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1-1 研究の背景と目的 

 

2002 年 2 月 4 日、第 87 代内閣総理大臣小泉純一郎氏にとって初めてとなる施政方針演

説において、新たな都市計画制度の導入が示された。翌月の衆参両議院で可決される都市

再生特別措置法第 36 条に規定された「都市再生特別地区」である。既存の都市計画に基づ

く規制を全て適用除外とし、民間事業者が自由に事業計画を立案できるものと説明された

この特例制度は、小泉氏が掲げた規制改革と民間活用という政策の第一弾として多くの注

目を集めた一方で、既存の都市計画を破壊するものとして批判1を浴びた。この都市再生特

別地区は、2003 年 2 月に心斎橋筋一丁目地区（大阪市）として初めて指定され、2013 年 3

月末時点で全国 60 地区に指定されている。しかし、これらの地区において、どのような成

果が生み出されたのかは十分に明らかにされていないのが現状である。 

 

我が国では、都市計画・建築規制の緩和を目的として、国や自治体等が市街地環境の向

上に寄与する取り組み（以下、「公共貢献」とする）の評価対象や規制緩和の設定方法を事

前に提示し、民間事業者の建築活動を誘導するという特例制度2が広く用いられてきた。こ

うした特例制度は、評価対象となる公共貢献の内容が限定され、対価である規制緩和も一

律の基準に基づいて付与されているため、事前確定型の特例制度といえる。一方、都市再

生特別地区は、国土交通省の都市計画運用指針3において、事前確定型の特例制度のように

一律の基準に基づいて公共貢献の評価や規制緩和の設定を行うのではなく、民間事業者か

らの提案に基づいて都市再生の効果等に着目した柔軟な運用を行うことが望ましいとされ

ている。そのため自治体では、民間事業者からの提案に基づいて公共貢献を評価し、民間

事業者と自治体が協議によって新たな都市計画を設定するという協議型の特例制度4として

運用している。しかし、なぜ都市再生特別地区が協議型の特例制度として運用されるに至

ったのかは、都市再生が緊急経済対策の一環として実施されたことが強調されるあまり、

明確に示されてこなかった。 

 

従来の事前確定型の特例制度は、公共貢献に応じて規制緩和を行うインセンティブ・ゾ

ーニングとして運用されているといえる。そのため運用では「公共貢献の妥当性、規制緩

和の許容性、公共貢献と規制緩和の関係性」の確保が求められてきた。しかし、公共貢献

と規制緩和の関係性の確保を重視するあまり羈束的な運用に陥ることで、地域にとって必

要性の低い公共貢献や許容度を超える規制緩和が発生するなどの課題が指摘5されている。

こうした状況を踏まえて、都市再生特別地区は、都市再生に貢献する事業に対して新たな

都市計画を設定するスポット・ゾーニングとしての運用が期待され、「公共貢献の妥当性、

規制緩和の許容性」の確保のみが求められた。しかし、一部の自治体では都市再生特別地

区をインセンティブ・ゾーニングとして運用しており、従来の特例制度と同様の弊害を再

発しかねない恐れがある。 
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本研究では、以上の問題意識を背景として、都市再生特別地区の創設経緯・成果・運用

実態を明らかにすることを第一の目的とする。創設経緯の解明では、都市再生特別地区の

発案・構築・展開に関する経緯や特例制度の変遷における都市再生特別地区の位置づけを

明確にする。また、成果の解明では、都市再生施策の活用実績を整理し、都市再生施策に

よる効果を定量的に検証する。さらに運用実態の解明では、都市再生特別地区によって創

出された公共貢献や規制緩和の実態を明らかにする。 

第二の目的として、都市再生特別地区の指定手続きの実態を明らかにすることで問題点

や課題を抽出し、官民が連携して都市再生を実現するために必要な運用改善の方向性や具

体的な改善策を提示する。さらに、都市再生特別地区の運用改善の方向性を踏まえて、今

後の都市再生における官民連携による都市計画制度のあり方のあり方を論じる。 
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1-2 本研究の構成 

 

本研究は、図 1-1 のとおり全 7 章から構成されている。 

 

第3章
都市再生施策
による効果

第1章 序論

第2章
都市再生施策
の成立過程

第4章
都市再生特別地区の活用実績

第5章
指定手続きの実態

第6章
都市再生における官民連携による

都市計画制度のあり方

� 都市再生施策の創設経緯の把握

� 従来の特例制度と都市再生特別地区の関
係性を明確化

� 都市再生施策の活用実績の把握
� 都市再生施策による効果検証

� 都市再生特別地区によって創出された
公共貢献と付与された規制緩和の解明

� 都市再生特別地区指定の運用実態の解明

� 公共貢献の評価と規制緩和の設定に関す
る協議実態の解明

� 指定手続きの問題点及び課題の抽出

� 本研究の背景及び目的や位置づけを新規
性・有用性の観点から明確化

� 都市再生特別地区の運用改善の方向性
及び具体的な改善策を提示

第７章 結論
� 本研究の総括と都市再生における官民

連携による都市計画制度のあり方を論じる
 

図 1-1 本研究の構成 

 

第 1 章では、本研究の対象である都市再生における官民連携による都市計画制度「都市

再生特別地区」に着目した背景・目的を整理し、関連する既往文献を整理することで本研

究の位置づけを明確化した。 

第 2 章では、都市再生がどのように発案され、都市再生特別地区を含む都市再生施策の

構築と展開に至ったのかに関して、都市再生本部をはじめとする関係機関による公表資料

や当時の新聞記事の収集・整理、施策立案に携わった都市再生本部事務局や国土交通省都

市局都市計画課の担当職員と、施策実行に携わった東京都都市計画局都市づくり政策部の

担当職員に対するヒアリング調査を基に明らかにした。さらに、都市計画・建築規制の特

例制度の変遷過程に関して既往文献を基に整理することで、都市再生特別地区の位置づけ

を明らかにした。 

第 3 章では、都市再生施策の活用実績を整理するとともに、統計指標による都市再生緊

急整備地域の市街地特性の変化を把握した。さらに都市再生施策による定量的な効果とし

て、地価を用いたヘドニック・アプローチによる分析と建設投資額を用いた With/Without

分析によって検証した。 

 第 4 章では、都市再生特別地区によって創出された公共貢献と付与された規制緩和の実

態に関して、2013 年 3 月末時点で都市再生緊急整備地域を有する 13 の自治体における指
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定状況を明らかにした。また、指定数が最多である東京都を対象に、民間事業者から提案

された公共貢献と規制緩和を整理し、事前確定型の特例制度との相違点を明らかにした。 

第 5 章では、全国における都市再生特別地区の指定手続きの実態に関して、指定手続き

の要綱・要領等の収集・整理や担当職員に対するヒアリング調査を基に明らかにした。ま

た指定手続きによる運用実態を明らかにするため、活用実績が多い東京都及び大阪市と詳

細資料が収集出来た浜松市を対象に都市計画審議会資料及び議事録等の収集・整理や担当

職員に対するヒアリング調査を基に分析した。これらの運用実態を踏まえて、指定手続き

における問題点及び課題を抽出した。 

第 6 章では、前章までの都市再生特別地区の創設経緯・成果・運用実態と指定手続きに

おける問題点及び課題を踏まえて、都市再生特別地区の運用改善の方向性と具体的な改善

策を提示した。 

第 7 章では、本研究の総括として、第 2 章から第 6 章まで明らかとなった成果を踏まえ

て、今後の都市再生における官民連携による都市計画制度のあり方を論じた。 
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1-3 既往文献の整理 

 

本研究に関連する既往文献には、「都市再生施策の成立過程に関する文献、協議型の特例

制度に関する文献、都市再生施策による効果に関する文献、都市再生特別地区の運用実態

に関する文献」が存在する。本節では、これらの文献を整理し、本研究の位置づけを明確

にする。 

 

（1）都市再生施策の成立過程に関する文献 

 都市再生施策の成立過程に関する文献には、小渕政権下で建設省に設置された都市再生

懇談会や小泉政権下で首相補佐官の私的研究会として設置された都市再生戦略チームなど

で中心的役割を担った伊藤滋氏の講演録である伊藤（2001a、2001b、2002a、2002b）が

存在する。これらの講演録は、当時の建設省や都市再生本部などの公表資料からは把握す

ることが出来ない都市再生施策の発案に関する舞台裏を記録する貴重な資料である。伊藤

（2001a、2001b）では主に都市再生推進懇談会の設立経緯や会合における議論内容につい

てが記録されており、伊藤（2002a、2002b）では都市再生戦略チームでの議論内容や都市

再生本部による都市再生プロジェクトの指定経緯、民間都市開発投資促進に向けた施策の

検討経緯についてが記録されている。また、初代の都市再生本部事務局次長であった山本

繁太郎氏の講演録である山本（2001、2002）では、どのような考えを持って都市再生プロ

ジェクトの指定や民間都市開発投資促進のための支援措置の検討が行われていたのかとい

う都市再生施策の構築に関する経緯が記録されている。さらに織田村（2003）では、東京

都がどのように都市再生施策を活用するに至ったのかという都市再生施策の展開に関する

経緯が整理されている。 

これらの文献を都市再生施策に関する当事者による視点の立場に重きを置いたものとす

れば、五十嵐・小川（2003）では第三者による視点の立場から都市再生施策の成立を追っ

たものと位置づけられる。この文献の第 4 章では、都市再生施策の成立過程が政官財一体

となった取り組みであることを批判的に考察している。この他にも第三者による視点の立

場から都市再生の成立過程を整理したものとして大久保（2003）や上崎（2005）がある。

大久保（2003）では、主に国や都市再生本部などの公表資料を基にサスティナブル・シテ

ィ構築の観点から都市再生施策による問題点を整理し、市民参加の下で環境再生を行う必

要性を論じている。また上崎（2005）では、都市再生施策が 20 世紀の負の遺産を多く残す

とされる我が国の都市をどのような方向で改革していこうと考えていたのかという点に着

目し、国や都市再生本部などの公表資料や学識経験者及び実務者による文献等を基に整理

している。 

以上の既往文献をみると、本研究で対象とする都市再生特別地区に着目し、既往文献の

整理だけではなく都市再生施策の発案・構築・展開に携わった担当者へのヒアリング調査

を通して詳細に一連の成立過程を明らかにしたものは存在しない。 
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（2）協議型の特例制度に関する文献 

 協議型の特例制度に関する文献には、対象地域を海外又は国内、研究目的を制度論又は

運用実態で分類することができる。そのうち最も多いのが海外における運用実態に関する

文献である。小林（1994）では、民間事業者・自治体・市民による協議の変遷や類型を整

理し、イギリス、アメリカ、フランス、ドイツにおける都市開発に関する協議の実態を明

らかにしている。秋本（1995）では、協議のための合意手段が発達し市民も参加した協議

が広範に行われているアメリカ・カリフォルニア州を対象に、協議が州法においてどのよ

うに規定され、州内の個別事例においてどのような協議が行われて合意文書が作成されて

いるかを明らかにしている。山口・大村・有田（2006）では、ドイツ・ベルリン市におい

て民間事業者・自治体・市民が協議によって都市計画契約を締結し、B プランを作成した

事例と我が国における再開発等促進区を定める地区計画を活用した事例を比較している。

また、海外における制度論に関する文献では、秋本（1993）がアメリカにおける都市開発

における協議の歴史的経緯や特殊性を明らかにし、協議による都市開発の成果や内包する

危険性と対策に関しての代表的見解を紹介している。なお、秋本氏による米国における協

議型の特例制度に関する一連の文献は、秋本（1997）に取り纏められている。 

国内における制度論に関する文献では、安藤・大村・中井（2003）がドイツのプロジェ

クト型 B プランとイギリスの計画許可制度の仕組みを都市再生特別地区と比較し、都市再

生特別地区の活用にあたっての課題・対応策を整理している。また都市再生特別地区の活

用に意欲を持つ民間事業者 14社の委託によって調査された都市再生特別地区の活用手法に

関する調査研究会（2003）では、都市再生特別地区の活用のスタンスや望ましい評価・審

査システムの提案を行っている。一方、運用実態に関する文献は、事前確定型の特例制度

における協議を扱ったものが多く、協議型の特例制度に関する文献は活用事例の紹介が中

心であった。なお、具体的な文献は後述の（4）で解説する。 

 

（3）都市再生施策による効果に関する文献 

 都市再生施策による効果を定量的に検証した文献は少なく、内閣官房地域活性化統合事

務局（旧：都市再生本部事務局）と国土交通省による委託調査が存在するのみである。こ

れは、都市再生施策を検証するための基礎的データを収集することが困難となっているこ

とが要因として考えられる。都市再生施策の対象地域である都市再生緊急整備地域は全国

に指定されているが、地域範囲は町丁目単位で指定されているため、各種統計を整理する

には多大な労力を要する。また、都市再生施策の中心となっている民間都市開発投資の状

況を把握できる統計等は未だ存在しない。 

国土交通省（2010）では㈱野村総合研究所が受託して筆者が中心となって調査を実施し

たものである。この調査では、都市再生緊急整備地域に関する基礎的データを収集・整理

したうえで都市再生施策による効果と費用を定量的に算出し、さらに民間事業者における
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都市再生施策の利便性及び改善等の評価を実施している。また内閣官房（2012）では、筆

者が都市再生の推進に係る有識者ボードに設置された経済効果検討ワーキンググループの

委員となり、分析及び資料作成を行ったものである。このワーキンググループでは国土交

通省（2010）と同様に都市再生緊急整備地域に関する基礎的データを収集・整理したうえ

で、地域指定による効果、事業支援による効果、都市再生による便益と費用についての定

量的検証を実施したものである。 

以上の既往文献をみると、都市再生施策に関する効果は定量的に分析されているが、規

制緩和や金融支援といった施策別の効果は十分に明らかにされていない。また、都市再生

特別地区に着目して、どのような公共貢献を創出し、どの程度の規制緩和が行われたかは

明らかにされていない。 

 

（4）都市再生特別地区の運用実態に関する文献 

都市再生特別地区の運用実態を扱った文献には、各自治体の運用方針を紹介した西

（2003）や青木（2011）、個別事業における活用事例を紹介した真田（2003）、宮本（2008）、

三浦（2011）などが存在する。 

西（2003）では 2002 年 12 月に策定した東京都における都市再生特別地区の運用方針の

内容を報告しており、青木（2011）では名古屋市において 2008 年 10 月に施行した都市再

生特別措置法に基づく計画提案の手続に関する要綱の内容や指定事例について報告してい

る。また、真田（2003）では都市再生特別地区として初めて指定された心斎橋筋一丁目地

区の指定経緯や提案内容について報告しており、宮本（2008）では名古屋駅周辺の事業に

指定された都市再生特別地区の指定内容や提案内容を報告している。さらに三浦（2011）

では大崎駅西口中地区第一種市街地再開発事業を対象に指定された大崎駅西口 A 地区の指

定経緯や都市計画の提案内容に加えて、事前相談における公共貢献の評価結果に関して具

体的に報告している。一方、複数の地区における活用事例を整理したものとして(財)国土技

術研究センター（2004）が存在する。この文献では、全国 8 箇所の都市再生特別地区の提

案内容を比較し、2003 年に(財)国土技術研究センターが民間企業等 14 社による委託を受け

て都市再生特別地区の活用手法について調査・検討した都市再生特別地区の活用手法によ

る調査研究会（2003）で取りまとめた運用案の導入可能性について自治体職員にヒアリン

グ調査を実施している。 

このように 2011 年以前は、各自治体における運用方針や活用事例の紹介に留まっている

文献が多く、都市再生特別地区における公共貢献の評価や規制緩和の設定に関する運用実

態を詳細に明らかにした文献は存在しなかった。そこで北崎（2011）では、東京都を対象

として都市再生特別地区の活用実績を把握したうえで、民間事業者から提案された公共貢

献と規制緩和の実態を明らかにし、どのような手続きを経て公共貢献の評価と規制緩和の

決定が行われているのかという運用実態を明らかにした。また北崎・有田（2013）では、

全国における都市再生特別地区における指定手続きの実態を明らかにし、都市再生特別地
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区の課題及び運用改善の方向性を提示した。これらの既往文献は、本研究の第 4 章及び第 5

