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地域システム
の原点

計画・制度

・仙台都心の写真をよくみると … 最高
地価の地区が，必ずしも高層ビル街に
なっていない。それはなぜ？

「計画空間」の
計画空間」の原点
」の原点：
原点：住宅
・現代の住宅は，屋根，外壁，構造，開口部，間取り，インテリ
アなどの諸「要素」から構成された機能的システム空間。
・「要素」の大半は，専門の建築士によって周到に設計され，
構造化されている。
・前近代からのノウハウの蓄積， 近代以降の住居学，建築
学，家政学，人間工学などでの検証と経済性に基づいて
「専門的」に編み出された空間。
↑公営住宅
公営住宅の標準的な
公営住宅の標準的な間取り例
の標準的な間取り例
↓セキスイ

仙台駅屋上から
↑ダイワ

・一方で，私的な使用になる「住宅」は，建築
会社から引き渡された時点から，個人の好
みを反映した意味づけと改変が加えられて
すぐに「実存空間」としての面を充実・拡大
させていき，それが他の誰かが造った「計画
空間」であったことは忘れられる。

↓ミサワ

広瀬通

青葉通

各社HP

中央通

「計画」が最も必要とされる地域：都市

・一見自由な経済活動が保障されている資本主義社会においても，
公共性の高い地域社会の場においては，人々の活動に様々な制度
による規制がかけられている。 ・若干の例をあげると …
＜土地利用，開発に関する計画＞
・全国計画 … 国土形成計画，国土利用
計画，土地利用基本計画
・自治体 … 総合計画（マスタープラン）
・都市域 … 都市計画法， 都市再開発法，
土地区画整理法
・住宅地 … 宅地造成等規制法， 景観条例
・商業地 … 大型店立地法， 流通業務市街
地整備法
・農業地域 … 農地法， 農業振興地域法，
土地改良法
・関連法 … 建築基準法， 景観基本法，
中心市街地活性化法 …
・省庁管轄分野ごとの法制度 … 事業者，
国民，各種の行為，特定地域対象

＜環境と産業の一体的計画＞
・森・林業 … 森林法，森林林業基本法
・海・漁業 … 漁業法，漁業権，都道府県漁業
調整規則，水産基本法
・川・漁業 … 河川法，内水面漁業振興法
・農業・農村 … 食料・農業・農村基本法

・都市＝多数の人や事業所が集まる場所 ⇒ 都市計画
★「都市計画」関連法･制度の変遷
都市計画」関連法･制度の変遷
・1919（大8） 都市計画法 … 6大都市, 主要都市対象。
都市計画区域，用途地域（住,商,工）指定，高さ規制
(31m)導入。区画整理制度，土地収用制度
・1950改正…用途地域追加（準工,文教,特工），
高度地区，容量形態による制限を導入。

←1946 ，
戦災復興
都市計画

これに伴って「建築基準法」を制定。

★これらの計画や制度は，自分ではない
誰か（多くは専門家「学識経験者」）が，周到
に練り上げた理念とその実施計画に基
づく規範的な地域空間を生み出す。

・1963 新住宅市街地開発法（ニュータウン法）
… 千里，多摩に「ニュータウン」の開発が始まる。

⇒「計画」は，自然条件，経済原理，歴史
的伝統，人々の実存的欲求 … とは異な
る，現代社会におけるもう１つの地域形成
原理といえる。

・1968 （新）都市計画法 … 市街化区域・市街化
調整区域の「線引き」，開発許可制，用途地域を
細分化，高さ制限（31m）撤廃，容積率の重視へ

・1966，流通業務市街地の整備に関する法律
… 各地に流通団地

・1969 ，都市再開発法 … 既成市街地の再開発

・1973 泉市，宅地開発指導要綱制定
・1978 宮城県沖地震
・1980 都市計画法改正…地区計画制度
住民参加の制度化
・1981 建築基準法改正，耐震基準を強化
・1992 改正 … 用途地域細分，住民参加
でマスタープラン
・1995 阪神淡路大震災
・2000 改正 … 都市計画区域外の規制
強化，マスタープラン充実を規定
・2000 建築基準法改正，耐震基準を強化
・2003 改正 … 土地所有者，NPOによる
都市計画提案制度
・2005 仙台市，土地利用調整制度を施行
・2006 改正 … 市町村独自の特別用途
地区の設定を可能に（大型店対策）
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… 仙塩広域都市計画（2010.5），仙台市基本計画（2011.3），
仙台市震災復興計画（2011.11）をうけて，2012.3に改訂

