域まちづくり（2011年）

名古屋市交通まちづくりプラン
道路空間再配分（2013年）

低炭素都市なごや戦略（2009/2011年）
低炭素モデル地区事業（2015-）

長者町ウッテラスと各種マスタープラン

100



2014年・2015年度 森田紘圭，村山顕人，稲永哲，藤森幹人，延藤安弘：地域主導型
低炭素まちづくりにおける発展的循環プロセス - 錦二丁目低炭素
地区まちづくりプロジェクトの事例分析 -，都市計画論文集，
vol.51，no.3，pp. 444-450，2016.10

101 102

藤巻町：長期未整備都市計画公園緑地内
のまちづくり・里づくり

103 藤巻町 森づくり活動/タケノコ掘り（2015年4月）

藤巻町：長期未整備都市計画公園緑地内
のまちづくり・里づくり

10
4



2028-2037

東山公園長期未整備公園緑地の都市計画
の見直しと整備プログラム

藤巻町行政による
公園緑地整備
・維持管理
の限界
↓

様々な不満
行政vs.地域

↓
地域まちづくり
のアプローチへ

105

Higashiyama park

藤巻町総括説明会（2013.10.13）

自治会の中に位置づけられた「まちづくり検
討チーム」がこれまでの活動成果とこれから
の活動予定を説明し、町内全世帯を対象に今
後のまちづくりの鍵となる事柄について意向
を問うアウトリーチ活動

106

Higashiyama park

藤巻町総括説明会（2013.10.13）

世帯数ベースで３割の住民の皆様が出
席。若い方の出席も目立つ。高齢化率
が40%を超え、外出が困難な方も多い
ことを考えると、かなり高い出席率。

都市基盤整備や永住・住替希望につい
て参加者の意向を投票形式で聞いた。

107 108



名古屋市緑の審議会「新たな緑地保全施策の展開について（答申）」（2015）

地域まちづくりから緑の審議会・部会での検討へ

10
9

地域まちづくりから緑の審議会・部会での検討へ

名古屋市緑の審議会「新たな緑地保全施策の展開について（答申）」（2015） 11
0

都市計画の変更へ

11
1

松戸市公共施設再編整備計画（小金原地域）

112
田崎智之，真鍋陸太郎，村山顕人，大方潤一郎：首都圏郊外部における学校を中心とした地域
公共施設再編の検討手法，都市計画論文集，vol.53, no.3，pp. 1283-1288，2018.10

https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/siyuzaisan/koukyoushisetsu/index.html



松戸市公共施設再編整備基本計画の策定（2018年度）
公共施設再編整備の検討を契機とした
小金原地域のまちづくりの新展開

組織づくり
連合町会

まちづくり部
誕生

（2017.5）

WS1（2017.2） WS2（2017.12）
メンバー
拡大

ビジョン/シナリオづくり＋アクション
・どのような地域にしていきたいのか？
・何をやるべきか？

●コミュニティ・バス導入検討

●公共施設に関する市民意見集約
・市民センター及びその周辺（民間用地含む）
・小学校（再編は遠い将来、当面は使い方）

●緑地・花壇の整備

松戸市の公共施設再編整備の検討

意見反映：
小金原地域
に必要な内容
を盛り込む！

●空き家対策

進捗
管理

連携主体：地域で活動する団体、
市、UR、新京成

ハコモノをきっかけに地域の将来を考え、実行する

●コミュニティ・ビジネス/新しい仕事
●地域包括ケアシステム構築

●パーソナルモビリティ

●自然エネルギー/グリーンインフラ

●買い物場所

●居場所づくり

もちろん、ソフトも重要

多世代安心居住・人口維持
2025年問題：地域で暮らす

エリア
マネジメント

●＝実行ボタン

v180216

新しいアイディアや先進事例のインプット

地域の公共施設
の管理コストに
関する情報・シ
ミュレーション
結果の提示

カルテ・工程表（施設類型別・エリア別）

113 2015年度日本建築学会大会（関東）都市計画部門研究協議会 時空間的不確実性を包含する都市のプランニング まとめ

確実性
を志向
一般解
分かりやす
い将来・受
け入れやす
い将来

不確実性
を受容
多様な特殊解
見えにくい将来

・実態論
・計画論
・実践論

従来の都市計画
の限界（×否定）

時空間的不確実性と
都市計画・まちづくり
を捉える枠組み

・計画技法
・社会制度

あまりにも乖離していること
による都市計画不要・悲観論

Informal/Alternative Planning
部分（地域・地区・街区群）/短中期的/多様な主体・多様な手段/Quick Response

Formal Planning
都市全体/中長期的/行政/制度に基づく計画・規制・誘導・事業/公式

Community 
Planning, Design 
and Development

様々なまちづくり・
エリアマネジメント
の実験的展開

様々な単体
プロジェクトの展開
（空間再生のツボ）

新しいプランニング
の萌芽

Community-based
Planning and 
Development

まちづくり等
を通じた

従来の都市計画
の見直し・

市街地の前向きな更新（低密度化含む）

（都市計画の新しい「発明」）

TACTICAL URBANISM

PLACE MAKING

PLACE-BASED 
PLANNING

MASTER
PLANNING

114

都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？

１
２

３

４ ５

６

７ ８

10
９

■持続性評価ツール（都市スケール・地区スケール）：
LEED-ND、CASBEE-街区（計画の事前評価）から

EcoDistricts（規範・プロセスの評価）へ
■評価に耐えうる都市・地域のマスタープランの内容と体制・プロセス：
船橋市の空間計画（船本・真鍋・村山・大方、2018）、武蔵小杉再開発（木村卒論）

→評価項目の設定自体が重要
（＝都市・地域の空間とそこでの暮らしの何を重視するのか）

計画評価ツール・認証制度

www.harumi-flag.jpHARUMI FLAG 116
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EcoDistricts

ecodistricts.org

我々は都市を変える計画を持っている。

都市開発に関わる１つ１つの意思決定において地球と人間を中心に据える

村山顕人：エコディストリクト：既成市街地を持続再生させる新たな挑戦，
BIOCITY（ビオシティ），No.73，pp.35-43，2018

参考：EcoDistricts Road Map

枠組み

組織化
（参加とガバナンス）

手法（戦術）検討

方針と資金確保
建物＋インフラストラクチュア

（プロジェクト）
人々＋生活行動
（プロジェクト）

・地域エネルギー
・建物の改修
・グリーン・インフラストラクチュア
・下水処理
・スマート・グリッド 等

・研修＋教育
・社会マーケティング
・需要管理
・資源の共同利用（シェアリング）
・持続性の評価 等

様々な地域主導まちづくりプロ
ジェクト（＝戦術）を通じて、
低炭素まちづくりの目標を達成

118

 

エネルギー、水、食糧、大気、モビリティ、公正に関わるプロジェクトを既成市
街地に組み込むエコ地区計画。地域団体がコンサルタントの支援を受けて策定
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都市のマスタープラン
は必要か？ 何を手掛かりに都市づくりの

ビジョンを描けばよいか？
広域圏・都市圏の
マスタープランの役割は？

「コンパクトシティ＋ネットワーク」
にはどのようなカタチがあり得るか？

非コンパクト都市の
ビジョンの描き方は？

空き家・空き地が発生する中で都心や駅周辺地区でさらに開発を行うか？
物流施設など新たな土地需要にどう対応するか？

マスタープランを実現する
土地利用規制のあり方は？

長期未整備都市計画事業
をどうするか？

地域まちづくりに都市計画
を変える力はあるか？ 都市・地域のマスタープラン

の内容をどう評価するか？
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