章の基調となっている。なお、山﨑・櫻井・根上（2013）は公共貢献の中でもソフト分野

の取り組みに注目し、東京都内の竣工済事例を対象に整備・運営の状況を明らかにしてお

り、本研究の第４章の一部と類似する文献である。 

 

（5）既往文献と本研究の関係 

以上のように、本研究の目的である都市再生特別地区の創設経緯を踏まえて、成果や運

用実態を一連で明らかにした既往文献は存在しない。そのため本研究では、都市再生特別

地区の創設経緯・成果・運用実態を明らかにした点において新規性を有しており、さらに

指定手続きの問題点及び課題から運用改善策を提示した点において有用性のある研究と位

置づけることができる。 

 

 

                                                   
 
1 代表的な既往文献として五十嵐・小川（2003）や矢作（2002）がある。 
2 代表的な特例制度として、1961 年の建築基準法改正によって創設された特定街区は 111 地区、

1970 年の建築基準法改正によって創設された総合設計は 5,980 地区、1969 年の都市開発法改

正によって創設された高度利用地区は 1,017 地区、1988 年の都市計画法改正によって創設さ

れた再開発等促進区を定める地区計画は 222 地区が指定されている。（2011 年 3 月末時点、総

合設計のみ 2010 年 3 月末の地区数） 
3 詳細は国土交通省（2013）の「Ⅳ.都市計画制度の運用のあり方」に記載されている。 
4 民間事業者と自治体との協議は、事前確定型の特例制度においても存在する。しかし、多くの

協議は、事前確定的に定められた基準等への適合性を確認するものであり、都市再生特別地区

のように公共貢献の評価や規制緩和の設定という特例制度の根幹部分に関する協議は行われ

ていない。そこで本研究では、都市再生特別地区を協議型の特例制度と定義した。なお、2-4
で明らかにしているが、事前確定型の特例制度の中でも再開発等促進区を定める地区計画（旧

再開発地区計画）は、協議型の特例制度を志向して創設された。しかし、東京都をはじめとす

る多くの自治体では、特定街区や総合設計と同様に詳細な運用基準を作成しており、実質的に

事前確定型の特例制度として運用されている。 
5 代表的な文献として富田（2013）がある。 
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第2章 我が国における都市再生施策の成立過程 

 

 



 
 
 

 

‐12‐ 

 

2-1 本章の目的 

 

我が国における都市再生とは、どのような取り組みであったのだろうか。2001 年 5 月に

設置された都市再生本部によると、都市再生を目指した施策（以下、「都市再生施策」とす

る）として、三つの取り組みが掲げられている1。第一は都市に予算を重点的に配分して、

関係省庁、自治体、民間事業者が一体となって内閣主導で強力に取り組む行動計画である

「都市再生プロジェクトの推進」、第二は民間事業者の力を引き出し、それを都市に振り向

け、新たな需要を喚起するための「民間都市開発投資の促進」、第三は全国の市町村や NPO

など地域が自ら考え行動する取り組みを応援する「全国都市再生の推進～稚内から石垣ま

で～」である。このうち第二の「民間都市開発投資の促進」では、既存法制度の運用改善

に加えて、民間事業者による都市計画の提案制度、既存の都市計画に基づく規制を全て適

用除外とする都市再生特別地区、民間都市開発事業に対して出資や社債取得を行う金融支

援を定めた都市再生特別措置法が創設されている。 

都市再生施策の経緯を取り扱った既往文献では、都市再生が経済対策のために構築され

た理念なき都市政策として批判しているものが多くみられる。例えば五十嵐・小川（2003）

は、都市再生緊急整備地域を「青天井の建築物を認める規制緩和の極致」と評し、建築無

制限時代が到来したと指摘している。また矢作（2002）は、都市再生緊急整備地域（文献

中では「開発特区」と表現）を「都市計画論的には、それはプランニングの放棄である。」

と評し、「都市計画家が開発特区を支持することは、『敗北の都市計画』ではないか。」と指

摘している。 

本章では、どのように都市再生が発案され、都市再生施策の構築と展開に至ったのかに

関して、都市再生本部をはじめとする関係機関の公表資料や当時の新聞記事の収集・整理、

施策立案に携わった都市再生本部事務局や国土交通省都市局都市計画課の担当職員と、施

策実行に携わった東京都都市計画局の担当職員に対するヒアリング調査を基に明らかにす

る2。さらに、都市計画・建築規制における特例制度の変遷過程を整理することで、都市再

生特別地区の位置づけを明らかにする。 
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2-2 都市再生の発案 

 

 本節では、都市再生の発案に関する経緯について既往文献を基に明らかにする。発案に

関する経緯において主要となる動きは表 2-1 に整理している。 

 

2-2-1 抜本的な不良債権処理策として発案された都市再生 

1998 年 7 月に橋本首相の後を継いだ小渕首相は、前政権による財政再建路線からの転換

を図り、景気対策と金融システムの安定化を目指すため、8 月に首相直属の諮問機関として

経済戦略会議を設置した。この会議では、樋口廣太郎・アサヒビール㈱名誉会長を座長と

し、奥田碩・トヨタ自動車㈱社長や森稔・森ビル㈱社長等の企業経営者、竹中平蔵・慶応

義塾大学教授、伊藤元重・東京大学教授等の学識経験者が集められた。約半年間の検討を

経て、会議では翌年 2 月に最終答申「日本経済再生への戦略」をまとめた。答申の第 3 章

では、バブル経済の本格清算と 21 世紀型の金融システムを構築するため、不良債権の実質

処理促進のためのスキーム構築として「不動産の流動化・有効活用の促進」と「再開発事

業促進のための法制度の整備等」が提示された3。この不動産の流動化・有効活用の促進策

では、金融破綻処理を所管する金融再生委員会と緊密な連携を取りながら、不良担保不動

産等の流動化と一体となった土地の有効利用を強力に推進するため、首相直轄の「都市再

生委員会」の設置が提言された。また都市再生委員会では、土地の有効利用と一体的に都

市構造の抜本的再編や居住・商業機能の回復に向けた戦略を策定する役割も期待された。

一方、再開発事業促進のための法制度の整備等では、市街地再開発事業や土地区画整理事

業の運用改善とともに都市計画・建築規制の緩和措置の積極的な活用が提言された。 

この答申をみると、都市再生は不良担保不動産等の流動化のための土地の有効利用を強

力に推進することが第一の目的であり、都市構造の抜本的再編や居住・商業機能の回復は

付随した目的であることが把握することが出来る。 

 

経済戦略会議の最終答申を受けて経済団体連合会（現在の日本経済団体連合会）では、

1999 年 6 月に国土・住宅政策委員会（田中順一郎委員長・三井不動産㈱会長）を中心に「都

市再生への提言」を作成した4。提言では、社会経済構造の激しい変化に対応するため、都

市計画の決定や変更を地域市民や企業等が提案出来る制度の創設や、再開発にあたって高

度利用地区等の関連諸制度の積極活用や要件緩和を示した。 

この時点において提案制度が既に提言されていたことは注目に値するが、これは同年 3

月 3 日に都市計画中央審議会基本政策部会報告による答申で提言された地区計画の申出制

度の考え方を発展させたものであると考えられる5。 

 

 

 



 
 
 

 

‐14‐ 

 

2-2-2 石原東京都知事の誕生を契機に設置された都市再生推進懇談会 

経済戦略会議は 1999 年 2 月に最終答申を公表した後、6 月から最終答申の実現の可能性

を確認する作業が行われた。建設省は首相直轄の都市再生委員会の設置に否定的な立場で

あり6、実現の可能性は 3 段階中 2 番目とされる「よく検討した上で結論を出す」と回答し

た7。同年 4 月には東京都知事選挙が実施され、石原慎太郎氏が民主党の推薦する鳩山邦夫・

元衆議院議員・民主党副代表に約 2 倍の得票数を獲得して当選した。一方、自由民主党の

推薦する明石康・国際連合事務次長は大差で敗れ、1998 年 7 月に行われた参議院議員選挙

と同じく都市部の支持基盤の弱さ露呈した8。東京都知事に就任した石原慎太郎氏は、9 月

の所信表明演説において首都機能移転の反対に向けた働きかけを強める方針を明らかにし、

首都東京を再生するために今後の都市計画の基本的方向を盛り込んだ「東京の新しい都市

計画ビジョン」や「東京湾臨海部の再整備ビジョン」の策定に着手することを相次いで発

表した9。こうした東京を中心とした都市政策に関する議論の活発化を受けて、小渕首相は、

2000 年 1 月に社会経済情勢の変化に対応した都市構造のあり方や都市再生に向けた土地利

用の誘導方策と開発の進め方などを検討するため、建設大臣に対して都市再生推進懇談会

の設置を指示した。 

都市再生推進懇談会は、建設大臣が座長となり、石原慎太郎・東京都知事等の東京圏一

都三県の知事、森稔・森ビル㈱社長や田中順一郎・三井不動産㈱会長等の企業経営者、伊

藤滋・慶応義塾大学教授や伊藤元重東京大学教授等の学識経験者が集められた10。伊藤

（2001a）によると、「都市再生推進懇談会は東京を中心とする大都市の住民が何を考えて

いるのかということを発言する場として設置したものであり、決して具体的な実行力を期

待されたものではない。」と評価している。都市再生推進懇談会は、2000 年 2 月から 9 月

にかけて全 3 回（京阪神地域は全 2 回）の会合を開催し、各会合において聴取した意見を

11 月に提言としてとりまとめた。提言では、都市再生を政策の最重要課題と位置づけるこ

とを明記し、都市づくりの基本的方向となるべき視点や、緊急に行動を起こす取り組みの

方向としてプロジェクトの提案と制度・手法の提案を示した11。この提言では、具体的な制

度に関する提案は少なく、土地の高度・複合利用の推進を図るために容積率や税制に関す

る措置などのインセンティブの創出や、個性豊かな魅力ある拠点の形成のために敷地規模

に対応した容積率の設定等が示されただけであった。 

 このように都市再生推進懇談会は、都市再生という観点から都市のあり方や都市計画・

建築規制の問題点及び課題が初めて整理され、後に行われる都市再生施策の構築の考え方

の基礎となったと評価出来る。 

 

 

2-2-3 選挙対策として実施が義務付けられた都市再生 

2000 年 4 月に小渕首相の緊急入院によって後を引き継いだ森首相は、6 月に野党から内

閣不信任決議案が提出されたことに伴って衆議院を解散するに至った。この第 42 回衆議院
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議員選挙では、都市部における自由民主党の支持基盤の低下がさらに顕著となり、自由民

主党の閣僚経験者や党幹部等が都市部で落選する「1 区現象」が続出した12。そのため都市

部の自由民主党組織からは、翌年 7 月に予定されている参議院議員選挙を前に都市部重視

の政策を打ち出す要望が高まった。そこで自由民主党の亀井静香政調会長は、経済対策に

対する関係省庁の動きが鈍いとして、3 月に不良債権処理、株式買い上げ機構、都市再生・

土地流動化の三つの作業部会を設置し、最終決定まで政治主導で作業を加速すると判断し

た13。作業部会では、石原慎太郎・東京都知事や太田房江・大阪府知事等から国が支援する

必要のあるプロジェクトに関して意見聴取し、さらに土地の流動化対策として容積率など

の建築基準の規制改革を検討し、与党三党幹事長による緊急経済対策として公表した。こ

の緊急経済対策を受けて、森首相は 4 月に経済対策閣僚会議を開催し、金融機関の不良債

権処理と企業の過剰債務を解消するための緊急経済対策を閣議決定した。この中において、

首相を本部長とする都市再生本部の設置、21 世紀型都市再生プロジェクトの推進、土地の

流動化（不動産証券化の推進、都市再生・土地の流動化のための規制改革）、PFI の積極的

活用が提示された14。都市再生・土地の流動化のための規制改革では、優良なプロジェクト

について容積率などの緩和を行う制度の積極活用や、より柔軟な運用となるように運用改

善を提案しているのみであり、新たな制度創設の提案はみられなかった。 

このように都市再生は選挙対策として実施が決定され、21 世紀型都市再生プロジェクト

の推進や従来の特例制度の運用改善を中心としたものであったことがわかる。 

 

表 2-1 都市再生施策の発案経緯（下線は筆者による） 

時期 主体 主な動き 

1999/2/26 経済戦略会議 「日本経済再生への戦略」の答申 

第 3 章 バブル経済の本格清算と 21 世紀型金融システムの構築 

3.1 不良債権の実質処理促進のためのスキーム構築 

 不良債権の実質処理のためには、個々の金融機関がバランスシート上で引当てを積む 

だけでは不十分である。キャッシュフローを生まない固定化した不稼動資産を第三者に

売却ないしは有効活用することによって、キャッシュフローが得られる稼動資産に転換

していくことが極めて重要である。そのためには、競売手続きの改善など個々の担保不

動産の流動化を促進する環境整備が必要なことは言うまでもないが、最も重要なこと

は、不動産自体の収益性を高めるための大規模かつ総合的なスキームを構築することで

ある。具体的には、都市再開発事業を一段と推進するための制度・環境整備やわが国の

都市構造を抜本的に再編し都市の再生を実現することを通じて、不動産の流動化・有効

活用を図っていくという戦略的視点が欠かせない。加えて、不良債権の裏側にある企業

の過剰債務の解消を 促進するという企業サイドからの対応も不可欠である 。 

3.1.1 都市構造の抜本的再編に向けた不動産の流動化・有効活用の促進 

 日本の都市は、これまでに震災、戦災等大きな不幸を経験しながら、防災上危険な地
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時期 主体 主な動き 

域が多数存在する等、21 世紀を目前に未だに多くの負の遺産を抱えている。加えて、

バブル崩壊以降、大都市を中心に不良担保不動産や低未利用地が大量に発生し、日本の

経済再生にとって最大の足枷となっているが、他方この現状は都市再構築へのかつてな

い好機ともいえる。このため、これまで果たせなかった都市構造の抜本的再編、居住・

商業機能の回復に向けた土地の有効利用を不良担保不動産等の流動化と一体的に推進

するとともに、情報、環境、バリアフリー、国際化等 21 世紀に相応しい都市の構築に

向けた国家戦略を策定するため、首相直轄の「都市再生委員会」を設置する。 

3.1.2 再開発事業促進のための法制度の整備等 

① 市街地再開発事業の制度強化等 

② 敷地整序型土地区画整理事業等の促進 

③ 都市計画・ 建築規制の緩和措置の積極的な活用 

1) 政府が地方自治体に対し強力なリーダーシップを発揮し、「高層住居誘導地区制

度」 「機能更新型高度利用地区制度」等の規制緩和措置を積極的に活用し、土地

の高度有効利用を促進する。 

2 ) 都市計画地方審議会の弾力的開催や都市計画決定手続きの柔軟性を確保する。 

3 ) 各種容積率移転制度の要件緩和、利用促進等を進める。 

4 ) 都市計画の線引きについて廃止または縮小を視野に入れ見直す。 

1999/6/22 経済団体連合会 都市再生への提言 

2. 大都市圏の課題と再編の方向 

4. 土地利用計画の再編と自治体の役割 

 都市計画法第 15 条は、都市計画を定める者が都道府県知事および市町村であること

を明定しているが、策定に当たっては、審議状況が十分明らかでない審議会と、それを

説明する公聴会、計画の縦覧とそれに対する意見書の提出といった住民にとって受身の

手段が用意されているのにすぎない。経済、社会構造が激しく変化していることを考え

れば、地域の市民、まちづくりＮＰＯ、タウンマネジメント機関、企業などが都市計画

の策定、変更を提案する制度を創設すべきである。 

5. 再開発の迅速化 

 再開発にあたっての関連諸制度の活用、要件緩和等も求められる。緊急再開発事業促

進地区、機能更新型高度利用地区、高層住居誘導地区の積極活用を行なうほか、自治体

の課している不合理な住宅・駐車場などの付置義務を改善すべきである。 

2000/1/21 建設大臣 私的懇談会として都市再生推進懇談会の設置（2/2 初会合） 

2000/11/30 都市再生推進懇談会 「東京圏の都市再生に向けて」の報告 

3. プロジェクトの提案 

（1）土地の高度・複合利用の推進 

 職住融合型の都市構造を実現するため、細分化された敷地の統合、街区の再編、都市
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時期 主体 主な動き 