仙台市の都市計画
1）
）マスタープラン

… 概ね10年ごとに見直し

・市街地の拡大は
抑制することを基
本とし､

3）
）「線引き」
線引き」

・基本計画の理念をふまえて，計画の対象範囲を具体的
に設定 … 都市計画区域，市街化区域，市街化調整区域
… 都市計画審議会

・計画地区の指定＝「線引き」は，当該地域の
その後の土地利用や業務立地に大きく影響。

・土地利用と交通
政策の一体的推
進と，暮らしに関連
する施策の連携
により､

・仙台市の「線引き」 … 1970年8月が
最初。 以後都市化の状況にあわせて，
1977.7，1984.1，1991.3，1997.5, 2004.5，
2010.5に見直し。

・都心､拠点､都市
軸などへ都市機
能を集約するとと
もに､

・特に，市街化区域，市街化調整区域
のいずれに入るかは，住民対立も招い
てきた。

・郊外区域の暮ら
しを支える都市機
能を維持･改善す
ることで
・機能集約型の市
街地形成と地域
再生の都市づくり
を進めます｡

都市計画区域外
市街化区域
市街化調整区域

※市街化区域に入ると開発や農地転用
が容易になる代わりに，農地に宅地並み
の資産税が課される。
⇒ 農家にとっては，農業継続するか，脱
農して農地を売却するかの判断を迫ら
れる。

2）計画地域の設定
・地域計画の策定には，
①地域の現況の正確な認識，
②10〜20年の予測に基づく計画・
誘導理念，
③地域の特徴をふまえて②を実
現するための適切な地域区分
（zonation）が必要。
仙台市基本計画の「
仙台市基本計画の「ゾーン」
ゾーン」区分

2011年版
（国土数値情報より作成）
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4）計画
地区の
決定

仙台市都市計画総括図
2010年5月版

用途地区↓

仙台市
都市計
画課

★各地区ごとに，遵守すべき建物の用途や
構造が建築基準法で定められている。

仙台市都市計画課 2007年11.30以降適用版

用途地域
1985
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容積率，高度指定

↓容積率の指定
容積率の指定

↓高度の制限
高度の制限
Letchworth

仙台都心部の容積率

ロンドン北方55km。面積
。面積1,800ha。ハワードの
。ハワードの
ロンドン北方
。面積
「田園都市」を最初に具体化。各国の郊外開発
田園都市」を最初に具体化。各国の郊外開発
や「ニュータウン
ニュータウン」のモデルに。
や「ニュータウン」のモデルに。

※上図以外では商業地400%

・「近隣」を計画
「近隣」を計画する
計画する
鶴ケ谷ニュータウン
診療所
幼稚園

ニュータウン
ニュー
ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ

構成原理 ⇒
緑地
幼稚園

千里

中学校
幼稚園
小学校

小学校
行政・商業センター
ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ

ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ
診療所
幼稚園
診療所
幼稚園

幼稚園
高校
集落

・1966～, 180ha
・6,300戸，23,000人
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公共施設計画

社会教育施設の配置モデル

宮城県地域医療計画（2014）

「医療圏」の基本要件
（医療法30条）

宮城県長期総合計画（1972）

『住まいの事典』 朝倉書店,2008

計画空間と住民
・計画空間では，社会制度である限り，
公共性，平等性が前提で，私的な都合
は優先されない。
・住民や事業者は「制度」の範囲内で
妥協したり工夫したりするのが常態。
・1980年代以降，地域の変化や住民ニー
ズの多様化に，行政対応が不十分に。
・行政施策の費用対効果が，住民から監
視されることが多くなる。
仙台市都市計画課webより

⇒ 計画づくりへの住民参加を制度化
… 地区計画制度，建築協定，景観協
定，住民自治条例など
・80年代後半以降，各自治体で
「住民参加」を制度化
… 「協働」の地域づくり
地域力

social capital
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泉中央の地区計画

★このようにして，
「知らない誰か」が専門知識や行政効率に基づいて作った
「計画的」な地域空間は，住民の意志にあわせた「実質的」
な空間，すなわち「実存空間」，「生きられた空間」に変えら
れていく。 … 形式的空間 ⇒ 実質的空間

★つまり「地域社会のシステム」とは，
①生業・産業の経済競争の論理，
②公共性の観点から秩序ある地域環境を実現するための行政
＝計画・制度の論理，
③普段は忘れられ，災害などの際に意識される自然の論理
④そこで暮らす個人や近隣社会の無意識の「伝統」や実存的
生活ニーズに基づく論理
… の間の対立と妥協のプロセスが生み出すシステムといえる。

※このような目で，もう１度「地域構造図」の事例を眺めてみて。

「地区計画」が策定
地区計画」が策定
されている地区
泉区内 ⇒
（2014.12版）
主体の多くは町内会

商店街活性化のた
商店街活性化のた
めの「景観協定
めの「景観協定」
景観協定」