基盤の整備を行い、同時に、容積率や税制に関する措置など民間住宅建設のインセンテ

ィブの創出に努める。それにより、都心部及び圏域内の中心市街地へ快適な住居を供給

するプロジェクトの立ち上げを促進・誘導していくべきである。 

（2）個性豊かな魅力ある拠点の形成 

 都心において緑の創造に努めることは重要である。そのために、敷地規模に対応した

容積率の設定や、敷地統合を促進する税制などに関する措置を講じるべきである。 

2001/3/9 与党三党幹事長 緊急経済対策のとりまとめ15 

与党 3 党緊急経済対策の骨子 

5. 都市再生の実現 

・ 内閣に「都市再生本部」（仮称）を設置 

・ 低未利用地を有効利用するための基金の新設 

6. 土地等の流動化対策 

・ 容積率など建築基準の規制改革 

・ 土地住宅税制の見直し 

2001/4/6 経済対策閣僚会議 「緊急経済対策」の決定 

第 2 章 具体的施策 

3. 都市再生、土地の流動化 

（1）「都市再生本部」（仮称）の設置 

 内閣総理大臣を本部長、関係大臣を本部員とする「都市再生本部」（仮称）を内閣に

設置し、環境、防災、国際化等の観点から都市の再生を目指す 21 世紀型都市再生プロ

ジェクトの推進や土地の有効利用等都市の再生に関する施策を総合的かつ強力に推進

するなお、内閣官房に国土交通省等関係自治体機関、自治体の職員、民間人からなる専

属の事務局を設置する。 

（2）21 世紀型都市再生プロジェクトの推進 

①都市再生本部においては、21 世紀における魅力と活力に満ちた都市の再生を先導す

る如何に掲げるようなテーマに沿った 21世紀型都市再生プロジェクトを具体的に選

定し、集中的、重点的な推進を図る。 

・ 広域循環都市プロジェクト 

・ 安全都市形成プロジェクト 

・ 交通基盤形成プロジェクト 

・ 都市拠点形成プロジェクト 

②国、自治体、民間等からなる実施機関のあり方を早急に検討し、強力な実施体制を構

築する。なお、東京圏において国及び 7 都県市で構成する常設の協働機関を設置す

るなど、自治体の意向、意欲を十分に尊重して、プロジェクトを推進する。 

③都市の再生を低未利用地の整形・集約化や基盤整備により先導する観点から、都市基
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時期 主体 主な動き 

盤整備公団の土地有効利用事業及び防災公園街区整備事業について、事業要件の緩

和や国の支援の充実など、事業をより弾力的に活用するための措置を実施する。ま

た、土地取得、譲渡の状況に応じ、的確に所要資金の確保・拡充を図る。さらに、

事業の円滑な推進のため、都市計画の決定・変更、事業の施行の認可、関係権利者

間の調整等を迅速かつ適切に実施するための条件整備を行う。 

④21 世紀型都市再生プロジェクトについては、都市再生本部における選定を経て、そ

の立上げ・推進に当たり、必要な資金を適切に確保する。その際、国と地方、自治

体と民間事業者の適切な役割分担を踏まえるとともに、取得対象とする土地につい

ては、プロジェクトの実施に確実につながるものとする。 

（3）土地の流動化 

①不動産証券化の推進 

 投資物件のパフォーマンスを示す指標である「不動産投資インデックス」に関するガ

イドラインを平成 14 年までに整備するとともに、不動産投資顧問業の育成などを通じ、

不動産の証券化を推進する。 

②都市再生、土地の流動化のための規制改革等 

一定のオープンスペース等が確保された優良なプロジェクトについて容積率などの

緩和を行う制度の積極的活用に向けて、本年 4 月中に、制度の考え方を周知し実施の円

滑化を図るとともに、都市計画の運用基準を、より柔軟な運用となる方向で見直すよう、

自治体に要請する。 

（4）PFI の積極的活用及び公務員宿舎跡地等の再開発 

出所）経済戦略会議（1999）「日本経済再生への戦略」、経済団体連合会（1999）「都市再生への提言」、都

市再生推進懇談会（2000）「東京圏の都市再生に向けて」、経済対策閣僚会議（2001）「緊急経済対

策」及び脚注資料を基に作成 
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2-3 都市再生施策の構築 

 

本節では、都市再生の構築に関する経緯について既往文献や都市再生本部事務局及び国

土交通省担当職員に対するヒアリング調査を基に明らかにする。構築に関する経緯におい

て主要となる動きは表 2-2 に整理している。 

 

2-3-1 都市再生本部の設置と都市再生プロジェクトの決定 

支持率の低迷によって森首相は就任 1 年で辞任し、2001 年 4 月に決定された緊急経済対

策の実行は小泉首相が引き継ぐこととなった。小泉首相は就任後初となる 5 月７日の第 151

回国会所信表明演説において「都市の再生と土地の流動化を通じて都市の魅力と国際競争

力を高めていきます。このため、私自身を本部長とする都市再生本部を速やかに設置しま

す。」と発言し、翌日の閣議において都市再生本部の設置が決定され、5 月 18 日に初会合が

開催されるに至った。内閣官房に設置された都市再生本部は、内閣総理大臣を本部長、内

閣官房長官と国土交通大臣を副本部長とし、事務局には国土交通省の住宅局や都市局、東

京都や大阪府及び大阪市、民間企業からの出向者約 20 名から構成された。 

6 月に開催された第 2 回の会合では、都市再生プロジェクト選定の考え方が提示され、緊

急経済対策の作業部会において東京都や大阪府から意見聴取した内容を参考とし、具体的

に推進する事業として「東京湾臨海部における基幹的広域防災拠点の整備、大都市圏にお

けるゴミゼロ型都市への再構築、中央官庁施設のPFIによる整備」を指定した16。山本（2002）

によると、これらのプロジェクトは緊急経済対策として直ちに実需に結び付く実効性の高

いものが選定されたとしている。 

この時点において、都市再生施策の中心は小渕首相及び森首相の下で検討された都市再

生プロジェクトの指定であり、民間都市開発投資に対する支援は着手されていないことか

らも都市再生が経済対策を目的として開始されたといえる。 

 

 

2-3-2 民間都市開発投資の促進に向けた検討 

4 月に閣議決定された緊急経済対策では、民間都市開発投資に対する支援の記述は少なく、

従来の特例制度の積極活用や運用改善に留まっていた。しかし、8 月に開催された第 3 回の

会合では、第二次となる都市再生プロジェクトの決定に加えて、都市再生の担い手である

民間都市開発プロジェクトの立ち上がりを支援するため、投資規模が大きく、かつ都市再

生上の意義が高い事業を選定し、都市計画・建築規制等をはじめとする諸規制への柔軟対

応や関連公共施設の重点整備などを実施することを決定した17。都市再生本部事務局担当職

員に対するヒアリング調査によると、この背景には森首相から小泉首相へと政権が交代し

たことにより、政権の大きな方針が「従来型公共事業の削減、規制緩和、民間活力の活用」

へと変化したことが大きく影響した。 



 
 
 

 

‐20‐ 

 

この方針転換により、事務局では公共事業を中心とする都市再生プロジェクトのみなら

ず、民間事業者の都市開発プロジェクトを支援するための施策の検討を行うこととなった。

事務局では、9 月から具体的な民間都市開発プロジェクトや民間都市開発投資の促進に必要

な施策に関する要望を把握するため、民間事業者や自治体からの意見聴取を開始した。民

間事業者からの要望は、大きく分けて 3 点存在した18。第一に「時間リスク等の軽減」であ

る。これは、都市開発に伴う手続きの長期化やその期間の不明確さなどの時間リスクを軽

減し、かつ規制の基準等を事前に明確化することであった。具体的には高層建築物に係る

環境影響評価条例に基づく手続きの期間短縮や、臨港地区の解除に係る港湾法及び都市計

画法の手続きの並行処理、市街地再開発事業の都市計画決定にあたっての合意率などが挙

げられた。第二に「地域特性に応じた民間事業者の創意工夫を活かせる対応」である。こ

れは、地域の実情に合わない規制を見直すとともに、設計の自由度を確保するために段階

的開発など民間事業者の創意工夫が活かせるようにするものである。具体的には、工場等

制限法の撤廃、再開発地区計画の特例措置の緩和、日影規制の緩和、駐車場付置義務の適

正化などが挙げられた。そして第三に「関連公共施設の整備」である。これは、民間都市

開発の成立に必要な基盤整備を迅速化するため、駅前広場等の公共施設整備の早期確定、

広域的な交通基盤の整備、歩行者デッキ・自由通路整備に係る補助金交付などが挙げられ

た。 

一方、民間都市開発プロジェクトは、概ね 1ha 以上で 3 年以内に着手予定のプロジェク

トを自治体及び民間事業者から収集した結果、286 件が寄せられた 18。このうち東京圏（一

都三県）は 182 件と全体の約 6 割を占めており、次いで大阪圏（二府一県）の 39 件、愛知

県 17 件、その他 38 件であった。事務局では、こうした要望をとりまとめて、関係省庁や

自治体と運用改善の協議を開始した。 

このように民間都市開発投資の促進は、小泉首相の下で検討が開始されたことにより、

その後の特区制度の構築という大幅な規制緩和が実現する環境下にあったといえる。 

 

 

2-3-3 特区制度の具体化 

（1）特区制度の枠組みの検討 

内閣官房では、さらなる民間都市開発投資の促進のために、既存制度の運用改善のみな

らず、都市計画・建築規制の撤廃を都市再生本部事務局に指示した。都市再生本部事務局

担当職員に対するヒアリング調査によると、事務局では民間事業者や自治体からの意見聴

取を踏まえて、10 月頃から民間事業者が自由に都市開発を行うことを可能とするため、既

存制度の運用改善のみならず、特定の地域において既存の都市計画による規制を全て適用

除外とする特例制度と事業初動期における金融支援の検討を開始した。しかし、既存の都

市計画法等を抜本的に改正するには慎重な検討を行う必要があるため、事務局では「一国

二制度」という仕組みを導入し、地域と時間を限った「社会実験」を行うという特区制度
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の創設を目指した。この特区制度という考えは、当時、他分野でも検討されており、米軍

普天間基地の移設先に決まった沖縄県名護市がアイルランドを参考にして、金融機関に税

制上の優遇措置を与える金融特区を政府に要請している19。しかし、金融特区は大蔵省（現

在の財務省）から一国二制度に繋がるとして否定的な見解を示されていた。一方、事務局

が特区制度の検討を進めることが出来た背景には、都市再生本部事務局担当職員に対する

ヒアリング調査によると、都市再生本部が行政機関の頂点である内閣官房に設置されたと

いう点が大きいとしている。一般的に内閣官房は、主に内閣の重要政策の企画立案や総合

調整を担う機関であり、都市再生本部のように特定分野の施策を実施する機関を設置した

事例は少なかった20。そのため、都市再生本部は内閣の意向として施策を特別に実施してい

るという大義名分を得て、関係省庁との調整を強力に推し進めることが可能となった。ま

た、内閣官房には、自由民主党の部会が存在しないため、施策の立案に関して国会議員や

他省庁からの反発を受けることなく、都市再生ということを掲げることが出来た。 

都市再生本部事務局担当職員に対するヒアリング調査によると、特区制度の対象地域は

民間事業者が早期に都市開発を行うことを想定したため、地権者との権利調整や住民説明

等をあまり必要としない都心や臨海部を対象とした。一方、民間事業者の参入意欲が低く、

公的資金が必要な木造密集市街地等は対象外であった。そこで具体的な対象地域として、

民間事業者が特に注目している東京都を念頭に置き、都市再開発法に基づく都市再開発方

針で定められている 1 号市街地（当該都市計画区域内にある計画的な再開発が必要な市街

地：東京都は 23 区全体）よりも狭く、2 号地区（特に一体的かつ総合的に市街地の再開発

を促進すべき相当規模の地区：東京都は 455 地区）よりも広い範囲を想定した。これが後

の都市再生緊急整備地域の原型となった。また、特例制度や金融支援の具体化は、事務局

から国土交通省都市局都市計画課とまちづくり推進課へと指示された。 

 

（2）特例制度の検討 

国土交通省担当職員に対するヒアリング調査によると、特例制度の検討指示を受けた都

市計画課では、民間事業者による都市開発を阻害する要因として、3 つの問題意識を整理し

た。第一に「自治体が全ての土地利用規制について事前確定的に明示することが困難にな

りつつある」ということである。当時は都心回帰の動きもあり、都心部では民間事業者に

よる活発な建築活動が回復してきた一方で、臨海部では産業構造の変化と共に急速に土地

の遊休化が進んでいた。このような社会経済情勢の変化を見通して、自治体は適切に土地

利用規制の変更を行えばよいのだが、変化が激しい中において全ての土地利用規制を確定

的に明示することは困難となっていた。第二に「現行の土地利用規制が創造的な都市づく

りを行う上で制約要因になっている」ということである。高度経済成長期以降、建築技術

の進歩によって高層建築物は増加し、都心部では特例制度の活用が一般化していた。これ

は、現行の土地利用規制が民間建築活動の制約要因となりつつあることを示すものであっ

た。さらに特例制度においても、運用上、基準容積率の 2 倍を限度とするなどの制約が設
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けられたり、許可に時間を要したりするなど自治体に幅広い裁量権が設けられており、民

間事業者の都市開発を促進する観点から十分なものとはなっていなかった。第三に「現行

の都市計画制度は民間事業者の役割を十分に受け止めきれていない」ということである。

都市における建築活動の大部分は民間によって行われており、民間事業者の果たす役割は

大きいにも関わらず、現行制度には民間事業者の役割を十分に受け入れてこなかった。そ

のため、民間事業者の取り組みの中にも公的なものを認めて、都市計画として受け止める

ための仕組みの必要性が高まっていた。 

こうした問題意識を背景に都市計画課では、民間事業者の構想や計画を都市計画として

受け止める柔軟な仕組みを導入するための「提案制度の創設」、民間事業者が創意工夫を発

揮して自由に事業計画が立案できるようにするための「各種地区計画を統合した特例制度

の創設」、特定自治体庁の許可等によらず規制を緩和するための「手続きの簡素化」を盛り

込んだ新たな特例制度を構築した。これが都市再生特別措置法における特例制度の基本的

枠組みである「都市計画提案制度、期限を区切った都市計画決定、都市再生特別地区」と

なった。国土交通省担当職員に対するヒアリング調査によると、この新たな特例制度は、

曖昧な市街地像しか持ちあわせていなかった用途地域による土地利用規制に代わって、将

来の市街地像を明らかにすることのできる都市計画制度として活用されることを期待した。

そこで将来の目指すべき市街地環境を明らかにするため、都市計画課では都市再生緊急整

備地域ごとに都市再生本部が作成する地域整備方針において、地域内で増進すべき都市機

能や公共公益施設を明示するだけでなく、地域内の壁面位置や高さなどの建築形態を明示

することを強く要望した。新たな特例制度は、この地域整備方針に従って、民間事業者が

創意工夫を発揮して事業計画を立案し、その提案を都市計画審議会で一定の期限内に審議

して都市計画として決定の有無を判断することを想定した。 

この特例制度の検討は、社会資本整備審議会都市計画部会においても並行して議論が行

われていた。国土交通省では、2001 年 5 月の都市再生本部の設置に伴って、土地の流動化

のための規制改革を検討するため、7 月に社会資本整備審議会都市計画分科会に対して「21

世紀の新しい潮流に対応した都市再生のあり方はいかにあるべきか」を諮問した。さらに

10 月には、建築分科会に対しても「21 世紀における新たな課題に対応するための建築行政

のあり方について」を諮問した。都市計画分科会では、主に「民間事業者の都市活動を促

す都市計画の枠組み」と「木造密集市街地解消のための方策」が検討された。このうち「民

間事業者の都市活動を促す都市計画の枠組み」では、10 月 23 日の第 3 回会合において検

討の方向性が提示され、都市計画・建築規制については具体的に「提案制度の導入、新た

な土地利用計画の仕組み、地区計画制度の見直し」という特例制度の枠組みが提示された。

都市計画分科会では、第 5 回会合において建築分科会と合同で会議を行った後、翌年の 1

月 25 日の第 6 回会合において中間とりまとめ（案）を提示した。中間とりまとめ（案）で

は、大都市地域において民間事業者の発意を適時適切に受け止め、都市計画を弾力的に変

更するための仕組みが求められているとし、都市計画・建築規制について「民間による都
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市計画の提案制度の導入、良好な市街地の整備を実現するための新たな土地利用計画の仕

組みの導入、地区計画制度の見直し」が提示された21。 

 

（3）特区制度の法制化 

こうした検討と並行して、都市再生本部は 12 月 4 日に行われた第 5 回会合において「都

市再生のために緊急に取り組むべき制度改革の方向」を決定した22。制度改革の方向では、

民間事業者の力の発揮による都市再生の推進のために、時間リスクの軽減と民間事業者の

活動領域を拡大するための運用改善として「手続きの並行処理などによるスピードアップ

（環境影響評価条例に基づく手続きの円滑化等）、事前明示性の確保（再開発地区計画にお

ける建築計画前の容積率の明示）、地区の実態に即した適切な規制（駐車場付置義務条例に

基づく規制の適正化等）、民間投資を誘発する完了寸前の都市計画道路の強力な整備」が提

示された。さらに強力に事業を推進できるように法律上の権能を強化するための法改正と

して「民間事業者の事業計画に基づいた思い切った都市計画変更（民間事業者による提案

制度）、民間事業者に一定の強制力をもった事業権能創設（市街地再開発事業の施行権能の

付与）、民間事業者に対する事前確定性の確保（総合設計の一部一般規則化、地区計画の統

合・整理）、設計の自由度の向上による民間事業者の創意工夫の発揮（総合設計制度の拡充、

天空率の導入、用途地域に定める容積率・前面道路幅員による容積率制限・日影制限の選

択肢を追加）」が提示された。この決定をみると、既存法制度の運用改善を中心としたもの

であり、新たな特区制度に関するものは提案制度しか含まれていなかった。都市再生本部

事務局担当職員に対するヒアリング調査によると、特に既存の都市計画に基づく規制を全

て適用除外とする特例制度は、「無条件に適用するのか、個別に審査して適用するのか」と

いう点に関して、内閣官房内においても意見が分かれていたため、12 月 4 日の第五回会合

では公表されなかった。 

その後、法制化の期限が差し迫ってくるなかで、12 月 14 日に首相指示として特区制度の

全体像が提示されるに至った。首相指示では、都市再生本部に対して、緊急都市再生地域

（後の都市再生緊急整備地域）の指定と民間都市開発投資を促進させるための特別措置を

指示した。この特別措置には、「都市計画・事業に関する措置」と「民間事業者に対する金

融支援等の措置」が示された。前者に関する措置は、「①既存の都市計画に基づく規制を全

て適用除外として民間事業者が自由に事業計画を立案できる新しい都市計画制度の導入、

②民間事業者による事業計画の申出によって一定期間内に必要な都市計画手続きの開始、

③都市計画の決定と事業認可を同時に決定」であった。また後者に関する措置は、「①民間

事業者が収益施設と公共施設を一体的に整備する一定のプロジェクトを認定、②認定プロ

ジェクトに対して事業立ち上げ段階に強力な金融支援を実施」であった23。この首相指示を

受けて、最終的に都市計画課の原案を基に法制化の手続きが行われるに至った。 

特区制度は翌年の通常国会での法制化を目指したため、9 月の意見聴取から約 3 ヶ月とい

う非常に短い期間で構築された。しかし、国土交通省都市局都市計画課では都市計画・建
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築規制の問題点を解消するため、無条件に既存の都市計画の規制を全て適用除外とする特

例制度ではなく、既存の都市計画の規制を全て適用除外して民間事業者と自治体が協議を

行い、その地域に相応しい新たな都市計画を設定するということを目指したといえる。 

 

 

2-3-4 事務局以外における運用改善や新たな制度に関する検討 

（1）総合規制改革会議における議論 

当時、都市再生に関する議論は、都市再生本部以外においても行われていた。小泉首相

は規制改革を推進するため、就任時に自治体改革推進本部規制改革委員会を廃止して総合

規制改革会議（座長：宮内義彦・オリックス㈱会長）を 2001 年 4 月に設置した。この会議

では、重点 6 分野として都市再生を選定して規制改革のあり方を議論した。7 月の中間とり

まとめでは、問題意識として 1970 年以降の都市への集積をコントロールしてきた都市政策

を否定し、「経済社会活動の中心となる都市の魅力と国際競争力を高め、その機能を十分に

発揮させることが必要である。」と明記された。 

具体的な施策としては、都市に係る各種制度の見直しとして「集団規定の性能規定化の

検討、容積率に係る制度の合理化、多様な主体がまちづくりに参画できる仕組みの導入、

合意形成ルールの明確化等による市街地再開発事業等の迅速化など」が提示された24。この

うち集団規定の性能規定化は、「趣旨・目的を明確化する観点から、できるだけ集団規定を

性能規定へ移行させるために検討を行うべき」と指摘しただけではなく、さらに「街区単

位・地区単位で緩和や規制を柔軟に判断できるような制度等の仕組みについても併せて検

討を行うべき」と新たな制度の創設提案を迫った。 

さらに 12 月 11 日に公表された第一次答申では、民間主体による積極的投資が行われる

ために民間事業者の都市計画に対する責任と自発性を醸成することが重要であり、民間主

導の再開発事業を円滑に進めるための制度整備等を図ることが必要とされた。この制度整

備では、「都市のグランドデザインの策定、民間提案型の都市計画手続の導入、都市計画・

建築規制の事前明示性の確保、計画許可制度の導入、集団規定等の性能規定化の推進、都

市計画・建築規制の説明責任、違反建築物対策」が明示された。このうち計画許可制度の

導入では、現行の敷地単位の建築確認制度による弊害を打破するため、街区・地区単位で

の建築規制を課し、周辺との整合を勘案して緩和や規制を柔軟に行える仕組みについて次

期通常国会で法案提出を目指し検討すべきであるとした25。 

 総合規制改革会議の答申では、都市再生本部や国土交通省で既に規制改革が検討されて

いたこともあり、個別の制度整備に関しては大きな違いはみられない。しかし、制度整備

として最初に掲げた「都市のグランドデザインの策定」では、大都市において都市の将来

像に関するより一層の具体的かつ明確なグランドデザインを策定する必要性が最も多くの

紙幅を用いて示されている点が特徴的である。これは、総合規制改革会議においても一律

に規制緩和を行っていくのではなく、都市の将来像を踏まえた制度整備を重視していたと
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いえる。 

 

（2）都市再生戦略チームにおける議論 

2001 年 9 月に都市再生担当の首相補佐官として任命された牧野徹氏（元都市基盤整備公

団総裁、元建設省事務次官）は、都市再生について首相に助言や提言を行うため、私的研

究会として学識経験者や企業経営者から構成される「都市再生戦略チーム」を設置した。

この都市再生戦略チームには、伊藤滋・慶応義塾大学教授が座長となり、奥田碩・トヨタ

自動車㈱会長や田中順一郎・三井不動産㈱会長等の企業経営者、月尾嘉男・東京大学大学

院教授等の学識経験者が集められ、有識者からの意見聴取によって都市再生のための制度

改革を議論した26。10 月に行われた都市再生戦略チームの第 3 回会合では、日本プロジェ

クト産業協議会会長の千速晃・新日本製鐵㈱社長や不動産協会会長の田中順一郎・三井不

動産㈱会長、建築家の岡田新一氏から意見聴取した。その中で不動産協会会長の田中氏は、

英国のドックランズを例に挙げて「開発特区」導入の考え方を提案した。具体的には東京

の臨海部や都心の重点開発地域などで開発特区を指定し、そこに開発権限を持つ公的セク

ターを設置して、法的規制、財政、税制などの面で優遇措置を与えて「従来の規制の枠組

では起こり得ない規模の民間投資を国内外から集中的に呼び込む」ことを提案した27。翌月

に行われた第 4 回会合では、これまでの議論を踏まえて都市再生戦略チームの事務局が作

成した「都市再生のための制度改革の基本的論点（案）」を検討した。事務局案が作成した

論点では、首相直属の都市再生委員会の設置を提案し、大規模遊休地で都市計画と税制を

含めた都市創成コンペを実施することを提言した。会合では、各委員から事務局案に対し

て「論点を支える考え方が明確でない」や「戦略チームの提言として力強さが足りない」

など注文が相次いだ。そのため、とりまとめには至らず、座長が内容を見直したうえで再

度各委員に諮ることとなった28。この都市再生委員会による都市創成コンペの提案は、第 3

回会合における不動産協会会長の田中氏からの開発特区の提案に基づいたものであると考

えられる。 

その後、都市再生戦略チームは都市再生を実現する上で必要な制度改革に関する基本的

論点をとりまとめて、牧野徹首相補佐官、伊藤滋座長、小川忠男都市再生本部事務局長の 3

名が 11月 30日に小泉首相へ進言した。進言の内容は、「都市計画のゼロベースでの見直し、

都市計画関連制度の合理化、都市再生促進基金等の資金面での支援措置、草の根のまちづ

くりの支援、公益と私益の調整」であった29。このなかで「都市計画のゼロベースでの見直

し」は、公的セクターなどが事業主体となって臨海部遊休地や木造密集地域などで開発規

制の適用を除外することを想定しており、都市再生戦略チームの第 4 回会合における開発

特区と類似するものであった。 

都市再生戦略チームによる「都市計画のゼロベースでの見直し」は、都市再生本部事務

局が検討していた都市再生特別地区と共通しているが、対象地域や活用主体が大きく異な

っており、最終的な都市再生施策には反映されなかったといえる。同様に「都市再生促進
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基金等の資金面での支援措置」も都市再生施策には反映されていない。また「都市計画関

連制度の合理化」は、既に都市再生本部の会合で検討されていたこともあり、概ね同一の

内容であった。一方、「草の根のまちづくり支援」は、2002 年に全国都市再生の推進として

採用されるに至っている。 

 

表 2-2 都市再生施策の構築経緯（下線は筆者による） 

時期 主体 主な動き 

2001/5/7 小泉首相 第 151 回国会所信表明演説 

（日本経済の再生を目指して）  

 日本にとって、今、最も重要な課題は、経済を再生させることです。小泉内閣の第一

の仕事として、森内閣の下で取りまとめられた「緊急経済対策」を速やかに実行に移し

ます。この経済対策は、従来の需要追加型の政策から、不良債権処理や資本市場の構造

改革を重視する政策へと舵取りを行うものです。 

（中略） 

（経済・財政の構造改革―構造改革なくして景気回復なし―） 

九十年代以降の日本経済は、様々な要因が重なり合って生じる複合型病理に悩まされ

てきました。これを解決するための構造改革も、包括的なものでなければなりません。

小泉内閣は、以下の三つの経済・財政の構造改革を断行します。 

第一に、二年から三年以内に不良債権の最終処理を目指します。このため、政府の働

きかけの下に銀行を始めとする関係者が企業の再建について話し合うためのガイドラ

インを取りまとめるなど、不良債権の最終処理を促進するための枠組みを整えます。  

 銀行の株式保有制限と株式取得機構については、金融システムの安定化と市場メカニ

ズムとの調和を念頭に、具体策を講じてまいります。  

 第二は、二十一世紀の環境にふさわしい競争的な経済システムを作ることです。これ

は日本経済本来の発展力を高めるための構造改革です。競争力ある産業社会を実現する

ために、新規産業や雇用の創出を促進するとともに、総合規制改革会議を有効に機能さ

せ、経済・社会の全般にわたる徹底的な規制改革を推進します。 

（中略） 

都市の再生と土地の流動化を通じて都市の魅力と国際競争力を高めていきます。この

ため、私自身を本部長とする「都市再生本部」を速やかに設置します。 

2001/5/8 閣議 都市再生本部の設置を決定 

2001/5/18 都市再生本部 初会合の開催 

・ 都市再生に取り組む基本的考え方の公表 

2001/6/14 都市再生本部 第一次都市再生プロジェクトの決定 

・ 都市再生プロジェクトに関する基本的考え方の公表 

・ 都市再生プロジェクトの第一次決定 
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時期 主体 主な動き 

2001/6/15 日本プロジェクト 

産業協議会 

大都市圏の都市構造再編に向けて優先的に実施すべきプロジェ

クトの提言 

Ⅲ 都市再生を実効性あるものにするための制度・手法 

(2) 都市空間高度活用関連制度の見直し 

 1）「立体道路制度」の対象を既存自動車専用道路まで広げ、地域分断の要因となってい

る道路空間を都市再生の種地として活用する。 

 2）特定街区の指定を大きなブロックとし、公開空地を一つにまとめる等の工夫を行い、

災害に強いまちづくりを行う。 

2001/7/5 社会資本整備審議会 

都市計画分科会 

国土交通大臣から「21 世紀の新しい潮流に対応した都市再生の

あり方はいかにあるべきか」について諮問 

2001/7/24 総合規制改革会議 重点６分野に関する中間とりまとめ 

６．都市再生 

〔具体的施策〕 

(1) 不動産市場の透明性の確保 

(2) 都市に係る各種制度の見直し 

1. 集団規定の性能規定化の検討 

建築基準法の集団規定について、その趣旨・目的を明確化する観点から、できるだけ

集団規定を性能規定へ移行させるために検討を行うべきである。また、街区単位・地区

単位で緩和や規制を柔軟に判断できるような制度等の仕組みについても併せて検討を

行うべきである。 

2. 容積率に係る制度の合理化 

容積率の根拠について説明責任を果たすとともに、今後国際的な水準のオフィスビル

を整備していくという観点から、容積率の算定方法を見直すなど容積率規制制度の合理

化を図るべきである。 

(3) マンション建替えの円滑化 

(4) 中古住宅市場の整備 

2001/8/20 日建連、土工協、建築協

の建設 3団体 

土地利用に関する規制の問題点や改善事項の提出 

7/24 に公表した「都市再生のあり方」に基づいて都市再生本部のアンケート調査で提出 

� 時間コストを軽減する仕組み 

� 事前確定性を確保する仕組み 

� 将来の不確実な状況に備えて意思決定の保留を可能にする仕組み 

� 民間が自ら決定し、責任を負うことが可能となる仕組み 

� 自治体による条例・要綱等 

2001/8/23 都心五区の区長 「都心再生に向けての提言」の公表 
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時期 主体 主な動き 

(1) 開発特区制度の創設（土地利用に関する権限の拡充、街づくり財源の確保） 

(2) 容積率移転制度の拡充（隔地での容積移転を可能にする制度の確立） 

(3) 全国一律規制の見直し（全国一律に義務付けられている市街地整備に関する規制など

をなくし、それぞれの地域の中で新たなルールを確立出来るように変更） 

2001/8/28 都市再生本部 「民間都市開発投資促進のための緊急措置」を決定 

 2. 緊急措置の内容 

(1) 民間都市開発プロジェクトへの選定  

(2) 民間都市開発プロジェクトへの支援  

 当該プロジェクトについて、民間事業者の時間リスクの軽減等を図りつつ、その創意

工夫を活かし、早期に投資環境を整える観点から、以下の項目について、強力に支援す

る。 

� 都市計画・建築規制等をはじめとする諸規制について、民間事業者の事業計画意図

を積極的に受け止め、柔軟かつ早期に対応する。 

� 都市計画道路など関連公共施設について、事業の立ち上げ支援のため、戦略性をも

って重点的に整備する。 

 併せて、これらのプロジェクト支援を通じて、土地利用規制等各種の規制改革や公共

施設整備などについて、民間都市開発プロジェクトに共通に必要となる制度の改善を図

る。 

2001/9/6 不動産協会 都市再生推進のための規制改革に対する意見の公表 

Ⅰ. 都市再生プロジェクトの推進 

１．都心業務集積ゾーン 

 (1) 容積緩和手法における割増し容積率の用途制限（東京都）を緩和し、業務床への

配分を増加する。 

 (4) 特例容積率適用区域制度を速やかに適用する。 

2．複合機能形成ゾーン 

 (1) 大規模な街区への再編・統合に対するインセンティブとして、容積率を大胆にア

ップする。 

 (2) 特に都心居住を促進する観点から、住居用途の容積率を大幅に拡充する。 

3．都心居住推進ゾーン 

 (1) 都心居住を促進するために、狭小敷地の統合等優良プロジェクトについて、住宅

の容積率を大幅にアップする。 

4．ウォーターフロントゾーン 

(2) 公有地や工場跡地等の大規模な敷地が多い特性を活かし、既存の建築法規にとら

われない、民間事業者の自由な発想による建築形態の提案を募る。 

2001/9/21 都市再生戦略チーム 首相補佐官の私的研究会として設置、同日初会合開催 
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時期 主体 主な動き 

2001/10/11 社会資本整備審議会 

建築分科会 

国土交通大臣から「高齢化対策、環境対策、都市再生等、21 世

紀における新たな課題に対する建築行政のあり方」について諮問 

2001/10/31 都市再生戦略チーム 第三回会合の開催30 

第三回会合では、JAPIC 会長の千速晃氏、建築家の岡田新一氏、三井不動産会長の田中

順一郎氏から意見を聴取した。田中氏は英国のドックランズを例に挙げて「開発特区」導

入の考え方について提案した。具体的には東京の臨海部や都心の重点開発地域などで開発

特区を指定し、そこに開発権限を持つ公的セクターを設置して、法的規制、財政、税制な

どの面で優遇措置を与えて「従来の既成の枠組では起こり得ない規模の民間投資を国内外

から集中的に呼び込む」としている。 

2001/11/30 都市再生戦略チーム 首相に都市再生のための制度改革の基本的論点の報告31 

(1) 都市計画のゼロベースでの見直し（臨海部遊休地や木造密集地域などで開発規制の適

用を除外、事業主体は公的セクターや地区開発会社、地域開発公社などを想定） 

(2) 都市計画関連制度の合理化（開発許可や環境アセスメント手続き等の所要時間短縮） 

(3) 都市再生促進基金など資金面での支援措置 

(4) 「草の根まちづくり」への支援 

(5) 公益と私益の調整 

2001/12/4 都市再生本部 「都市再生のために緊急に取り組むべき制度改革の方向」の決定 

(1) 民間事業者の力の発揮による都市再生の推進 

2. 民間事業者が、より強力に事業を推進できるよう法律上の権能を強化するなどの観

点から、次期通常国会を目指して、以下のとおり法改正を行う。 

イ）民間事業者の事業計画に基づいた思い切った都市計画変更 

� 民間事業者が有する事業計画の企図を積極的に生かすため、民間事業者による事

業計画の提案に基づき、自治体が都市計画の変更手続きを実施していく制度を創

設 

ロ）民間事業者に一定の強制力をもった事業権能創設 

� 民間事業者が円滑に土地の買収と集約化を進められるよう、一定の民間事業者

に、従来公的主体に限定されていた強制力をもった再開発の施行権能を付与 

ハ）民間事業者に対する事前確定性の確保 

� 総合設計制度の対象の一部について、裁量性の高い許可制度から、事前確定性の

ある建築確認によるものとし、容積率等の迅速な緩和を実現 

� 複数の地区計画の種類を統合し、簡明でわかりやすい体系に整理 

ニ）設計の自由度の向上による民間事業者の創意工夫の発揮 

� 街区単位で高度利用を図る複数棟の開発に係る手続きを簡素化・迅速化するため

の総合設計制度の拡充 

� 斜線制限について、天空率を比較する性能規定化を導入 
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時期 主体 主な動き 

� 用途地域に定める容積率について、さらに高度利用を実現するための選択肢追加 

� 前面道路の幅員による容積率制限について、緩和を可能とするための選択肢追加 

� 日影制限について、一層の高度利用を可能とするための測定面の種類を追加 

2001/12/11 総合規制改革会議 第一次答申 

６．都市再生 

〔具体的施策〕 

(1) 不動産市場の透明性の確保 

(2) 都市に係る各種制度の見直し 

ア  都市計画制度等の改革 

（ア）都市のグランドデザインの策定【平成 14 年度中に措置】 

（イ）民間提案型の都市計画手続の導入【平成 13 年度中に措置（検討結論）】 

（ウ）都市計画・建築規制の事前明示性の確保【平成 14 年度中に措置】 

（エ）計画許可制度の導入【平成 13 年度中に措置（検討結論）】 

現行の敷地単位の建築確認制度では、複数の建築物の計画、既存の建築物との

整合等について総合的に審査できないため、街区・地区単位で建築規制を課し、

周辺との整合を勘案して緩和や規制を柔軟に行える仕組みについて、次期通常国

会での法案提出を目指し、検討するべきである 

（オ）集団規定等の性能規定化の推進【平成 13 年度中に措置（検討結論）】 

（カ）都市計画・建築規制の説明責任【平成 14 年度中に措置】 

（キ）違反建築物対策【平成 13 年度中に措置（検討）】 

2001/12/14 小泉首相 内閣総理大臣指示 

1. 都市再生本部において、自治体の意向を勘案して緊急都市再生地域を定める。 

2. 緊急都市再生地域を対象に次の特別措置を講じる。 

① 都市計画・事業に関する措置 

� 既存の都市計画に基づく規制を全て適用除外とし、民間事業者が自由に事業計画を

立案できる新しい都市計画制度を導入 

� 自治体は、民間事業者による事業計画の申出によって、一定期間内に必要な都市計

画手続きを開始 

� 自治体は、都市計画の決定と事業認可を同時に決定 

② 民間事業者に対する金融支援等のための措置 

� 民間事業者が収益施設と公共施設を一体的に整備する一定のプロジェクトを認定 

� 認定プロジェクトに対して事業立ち上げ段階を中心にして強力な金融支援等を実

施 

出所）都市再生本部資料、総合規制改革会議資料及び脚注資料を基に作成 

 



 
 
 

 

‐31‐ 

 

2-4 都市再生施策の展開 

 

本節では、都市再生の展開に関する経緯について既往文献や東京都都市計画局担当職員

に対するヒアリング調査を基に明らかにする。展開に関する経緯において主要となる動き

は表 2-3 に整理している。 

 

2-4-1 都市再生特別措置法の成立 

国土交通省では、2002 年 1 月 24 日に第 154 回通常国会提出予定法案として都市再生特

別措置法の概要を公表した32。法案の概要は「都市再生本部は基本方針を策定する、政令で

都市再生緊急整備地域を定める、地域内で認定を受けた事業に対する金融支援を実施する、

高度利用が必要な地域に都市再生特別地区を定めて都市計画の特例を認める」であった。

そして翌月の 2 月 4 日に行われた小泉首相による第 154 回施政方針演説では、昨年 12 月に

都市再生本部へ指示した内容と同じである「都市計画に係る規制をすべて適用除外とし、

民間事業者が自由に事業計画を立案できる新しい都市計画制度の導入」と「民間事業者に

対する強力な金融支援」を表明した33。その後、2 月 8 日には閣議によって都市再生特別措

置法案が決定され、3 月 26 日に衆議院本会議、3 月 29 日に参議院本会議で可決され、4 月

5 日に都市再生特別措置法が公布されるに至った。 

 

 

2-4-2 都市再生緊急整備地域の指定と地域整備方針の作成 

都市再生本部では、都市再生特別措置法の公布後の 4 月 8 日に第六回会合を開催し、都

市再生緊急整備地域の指定の考え方として、地域指定基準と具体的な地域イメージを提示

した34。7 月 2 日の第七回会合では、都市再生基本方針（案）、第一次指定となる都市再生

緊急整備地域（案）、地域整備方針（案）が公表された。 

都市再生基本方針（案）では、前回会合における地域指定基準が変更され、「イ 早期に

実施されることが見込まれる都市開発事業等の区域に加え、その周辺で、土地所有者の意

向や自治体の定めた計画等に基づき都市開発事業等の気運が存在すると認められる地域、

ロ 都市全体への波及効果を有することにより、都市再生の拠点となる的確な土地利用の転

換が将来見込まれる地域」とされた35。また、都市再生緊急整備地域（案）の公表では、第

一次指定として東京都、大阪府・大阪市、名古屋市、横浜市の 17 地域、約 3,515ha が提示

され、7 月 24 日付で指定された36。さらに第一次指定される地域の整備方針（案）が提示

された。この地域整備方針（案）は、「整備の目標、都市開発事業を通じて増進すべき都市

機能に関する事項、公共施設その他の公益的施設の整備に関する基本的事項、緊急かつ重

点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項」から構成された。 

国土交通省担当職員に対するヒアリング調査によると、地域整備方針には、都市再生特

別地区の指定根拠として、地域整備方針に目指すべき市街地環境として増進すべき都市機
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能や公共公益施設を明示するだけではなく、地域内の壁面位置や高さなどの建築形態を明

示することを想定していた。また、総合規制改革会議においても制度整備にあたって、具

体的かつ明確な都市のグランドデザインの策定の必要性を提示していた。しかし、都市再

生本部事務局によって作成された地域整備方針（案）は、都市再開発法に基づく方針と同

様に抽象的な文言で作成されており、国土交通省都市局都市計画課や総合規制改革会議に

おいて想定していたものとは大幅に乖離したものとなったといえる。 

 

 

2-4-3 金融支援の活用 

都市再生緊急整備地域の指定を受けて、まず初めに活用された都市再生施策は、金融支

援であった。国土交通省は、2003 年 1 月 30 日に東京都港区の都営南青山一丁目団地建替

事業（民間事業者：南青山アパートメント㈱（出資者：三井不動産㈱、大成建設㈱、伊藤

忠商事㈱）を民間都市再生事業計画に認定した。この事業は、都営住宅の建替えに際して

70 年間の定期借地権を設定し、民間事業者に 150 戸の都営住宅、公益施設（保育園、図書

館）、民間施設（390 戸の賃貸住宅、商業・業務施設等）を整備させるものであった。この

事業に対して（財）民間都市開発推進機構は、金融支援のために設立した都市再生ファン

ド投資法人を通して、南青山アパートメント㈱の無担保社債 68 億円を着工時に取得した。 

また同年 5 月には東京都港区の臨海副都心有明南 LM2・3 区画開発事業（民間事業者：

㈱テーオーシー）、10 月には東京都千代田区の（仮称）UDX ビル計画（民間事業者：ユー

ディーエックス特定目的会社）、12 月には名古屋市の（仮称）名駅四丁目 7 番地区共同ビル

建設事業（民間事業者：東和不動産㈱他）が認定され、金融支援を受けるに至っている。 

 

 

2-4-4 都市再生特別地区及び提案制度の活用 

一方、都市再生特別地区は、2003 年 2 月 7 日に大阪市の心斎橋筋一丁目地区で初めて指

定された。この地区は、2000 年 12 月末に閉店したそごう大阪店の建替事業である。㈱そ

ごうは、メインバンクである㈱日本長期信用銀行の経営破綻に伴って 2000 年 7 月に民事再

生法の適用下となったが、再生のシンボルとして旗艦店であるそごう大阪店の建替が計画

された。真田（2002）によると、㈱そごうは自由度の高い店舗設計が可能な都市再生特別

地区の活用を大阪市に打診した。㈱そごうは、1 階あたりの売場面積を広く確保するため、

事前確定型の特例制度における公共貢献である空地は出来る限り少なくしたいと考え、「集

客魅力・にぎわいの創出、地下鉄駅接続部のバリアフリー化、経済波及・税収効果、雇用

創出効果」を提案し、容積率の最高限度が 1,000％から 1,300％まで緩和された。なお、こ

の地区では提案制度を用いられておらず、大阪市が㈱そごうとの協議を経て都市計画素案

の作成を実施した。また同月 14 日には、前述の（仮称）名駅四丁目 7 番地区共同ビル建設

事業の名駅四丁目７番地区の指定が決定され、同年 7 月には札幌市のニッセイ札幌ビル建
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設事業の北 3 西 4 地区、12 月には横浜市の山内ふ頭周辺地区土地区画整理事業の山内ふ頭

周辺地区が指定された。 

 

 

2-4-5 都市再生特別地区の活用が最も期待された東京都の状況 

東京都では、都市再生本部の設置を受けて、2001 年 5 月に浜渦武生・東京都副知事を座

長とし、局長級幹部で構成される都市再生プロジェクト東京都推進会議を設置して、積極

的な意見具申を展開した。また都市再生特別措置法の内容が固まると、東京都では区への

説明や意見聴取を行うだけでなく、都民からの意見募集や民間事業者へのヒアリングを行

ったうえで都市再生緊急整備地域の案を作成し、2002 年 6 月に都市再生本部に対して申し

入れを行った。 

織田村（2003）によると、地域指定を受けた後、東京都では 7 月から 8 月にかけて都市

再生施策の活用検討状況を民間事業者にヒアリングしたところ、32 のプロジェクトにおい

て検討中であり、このうち約半数は都市再生特別地区の活用を検討していた。東京都都市

計画局担当職員に対するヒアリング調査によると、東京都では全てのプロジェクトが正式

提案された場合、6 ヶ月以内に都市計画審議会で全て審議することは困難と考え、審議会の

前裁きとして都職員から構成される検討会と審査会を 9 月に設置した。このうち検討会は、

民間事業者から公共貢献の取組内容や都市計画素案の作成方法に関する相談を行うための

敷居の低い相談窓口として設置された。その後、12 月には都市再生特別地区に関する運用

手続きを定めた「東京都における都市再生特別地区の運用について」が公表され、事前相

談の手続き等が明文化された。この手続きで定められた事前相談や検討会・審査会の仕組

みは、都市計画決定の見通しが把握できない状態で民間事業者が正式提案を行って時間を

無駄にするよりも、事前相談や検討会・審査会において協議することで都市計画決定の可

能性を高めることが可能となると判断して導入された。 

この方針に基づいて、既に再開発等促進区を定める地区計画の活用に向けて協議を行っ

ていた東京都品川区の明電舎工場跡地再開発事業において、民間事業者である明電舎㈱か

ら都市再生特別地区の提案を受ける形で 2004 年 1 月 20 日に大崎駅西口 E 東地区の指定が

決定された。この地区では、「基盤施設整備への貢献、交通広場機能の充実・強化、公共駐

輪場の早期整備実現、歩行者ネットワーク形成、憩いと賑わいの空間づくり、環境負荷低

減」が提案され、容積率の最高限度が 300％から 750％まで緩和された。また翌年には、大

崎駅西口 E 東地区に隣接した地域で実施されていた大崎駅西口中地区第一種市街地再開発

事業において、民間事業者である再開発準備組合から提案を受けて 2005 年 3 月 11 日に大

崎駅西口 A 地区の指定が決定された。 
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表 2-3 都市再生施策の展開経緯（下線は筆者による） 

時期 主体 主な動き 

2002/1/24 国土交通省 都市再生特別措置法の概要公表 

2002/1/30 社会資本整備審議会 

建築分科会 

「高齢者対策、環境対策、都市再生等、 21 世紀における新たな

課題に対応するための建築行政のあり方について」の第一次答申 

Ⅰ. 都市再生に対応した建築基準法集団規定のあり方 

(4) 街区・通り沿い等を単位とした規制の適用 

（総論）  

建築基準法の集団規定が個々の建築活動に対する規制である以上、一敷地・一建築物

ごとに適用されることが基本であるが、地域の特性に応じてより効果的に基礎的環境水

準を実現するため、個々の敷地を単位とするだけではなく、街区、あるいは通り沿い等

の一定のまとまりのある区域を単位として集団規定の各制限を適用する方法を採り入

れる検討を行うべきである。 

2002/2/4 小泉首相 第 154 回国会における施政方針演説 

民間事業者の力を最大限生かして都市開発事業を推進することは、都市の再生に加え、

土地の流動化を通じた不良債権問題の解消を図る上で極めて重要です。都市計画に係る規

制をすべて適用除外とし、民間事業者が自由に事業計画を立案できる新しい都市計画制度

を導入するとともに、民間事業者に対する強力な金融支援などを実施します。 

2002/2/7 社会資本整備審議会 

都市計画分科会 

「21 世紀の新しい潮流に対応した都市再生のあり方はいかにあ

るべきか」の中間とりまとめの公表 

3 今後の検討の方向性 

(1) 都市計画・建築規制について 

① 民間による都市計画の提案制度の導入 

 地域住民によるまちづくりの取組や都市再生に資する民間都市開発民間事業者の創

意工夫を都市計画に積極的に反映させていくため、民間等による都市計画の提案制度を

導入すべきである。 

② 良好な市街地の整備を実現するための新たな土地利用計画の仕組み 

都市の再生の拠点として緊急に整備を図るべき特定の地域においては、地域の整備方

針を示すこと等により目標となる市街地像を具体的に明らかにし、当該市街地像の実現

に寄与するような民間主導の自律的なプロジェクトの実施が促進されるような措置を

講ずるべきである。 

＜基本的な制度構成のあり方＞ 

� 都市の再生の拠点として緊急に整備を図るべき特定の地域においては、民間事業

者の事業意欲を事業の実施に円滑に結び付けることにより、民間に存する資金や

ノウハウなど民間事業者の力を引き出し、都市の再生を緊急かつ強力に推進する

必要がある。このため、都市計画上もこうした要請に対応して、民間事業者等が
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時期 主体 主な動き 

創意工夫を発揮して自由に事業計画を立案することができるよう、既存の用途地

域に基づく規制に代えて、自由度の高い計画を定めることができる特別の都市計

画制度を創設すべきである。 

� 新たな都市計画制度は、必要に応じて誘導すべき用途を明示するとともに、形態

に関してきめ細かく都市計画で定めること等により、将来の市街地像を明らかに

することができる制度として構築する必要がある。また、当該都市計画が定めら

れた場合には、用途地域に基づく用途規制や容積率制限、斜線制限、日影規制等

については、特定自治体庁の許可等によらず規制を緩和することができる事前明

示性の高い仕組みとして構築する必要がある。 

＜留意すべき事項＞ 

� 新たな土地利用計画の仕組みは、用途地域に基づく規制に代えて、自由度の高い

都市開発を可能とするものであることから、活用に当たっては、そのねらいを明

確にするとともに、環境や地域コミュニティに与える影響等を含め、都市計画と

しての公共性の確保に十分留意する必要がある。 

� 新たな都市計画制度は、既成市街地における非効率な土地利用を是正し、土地の

有効・高度利用を促進するため、建築物のスカイラインを設定すること等により、

個々の敷地単位での建替えではなく、狭小敷地を統合し、街区全体としてまとま

りのある調和のとれた建築物の整備を誘導するための制度としても活用するこ

とが期待される。 

� 公的セクターが、自治体や民間事業者、土地所有者等との間を調整するような仕

組みについて検討する必要がある。 

2002/2/8 閣議 都市再生特別措置法案の閣議決定 

2002/3/22 衆議院本会議 都市再生特別措置法案の可決 

2002/3/29 参議院本会議 都市再生特別措置法案の可決 

2002/4/5 都市再生特別措置法の公布（2002/6/1 施行） 

2002/4/8 都市再生本部 地域指定の基本的考え方の公表 

・ 都市再生緊急整備地域指定の基本的考え方の公表 

・ 全国都市再生のための緊急措置の公表 

2002/7/2 都市再生本部 都市再生基本方針（案）及び緊急整備地域（案）の公表 

・ 都市再生基本方針（案）の公表 

・ 都市再生緊急整備地域（案）及び地域整備方針（案）の公表 

・ 都市再生プロジェクトの第四次指定 

2003/1/30 国土交通省 民間都市再生事業計画の第 1号認定 

・ 都営南青山一丁目団地建替事業（民間事業者：南青山アパートメント㈱を民間都市再

生事業計画に認定 
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時期 主体 主な動き 

2003/2/7 大阪市 都市再生特別地区（心斎橋筋一丁目地区）の指定 

・ そごう大阪店の建替に際して都市再生特別地区を指定 

出所）社会資本整備審議会資料、都市再生本部資料を基に作成 
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2-5 特例制度の変遷における都市再生特別地区の位置づけ 

 

都市再生特別地区と同様に、容積率の緩和を含む都市計画・建築規制の特例制度は数多

く存在する。そこで本節では、その中でも活用件数が多い特定街区、高度利用地区、総合

設計、再開発等促進区を定める地区計画（旧再開発地区計画）を対象に、既往文献を基に

創設目的や制度改正を整理することで、都市再生特別地区の位置づけを明らかにする。 

 

（1）都市計画・建築規制の根拠 

そもそも都市計画や建築規制は、どのような根拠を有しているのであろうか。1919 年に

制定された都市計画法と市街地建築物法（建築基準法の前身）の策定に携わった笠原敏郎

氏は、笠原（1930a、1930b）において都市計画による建築物の制限を用途地域制と形態地

域制に分けて、その根拠を論じている。笠原（1930a、1930b）では用途地域制を各建築物

の固有の機能を完全に発揮する合理的位置を配当するためとし、必要条件として第一に地

勢、地質、風向等の地理、天象に対する関係即ち天然的関係において適当となること、第

二に他の施設との相対的関係即ち人為的関係において適当となることを提示している。一

方、形態地域制は、建築施設の集合の場所の性質に応じて合理的形態を保持するためとし、

具体的に容量統制と形状統制の必要性を提示している。この容量統制とは「建築施設の形

態を統制することによって共通施設（都市施設）の能力を適当に保持すること」、形状統制

とは「建築施設の密集によって引き起こされる採光、通風の相互妨害を適当に矯正するこ

と」としている。 

これらの根拠を拠所として、1919 年に公布された都市計画法と市街地建築物法では、用

途地域制の手段として用途地域制限が設けられた一方で、形態地域制の手段としては容量

統制と形状統制の両方を目的とした高さ制限と建蔽率制限、形状統制のみを目的とした道

路斜線制限が設けられた。その後、1963 年の建築基準法改正では、容量統制を目的とした

高さ制限に代わって容積率制限が導入されることになり、これに伴って形状統制を目的と

した隣地斜線制限が設けられた。また、主に住宅地の市街地環境の確保するための形状統

制として 1970 年に北側斜線制限が設けられるとともに、日照紛争の増加に伴って 1976 年

に日影規制制限が設けられることとなった。これは形状統制の根拠とされた採光、通風の

確保に加えて、社会経済情勢の変化に伴って日照の確保という事項が新たに形状統制の根

拠に追加されたことを意味している。 

 

（2）特例制度の変遷 

 こうした都市計画・建築規制の例外とする特例制度は、1961 年の建築基準法改正で創設

された特定街区に端を発している。住宅・都市整備公団（1985）では、特定街区創設の背

景として、高度経済成長による大都市への急激な人口流入によって建築物の高層化の必要

性が迫られていたが、敷地単位で高さ制限と建蔽率制限が設定されており、一体的な街区
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で高層建築物を整備するには不都合な点が多かったとしている。そこで一般規制によって

最低水準の市街地環境を確保するという受動的な仕組みを転換するため、積極的に市街地

の整備改善を図ることでより高い水準の市街地環境を実現する特例制度として特定街区が

創設された。特定街区では、高さ制限の代わりに第 1 種（100%）から第 6 種（600%）の

容積率制限が適用されたが、住宅・都市整備公団（1985）によると、特定街区の適用は従

来の高さ制限と建蔽率による可能容積を超えない範囲とされた。これは、従来の一般規制

によって確保する容量統制上の市街地環境と同等を維持することを意味しており、規制手

法を仕様規定型から目的志向型に転換することを意図したといえる。 

その後、1963 年に容積率規制が導入されるのに伴って、特定街区は一体的な街区の整備

に際して、公開空地を確保することで容積率制限や高さ制限を緩和する制度へと改正され

た。住宅・都市整備公団（1985）によると、制度改正の背景として、当時の大都市中心部

では狭小な敷地に高さ制限内で建蔽率一杯に中高層建築物が建設される状況にあり、敷地

統合や建築共同化の促進と共に敷地内に有効な空地を確保する必要性が生じたこととして

いる。また容積率が対価として用いられた理由として「一般規制で定められている容積率

を基準として割増率を設定するという考え方をとり易かったこと、有効空地の面積と割増

率との間に比較的単純な量的比例関係を設けることが分かりやすいこと」などがあったと

している。また柳沢（1997）によれば、1961 年のニューヨーク市におけるゾーニング条例

の改正によって創設されたインセンティブ・ゾーニングも参考とされた。 

こうした公開空地の確保は、形状統制上の市街地環境の向上に寄与する一方で、その対

価として容積率が緩和されるため、容量統制上の市街地環境は低下する恐れがあるといえ

る37。しかし、このような取り組みが全体としての市街地環境の向上に繋がることを鑑みれ

ば、各々の市街地環境の増減は相殺できると判断したと考えられる。 

全体の市街地環境の向上のために一般規制を緩和するという発想は、容積率制限の導入

にあたって1982年に建設省から諮問された日本建築学会都市計画委員会の答申である日本

建築学会都市計画委員会（1964）にも記載されている。この答申では、特定街区の趣旨と

して「各敷地にそれぞれ分散した空地をとってもその効用は少なく、建築物相互の配置も

無関係となって、環境条件は必ずしも適切でなく、景観的にも好ましくない場合が多い。

このため、分画された敷地をできるだけ共同利用し、共同建築とすることが望ましい。（中

略）したがって 1 街区のような規模にまで敷地が統合して利用され、交通処理や相隣関係

が適切となれば、容積形態規制は緩和しても差支えないと考えられる」と明記している。 

 

特定街区改正の 7 年後の 1970 年には建築基準法が改正され、一定規模以上の敷地内に一

定規模以上の空地を確保して総合的に計画される建築物について、容積率制限、高さ制限、

斜線制限を緩和する例外許可規定が各条文に追加された。これは総合設計と名付けられ、

1976 年に各規定の条文は統合されるに至った。高瀬（1969）によると、この総合設計は特

定街区の一般化を図る意図があったとしている。 
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その後、総合設計は、地価高騰によって減少している都心部の住宅供給を回復させるた

め38、1983 年に延床面積の 3 分の 2 以上が住宅である建築物に対して容積率制限をさらに

緩和することとした。翌年には、特定街区においても計画標準の見直しが行われ、空地の

確保だけでなく、住宅や公益施設の導入、歴史的建造物の保全・修復によっても容積率制

限が緩和されることになった。この特定街区の適用条件の拡大は、1983 年に中曽根首相の

指示を受けた建設省が東京都心部の高層化を検討する中で考案された39。具体化な検討は、

建設省から日本都市計画学会に設置された高度利用方策検討研究会（委員長：川上秀光東

大教授）に委託され、従来は空地のみに限定していた適用条件を屋上や建物内の内部空間

や地下広場なども同様とし、さらに大都市中心地域等における住宅の整備、地域の核とな

る複合的な機能（商業・業務、生活・文化等）の整備、地域に寄与する施設等（防災施設・

設備、地域冷暖房、集合駐車場、地下鉄出入口等）の整備、歴史的建造物の保全・修復ま

で拡大することとなった40。住宅・都市整備公団（1985）では、適用条件が多様化した背景

として、高度経済成長期に蓄積された都市環境の未整備、災害の危険性、職住の遠隔化、

交通混雑等といった都市問題が依然として深刻であり、このまま高密化が進めば過密問題

が激化して都市全体の環境悪化と経済不効率化を生じる恐れがあったとしている。 

拡大された適用条件のうち、住宅の整備は、他用途と比較しても都市施設への負荷が時

間的かつ容量的にも異なることに加えて、職住近接によって都市施設への負荷を軽減する

効果も見込まれたため、容量統制上の市街地環境を低下させるものではないと判断され、

新たに適用条件に追加されたと理解することが出来る。しかし、地域の核となる複合的な

機能の整備や歴史的建造物の保全・修復は、他用途と同様に都市施設への負荷を与える可

能性を有しているとの指摘41もあり、住宅の整備と同様に容量統制上の市街地環境を低下さ

せるものではないと判断することは困難である。また都市施設への負荷を与えない地域に

寄与する施設等の整備は、容量統制及び形状統制上の市街地環境を直接的に向上させると

は言い難い。 

そのため、拡大された適用条件の多くは、従来の容量統制や形状統制によって確保され

る市街地環境を向上させるというよりも、都市政策上の課題を解決することで新たな市街

地環境を確保するという役割を有していると考えられる。こうした新たな市街地環境の確

保は、最低水準を定めることが困難であることに加え、民間事業者による協力が不可欠で

あることから、従来の市街地環境と同様に規制によって確保するのではなく、一般規制を

緩和して誘導するという手法が用いられたと考えられる。それゆえ、当時の特例制度であ

った特定街区や総合設計に、都市政策上の課題を解決して市街地環境を確保するという新

たな役割が付与されたと考えられる。 

 

 こうした新たな役割の付与は、再開発事業を通して高度利用と都市機能の更新を目的と

した特例制度である高度利用地区にも導入された。高度利用地区は、1969 年の都市再開発

法の公布によって創設された制度であり、再開発事業の実施予定区域において一定の私権
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を制限することを可能とするため、容積率と建築面積の最低限度を定めるものであった42。

しかし、1975 年の都市再開発法の改正によって再開発事業を予定しない区域にも対象を拡

大し、一定規模以上の空地を有する建築物に対して容積率や建蔽率の最高限度を定めるこ

ととなった。その後、1995 年には特定街区や総合設計に引き続き、延床面積の 4 分の 1 以

上が住宅である建築物や文化・交流施設を設置した建築物の容積率制限をさらに緩和する

こととされた。さらに 2 年後の 1997 年には、建築物の用途に着目して空地の確保を条件と

せずに容積率を緩和する機能更新型高度利用地区を創設した。これは、都市基盤が高水準

に整備されている地区において、老朽化した建築物の建替え併せて都市機能の更新を適切

に誘導するため、延床面積の 3 分の 2 以上が誘導すべき用途である建築物や文化・交流施

設を設置した建築物の容積率制限をさらに緩和するものであった。 

 一方、1980 年の都市計画法及び建築基準法の改正に伴って創設された地区計画にも、容

積率緩和を目的とした再開発地区計画が 1988 年に追加された。再開発地区計画は、産業構

造の変化に伴って発生した大規模な低未利用地の転換を円滑に推進するため、都市基盤と

建築物等を一体的に整備にする計画に基づき、高度利用と都市機能の増進を図ることを目

的として創設された。この再開発地区計画では、建設省の通達43によれば容積率の最高限度

を既存の都市計画で指定されている数値に関係なく定めることが出来るとされたが、東京

都などの運用基準44では骨格的な都市基盤施設等の整備状況に加えて、空地の確保や住宅・

コミュニティ施設・福祉施設等の導入、歴史的・文化的環境の保全などの貢献度を勘案し

て決定されている。 

 

（3）都市再生特別地区の位置づけ 

事前確定型の特例制度における適用条件の拡大によって、これまで開発指導要綱等によ

る上乗せ・横出し規制のみに頼ってきた都市政策上の課題解決を民間事業者による建築活

動の誘導によって大きく進展させた。しかし、特例制度の活用件数の増加に伴って、前節

の都市再生施策の構築において整理したように適用条件の拡大による問題点が徐々に露呈

してきた。 

その問題点を再掲すると、第一の問題は都市政策上の課題解決方法が運用基準によって

限定列挙されており、その評価も詳細な算定式によって積上方式で行われるため、地域の

実情にあわせて創意工夫を行っても適切に評価されないという点である。 

また第二の問題は、既存の都市計画による規制が社会経済情勢の変化に十分に対応して

いないため、現在の規制を基に公共貢献を評価して容積率を積み上げていく方法は合理性

に欠けるのではないかという点である。例えば、遊休化した工場跡地等は容積率が低く抑

えられてきたため、特例制度を用いても従前の容積率が低いため、適正に評価されないと

いう問題を有している。 

さらに第三の問題として、特例制度は民間事業者の責務が詳細に規定される一方で、都

市計画決定や特定自治体庁の許可を行うのか否かという判断は自治体のみが有しており、
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民間事業者の活力を活用して都市政策上の課題解決を行うという観点からみて効果的な関

係となっていないという点である。 

 これらの問題を解決するため、民間事業者からの提案によって都市再生への貢献を適用

条件とし、既存の都市計画に基づく規制を全て適用除外として、新たに都市計画を設定す

る都市再生特別地区及び提案制度が創設されたと位置づけられる。 

 

 こうした民間事業者と自治体が協議を行ったうえで、既存の都市計画に基づく規制を全

て適用除外として新たな都市計画を設定するという特例制度は、1983 年の日本都市計画学

会高度利用方策検討研究会においても検討されていた。住宅・都市整備公団（1985）によ

ると、高度利用方策検討研究会では、特定街区における公共貢献の少なさや現行の都市計

画を基とした緩和等の欠点を克服するため、現行の都市計画の枠を地区の計画の内容によ

って外すことのできる「特定計画地区」制度の提案を行ったとされている。この特定計画

地区とは、都市再開発方針等を受けて、その実現を促進する手法として容積率、建蔽率、

斜線制限、融資、税制、計画助成等のインセンティブにより、民間事業者の再開発活動の

誘導を図ることを目的としたものである。水口（1997）によると、この特定計画地区の概

念は、1980 年代後半の再開発地区計画制度の検討の際にも参考とされたが、民間事業者と

自治体との協議や公共貢献の評価の仕組みは取り入れられない状態で法制化された。 
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2-6 小括 

 

本章をとりまとめると下記の 5 点に集約される。 

 

① 経済対策として発案され選挙対策として実施が決定された都市再生 

都市再生は、不良債権の実質処理のために土地の有効利用を強力に推進することを目的

として発案された。そのため、明確な都市像の実現を最優先する都市政策では無かったが、

少なくとも都市再生に関する検討が行われていた各種委員会では、大都市における都市構

造の抜本的再編や都市機能の充実などが指摘されていた。したがって、必ずしも理念なき

都市政策とは言えない。また、都市再生の本格的検討に至るまでは数年を要したが、最終

的に都市部の支持基盤が低下している自由民主党の選挙対策の一環として都市再生の実施

が決定された。これは石原東京都知事の誕生などによって、大都市の再生に社会的関心が

注目したことが大きいといえる。 

 

② 政権交代によって生まれた民間都市開発投資の促進 

 当初、都市再生施策は大都市向けの公共事業である都市再生プロジェクトの推進が中心

であった。しかし、小泉首相への政権交代によって「従来型公共事業の削減、規制改革、

民間活力」が政権方針として掲げられ、民間都市開発投資を促進するための検討が開始さ

れた。そのため、都市再生特別地区などの大幅な規制緩和や民間都市開発事業に対する金

融支援は、小泉首相の時代であったからこそ発案されたといえる。 

 

③ 一国二制度の社会実験として導入された都市再生施策 

都市再生は、緊急経済対策として、より早期に効果を発現することが期待された。そこ

で都市再生本部では、大幅な規制緩和と金融支援を実施することを考案した。しかし、大

幅な規制緩和を実現するために既存の法制度を抜本的に改正するには、時間的な余裕が無

かった。そこで都市再生本部では「一国二制度」という仕組みを導入し、地域と時間を限

った「社会実験」を行うという特区制度の創設を目指した。こうした特区制度は、関係省

庁との調整で難航することが想定されたが、小泉首相の指示のもとで都市再生本部という

特別の機関が推進しているという特異な立場が大きな推進力となった。この特区制度は、

都市再生緊急整備地域として創設され、その後の構造改革特区制度の創設に大きな影響を

及ぼした。 

 

④ 新たな都市計画をゼロから立案することを意図した都市再生特別地区 

都市再生本部では、規制緩和として既存法制度の運用改善のみならず、特定の地域にお

いて既存の都市計画による規制を全て適用除外とする特例制度の構築を検討した。この特

例制度の構築を検討した国土交通省では、単に既存の都市計画による規制を撤廃するので
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はなく、民間事業者からの提案を踏まえて新たに都市計画を設定する制度の構築を目指し

た。これは、既に自治体が全ての土地利用規制について事前確定的に明示することが困難

であること、都心部では既に特例制度が一般化していること、都市政策における民間事業

者の役割が高まっていることを背景としていた。これにより、都市再生緊急整備地域内で

の特例制度として、都市計画提案制度と都市再生特別地区が創設された。 

 

⑤ 従来の特例制度における課題解決を目指した都市再生特別地区 

都市計画・建築規制を緩和するための特例制度は、仕様規定型の一般規制をより効果的

な目的志向型に転換することを発端として誕生した。その後、特例制度はより高い市街地

環境を実現するため、形状統制上の市街地環境を高める対価として容量統制上の市街地環

境を確保する一般規制を緩和するという仕組みへと変化した。その後、一般規制では確保

することが困難な新たな市街地環境の確保の必要性の高まりとともに、特例制度は新たな

市街地環境の確保の対価として一般規制を緩和するという仕組みへとさらに変化した。し

かし、こうした特例制度の適用条件は、積上方式で評価されていたため民間事業者の創意

工夫を活かすことが出来ず、さらに積上の基礎となる都市計画が社会経済状況の変化に対

応していないなどの問題点が露呈した。そこで民間事業者からの提案による公共貢献を適

用条件とし、既存の都市計画に基づく規制を全て適用除外として、新たに都市計画を設定

する都市再生特別地区及び提案制度が創設されるに至った。 
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第3章 都市再生施策による効果 
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3-1 本章の目的 

 

都市再生施策は、どのくらいの効果を創出したのであろうか。2002 年 7 月の第 1 次指定

から 2007 年 2 月の第 6 次指定にかけて、全国では 65 地域 6,656ha が都市再生緊急整備地

域に指定された。この地域内では、都市再生特別地区等による規制緩和、民間都市再生事

業計画に対する投融資による金融支援や割増償却・固定資産税等による税制措置の活用が

数多く活用されている。 

こうした都市再生施策の効果を取り扱った既往文献は少なく、定量的な分析としては長

らく都市再生本部が公表している都市再生緊急整備地域内の建設投資額や産業連関分析を

用いた経済波及効果のみであった。都市再生本部では、施行から 10 年が経過する中で都市

再生の今日的意義を再確認し、都市再生施策の経済効果を客観的に検証するため、都市再

生の推進に係る有識者ボード（座長：八田達夫・大阪大学招聘教授）に経済効果検討ワー

キンググループを 2012 年 3 月に設置した。筆者は、ワーキンググループ委員として民間都

市開発投資の促進に関連する都市再生施策の経済効果を総合的に分析した。 

本章では、都市再生施策の活用実績を踏まえて、統計指標による都市再生緊急整備地域

の市街地特性の変化を把握する。さらに前述の経済効果を分析したデータを用いて、都市

再生施策による定量的な効果として、地価を用いたヘドニック・アプローチによる分析と

建設投資額を用いた With/Without 分析によって検証する。 
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3-2 都市再生施策の活用実績 

 

（1）都市再生施策の全体像 

都市再生施策は、都市再生の意義及び目標や施策の基本的方針をまとめた都市再生基本

方針の下で展開されている。都市再生本部は、都市再生緊急整備地域ごとに都市再生基本

方針に即した都市再生緊急整備地域の整備に関する方針（地域整備方針）を定める必要が

あり、この方針は都市再生特別地区の指定要件や民間都市再生事業計画の認定要件として

用いられている。この地域整備方針は、「①当該地域の整備の目標、②当該地域において都

市開発事業を通じて増進すべき都市機能に関する事項、③当該地域における都市開発事業

の施行に関連して必要となる公共施設その他の公益的施設の整備に関する基本的な事項、

④その他当該地域における緊急かつ重点的な市街地の整備の推進に関し必要な事項」を定

めるものとされている。これらの都市再生施策に関係する制度・計画・事業の関係を示し

たのが図 3-1 である。 

 

都市再生特別措置法制度

計画

事業

都市再生施策

� 都市再生特別地区、提案制度等の規制緩和

� 民間都市再生事業計画に対する金融支援・税制措置

都市再生基本方針

地域整備方針(地域別に作成)

都市再生の意義及び目標

大都市における都市再生の意義及び目標

都市再生に関する施策の基本的方針

大都市における都市再生に関する施策の基本的方針

地域を指定する政令の立案に関する基準
その他基本的な事項

整備
の目標

公共施設その他の公益的
施設の整備及び管理に関

する基本的事項

緊急かつ重点的な市街地
の整備の推進に関し必要な

事項

法第14条
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（以下「都市再生基本方針」という。）の案を作成
し、閣議の決定を求めなければならない。

法第15条
本部は、都市再生緊急整備地域ごとに、都市再

生基本方針に即して、当該都市再生緊急整備地
域の整備に関する方針（以下「地域整備方針」とい
う。）を定めなければならない。

法第20条（抜粋）
民間事業者は、当該都市再生事業に関する計

画（以下「民間都市再生事業計画」という。）を作成
し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

法第36条（抜粋）
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と認められ

る区域については、都市計画に、都市再生特別地
区を定めることができる。

 
出所）都市再生特別措置法、都市再生基本方針、地域整備方針を基に作成 

図 3-1 都市再生基本方針及び地域整備方針の構成 

 

 

（2）都市再生緊急整備地域の指定実績 

都市再生緊急整備地域の指定実績をまとめたのが表 3-1、図 3-2 及び表 3-2 である。これ

をみると都市再生緊急整備地域は、2002 年 7 月の第 1 次指定から 2007 年 2 月の第 6 次指

定にかけて 65 地域 6,656ha が指定された。第 1 次指定では、主に東京都特別区、横浜市、
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名古屋市、大阪市といった大都市中心部や臨海部に指定されたが、中には守口市や寝屋川

市といった中小都市も指定された。このうち守口市は、地下鉄谷町線大日駅周辺にあった

三洋電機㈱工場跡地の土地利用転換と周辺の密集市街地整備を目的に守口大日地域として

指定され、寝屋川市は京阪本線寝屋川市駅周辺の密集市街地における市街地再開発事業の

推進を目的に寝屋川市駅東地域として指定された。何れの地域も他の都市再生緊急整備地

域と比較しても狭小であり、想定されていた民間都市開発投資も少なかったが、都市再生

本部事務局担当職員に対するヒアリング調査によると都市再生の検討に関与してきた大阪

府に配慮して指定されたとしている。第 2 次指定では、札幌市、仙台市、京都市、神戸市、

北九州市、福岡市などの地方政令指定都市中心部や臨海部、向日市、長岡京市、尼崎市、

高松市といった地方都市に指定された。このうち向日市や尼崎市は駅周辺の大規模工場跡

地の土地利用転換、長岡京市や高松市は中心市街地の活性化を目的として指定された。そ

の後、第 3 次指定以降も同様に、大都市のみならず地方都市にも幅広く指定されていった。 

2007 年以降、新たな指定は行われなかったが、民主党への政権交代によって策定された

新成長戦略（2010 年 6 月 18 日閣議決定）において、大都市の成長戦略の策定が早期実施

事項として掲げられた。これにより 2011 年 4 月には都市再生特別措置法が改正され、翌年

2 月には都市再生緊急整備地域の追加・統合及び特定都市再生緊急整備地域の指定が行われ

た。これにより、2013 年 7 月末時点で都市再生緊急整備地域は 62 地域 8,037ha（うち特

定都市再生緊急整備地域は 11 地域 3,607ha）指定されている。地域別に面積割合をみると、

東京圏 49％（3,966ha）、近畿圏 23％（1,887ha）、地方圏 27％（2,184ha）と東京圏が過

半を占めているが、地方圏も一定程度指定されている。なお本章では、指定されてから一

定期間を経た効果を分析するため、第 6 次指定までの 65 地域 6,656ha を対象に分析する。 

 

表 3-1 都市再生緊急整備地域の変遷 

時期 指定範囲 指定地域 

第 1次指定 

(2002/7/24) 

17 地域 3,515ha 東京都特別区、横浜市、名古屋市、大阪市、堺市、守口市、寝屋川市 

第 2指定 

(2002/10/25) 

28 地域 2,254ha 札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、京都市、向日市、長岡京

市、神戸市、尼崎市、高松市、北九州市、福岡市 

第 3次指定 

(2003/7/18) 

9 地域 368ha さいたま市、柏市、川崎市、相模原市、岐阜市、静岡市、岡山市、広

島市、那覇市 

第 4次指定 

(2004/5/12) 

10 地域 321ha 藤沢市、厚木市、仙台市、川口市、堺市、豊中市、高槻市、寝屋川市、

福山市 

第 5次指定 

(2005/12/28) 

1 地域 139ha 東京都渋谷区 

第 6次指定 

地域拡大 

(2007/2/28) 

1 地域 40ha 

拡大：1地域 

浜松市 

大阪市の 1地域拡大 

地域拡大 

(2011/11/16) 

拡大：3地域 川崎市、名古屋市、福岡市の 3地域拡大 
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時期 指定範囲 指定地域 

地域統合 

地域拡大 

第 7次指定 

新規指定 

(2012/1/25) 

統合：65⇒61 地域 

拡大:6 地域 

追加：2地域 235ha 

新規:11 地域 

3,396ha 

地域統合（東京駅・有楽町駅周辺地域、環状二号線新橋・赤坂・六本

木地域、東京臨海地域を東京都心・臨海地域に統合、横浜駅周辺地域、

横浜みなとみらい地域を横浜都心・臨海地域に統合、博多駅周辺地域、

福岡天神・渡辺通地域を福岡都心地域に統合） 

東京都、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市、福岡市の 6地域拡大 

都市再生緊急整備地域の追加指定（東京都港区、大阪市） 

特定都市再生緊急整備地域の新規指定（札幌市、東京都特別区、横浜

市、川崎市、名古屋市、大阪市、福岡市） 

地域統合 

地域拡大 

(2013/7/12) 

統合：63⇒62 地域 

拡大:4 地域 

地域統合（札幌駅・大通駅周辺地域、札幌駅北四条東六丁目周辺地域

を札幌都心地域に統合） 

札幌市、京都市、神戸市、岡山市の 4地域拡大 

出所）内閣官房地域活性化統合事務局プレスリリースを基に作成 

 

②札幌都心地域

②仙台駅西・一番町地域
④仙台長町駅東地域

③さいたま新都心駅周辺地域
④川口駅周辺地域

②千葉蘇我臨海地域
②千葉駅周辺地域
②千葉みなと駅西地域
③柏駅周辺地域

①東京都心・臨海地域
①秋葉原・神田地域
⑦品川駅・田町駅周辺地域
①新宿駅周辺地域
①環状四号線新宿富久沿道地域

①大崎駅周辺地域
⑤渋谷駅周辺地域

②横浜山内ふ頭地域
①横浜都心・臨海地域
②戸塚駅周辺地域
②横浜上大岡駅西地域
②川崎殿町・大師河原地域

②浜川崎駅周辺地域
③川崎駅周辺地域
④辻堂駅周辺地域
③相模原橋本駅周辺地域
④本厚木駅周辺地域

③岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域

③東静岡駅周辺地域
⑥浜松駅周辺地域

①大阪駅周辺・中之島・御堂筋
周辺地域

⑦大阪ビジネスパーク駅周辺
・天満橋駅周辺地域

①難波・湊町地域

①阿倍野地域
①大阪コスモスクエア駅周辺地域

①堺鳳駅南地域
④堺東駅西地域
①堺臨海地域
④千里中央駅周辺地域
④高槻駅周辺地域

①守口大日地域
④寝屋川萱嶋駅東地域
①寝屋川市駅東地域

②神戸ポートアイランド西地域
②神戸三宮駅周辺・臨海地域
②尼崎臨海西地域
②西日本旅客鉄道尼崎駅北地域

③岡山駅周辺・表町地域

③広島駅周辺地域
④福山駅南地域

②名古屋千種・鶴舞地域
①名古屋駅周辺・伏見・栄地域
②名古屋臨海地域

③那覇旭橋駅東地域

②小倉駅周辺地域
②北九州黒崎駅南地域
②福岡香椎・臨海東地域
②福岡都心地域

②高松駅周辺・丸亀町地域

②京都駅周辺地域
②京都南部油小路通沿道地域
②京都久世高田・向日寺戸地域
②長岡京駅周辺地域

 

出所）内閣官房地域活性化統合事務局プレスリリースを基に作成、注）図中番号は指定時期 

図 3-2 都市再生緊急整備地域の指定状況（2013 年 7 月末） 

 

表 3-2 都市再生緊急整備地域の指定状況（2013 年 7 月末） 

都市名 地域名 指定面積 指定時期 

北海道 札幌市 札幌都心地域(2013/7:2 地域統合) 225ha 第 2 次指定 

宮城県 仙台市 
仙台駅西・一番町地域 79ha 第 2 次指定 

仙台長町駅東地域 46ha 第 4 次指定 

埼玉県 
さいたま市 さいたま新都心駅周辺地域 47ha 第 3 次指定 

川口市 川口駅周辺地域 68ha 第 4 次指定 

千葉県 千葉市 千葉蘇我臨海地域 116ha 第 2 次指定 
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都市名 地域名 指定面積 指定時期 

千葉駅周辺地域 28ha 第 2 次指定 

千葉みなと駅西地域 21ha 第 2 次指定 

柏市 柏駅周辺地域 20ha 第 3 次指定 

東京都 

千代田・中央・

港・江東区 
東京都心・臨海地域(2012/1:3 地域統合) 1,991ha 第 1 次指定 

千代田・台東区 秋葉原・神田地域 157ha 第 1 次指定 

港、品川区 品川駅・田町駅周辺地域 184ha 第 7 次指定 

新宿区 
新宿駅周辺地域 220ha 第 1 次指定 

環状四号線新宿富久沿道地域 8ha 第 1 次指定 

品川区 大崎駅周辺地域 61ha 第 1 次指定 

渋谷区 渋谷駅周辺地域 139ha 第 5 次指定 

神奈川県 

横浜市 

横浜山内ふ頭地域 7ha 第 2 次指定 

横浜都心・臨海地域(2012/1:2 地域統合) 252ha 第 1/2次指定

戸塚駅周辺地域 20ha 第 2 次指定 

横浜上大岡駅西地域 7ha 第 2 次指定 

川崎市 

川崎殿町・大師河原地域 364ha 第 2 次指定 

浜川崎駅周辺地域 104ha 第 2 次指定 

川崎駅周辺地域 66ha 第 3 次指定 

藤沢市 辻堂駅周辺地域 30ha 第 4 次指定 

相模原市 相模原橋本駅周辺地域 36ha 第 3 次指定 

厚木市 本厚木駅周辺地域 20ha 第 4 次指定 

岐阜県 岐阜市 岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域 30ha 第 3 次指定 

静岡県 
静岡市 東静岡駅周辺地域 51ha 第 3 次指定 

浜松市 浜松駅周辺地域 40ha 第 6 次指定 

愛知県 名古屋市 

名古屋千種・鶴舞地域 24ha 第 2 次指定 

名古屋駅周辺・伏見・栄地域（2002/10：名称変更） 385ha 第 1/2次指定

名古屋臨海地域（2011/11：名称変更） 145ha 第 2 次指定 

京都市 京都市 
京都駅周辺地域（2013/7：名称変更） 89ha 第 2 次指定 

京都南部油小路通沿道地域 213ha 第 2 次指定 

京都府 
京都市、向日市 京都久世高田・向日寺戸地域 28ha 第 2 次指定 

長岡京市 長岡京駅周辺地域 8ha 第 2 次指定 

大阪府 

大阪市 

大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 490ha 第 1 次指定 

大阪ビジネスパーク駅周辺・天満橋駅周辺地域 51ha 第 7 次指定 

難波・湊町地域 36ha 第 1 次指定 

阿倍野地域 21ha 第 1 次指定 

大阪コスモスクエア駅周辺地域 154ha 第 1 次指定 

堺市 

堺鳳駅南地域 70ha 第 1 次指定 

堺東駅西地域 27ha 第 4 次指定 

堺臨海地域 95ha 第 1 次指定 

豊中市 千里中央駅周辺地域 15ha 第 4 次指定 

高槻市 高槻駅周辺地域 34ha 第 4 次指定 

守口市 守口大日地域 80ha 第 1 次指定 

寝屋川市 
寝屋川萱嶋駅東地域 49ha 第 4 次指定 

寝屋川市駅東地域 11ha 第 1 次指定 
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都市名 地域名 指定面積 指定時期 

兵庫県 

神戸市 
神戸ポートアイランド西地域 273ha 第 2 次指定 

神戸三宮駅周辺・臨海地域（2013/7：名称変更） 96ha 第 2 次指定 

尼崎市 
尼崎臨海西地域 24ha 第 2 次指定 

西日本旅客鉄道尼崎駅北地域 23ha 第 2 次指定 

岡山県 岡山市 岡山駅周辺・表町地域（2013/7：名称変更） 113ha 第 3 次指定 

広島県 
広島市 広島駅周辺地域 73ha 第 3 次指定 

福山市 福山駅南地域 11ha 第 4 次指定 

香川県 高松市 高松駅周辺・丸亀町地域 51ha 第 2 次指定 

福岡県 

北九州市 
小倉駅周辺地域 52ha 第 2 次指定 

北九州黒崎駅南地域 58ha 第 2 次指定 

福岡市 
福岡香椎・臨海東地域 335ha 第 2 次指定 

福岡都心地域(2012/1:2 地域統合) 455ha 第 2/4次指定

沖縄県 那覇市 那覇旭橋駅東地域 11ha 第 3 次指定 

出所）内閣官房地域活性化統合事務局プレスリリースを基に作成 

 

 

（3）都市再生特別地区の活用実績 

都市再生特別地区の活用実績をまとめたのが図 3-3 及び表 3-3 である。これをみると都市

再生特別地区は、2003 年 2 月の心斎橋筋一丁目地区（大阪市）に指定された後、2013 年 3

月末時点で 60 地区が指定されている。地区数が最も多いのは東京都の 24 地区であり、次

いで大阪市の 15 地区、名古屋市の 6 地区である。 

北3西4地区
北2西4地区

一番町三丁目南地区
中央一丁目広瀬通地区

浜松町二丁目4地区
渋谷二丁目21地区
西新宿一丁目7地区
丸の内1-1地区
大手町地区

丸の内2-1地区
淡路町二丁目西部地区
大手町一丁目6地区
神田駿河台三丁目9地区
丸の内二丁目7地区

神田駿河台四丁目6地区
丸の内一丁目1-12地区
大手町一丁目1地区
日本橋室町東地区
銀座四丁目6地区

京橋二丁目16地区
京橋二丁目3地区
銀座四丁目12地区
京橋三丁目1地区
銀座六丁目10地区
日本橋二丁目地区
大崎駅西口E東地区
大崎駅西口A地区
北品川五丁目第１地区

浜松駅前旭・砂山地区

山内ふ頭周辺地区

心斎橋筋一丁目地区
淀屋橋地区
梅田二丁目地区
角田町地区
大阪駅地区

西本町一丁目地区
本町三丁目南地区
小松原町地区
阿倍野筋一丁目地区
大阪駅北地区
中之島四つ橋筋地区
大阪駅西地区
難波五丁目地区
今橋三丁目地区
大深町地区

大学町地区

三宮駅前第1地区

若草町第一地区、第二地区
広島駅南口Bブロック
広島駅南口Cブロック

高松丸亀町商店街A街区
高松丸亀町商店街G街区西及び東

名駅四丁目7番地区
名駅四丁目27番地区
ささしまライブ24地区
名駅一丁目1番地区
名駅三丁目27番地区
名駅四丁目10番地区小倉駅南口東地区

日ノ出町2丁目地区

 

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「都市再生特別地区の指定状況」を基に作成 

図 3-3 都市再生特別地区の指定状況（2013 年 3月末） 
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表 3-3 都市再生特別地区の指定状況（2013 年 3月末） 

認定時期 自治体名 地区名 提案者 

2003/2/7 大阪市 心斎橋筋一丁目地区  

2003/2/14 名古屋市 名駅四丁目 7番地区 東和不動産㈱、㈱毎日新聞社 

2003/7/1 札幌市 北 3西 4地区  

2003/12/25 横浜市 山内ふ頭周辺地区 土地区画整理組合 

2004/1/20 東京都品川区 大崎駅西口 E東地区 ㈱明電舎 

2004/3/30 神戸市 三宮駅前第 1地区 ㈱神戸新聞社 

3004/4/13 香川県高松市 
高松丸亀町商店街 A街区 

及び内町街区 
市街地再開発組合 

2004/10/22 岐阜市 日ノ出町 2丁目地区 ㈱平和ビル 

2004/12/17 大阪市 淀屋橋地区  

2004/12/28 大阪府高槻市 大学町地区 学校法人大阪医科大学 

2005/3/4 大阪市 梅田二丁目地区  

2005/3/4 大阪市 角田町地区   

2005/3/11 東京都品川区 大崎駅西口 A地区 再開発準備組合 

2005/6/15 東京都千代田区 丸の内 1-1 地区  森トラスト㈱ 

2005/6/28 仙台市 一番町三丁目南地区  

2005/7/22 名古屋市 名駅四丁目 27 番地区 学校法人モード学園、三井不動産㈱ 

2006/1/23 東京都千代田区 大手町地区 有限会社大手町開発 

2006/1/23 大阪市 大阪駅地区  

2006/1/27 東京都新宿区 西新宿一丁目 7地区 学校法人モード学園 

2006/3/10 広島市 若草町第一地区、第二地区 大和システム㈱ 

2006/8/8 東京都千代田区 丸の内 2-1 地区 三菱地所㈱ 

2006/12/22 大阪市 西本町一丁目地区  

2007/2/23 大阪市 本町三丁目南地区  

2007/4/6 東京都千代田区 淡路町二丁目西部地区 再開発準備組合 

2007/8/22 東京都千代田区 大手町一丁目 6地区 有限会社東京プライムステージ 

2007/8/22 東京都中央区 日本橋室町東地区 三井不動産㈱、野村不動産㈱ 

2007/8/22 東京都品川区 北品川五丁目第１地区 再開発準備組合 

2007/8/22 札幌市 北 2西 4地区 三井不動産㈱、日本郵政㈱ 

2007/10/10 仙台市 中央一丁目広瀬通地区 仙台中央開発特定目的会社、東京建物㈱ 

2007/11/16 北九州市 小倉駅南口東地区  

2007/11/16 大阪市 小松原町地区  

2008/2/22 大阪市 阿倍野筋一丁目地区  

2008/3/7 大阪市 大阪駅北地区  

2008/3/7 東京都中央区 銀座四丁目 6地区 ㈱三越 

2008/3/26 東京都渋谷区 渋谷二丁目 21 地区 東京急行電鉄㈱ 

2008/5/30 広島市 広島駅南口 Bブロック  

2008/5/30 大阪市 中之島四つ橋筋地区  

2008/6/20 東京都千代田区 神田駿河台三丁目 9地区 三井住友海上火災保険㈱ 

2008/6/20 東京都中央区 京橋二丁目 16 地区 清水建設㈱ 

2008/12/26 大阪市 大阪駅西地区  

2009/3/6 東京都千代田区 丸の内二丁目 7地区 日本郵政㈱ 
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認定時期 自治体名 地区名 提案者 

2009/5/25 浜松市 浜松駅前旭・砂山地区 遠州鉄道㈱ 

2009/6/22 東京都中央区 京橋二丁目 3地区 再開発準備組合 

2009/6/22 東京都中央区 銀座四丁目 12 地区 松竹㈱、㈱歌舞伎座 

2009/6/30 香川県高松市 
高松丸亀町商店街 G街区 

西及び東 
市街地再開発組合 

2010/3/5 東京都千代田区 神田駿河台四丁目 6地区 駿河台開発特定目的会社 

2010/8/25 東京都中央区 京橋三丁目 1地区 京橋開発特定目的会社他 

2010/8/25 名古屋市 ささしまライブ 24 地区 ささしまライブ 24 特定目的会社 

2010/12/3 名古屋市 名駅一丁目 1番地区 郵便局㈱、名古屋鉄道㈱、東海旅客鉄道㈱ 

2011/4/12 広島市 広島駅南口 Cブロック 市街地再開発準備組合 

2011/8/19 東京都千代田区 丸の内一丁目 1-12 地区 ㈱鉄鋼ビルディング 

2011/11/18 名古屋市 名駅三丁目 27 番地区 三菱地所㈱ 

2011/11/18 大阪市 難波五丁目地区  

2011/11/18 大阪市 今橋三丁目地区  

2011/12/19 東京都中央区 銀座六丁目 10 地区 市街地再開発準備組合 

2011/12/19 東京都中央区 日本橋二丁目地区 市街地再開発準備組合、住友不動産㈱ 

2012/2/29 名古屋市 名駅四丁目 10 番地区 東和不動産㈱ 

2012/6/11 東京都千代田区 大手町一丁目 1地区 三菱地所㈱、JX ホールディングス㈱ 

2012/12/19 東京都港区 浜松町二丁目 4地区 ㈱世界貿易センタービルディング他 

2013/3/8 大阪市 大深町地区 ㈱ヨドバシカメラ 

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「都市再生特別地区の指定状況」を基に作成 

 

 

（4）民間都市再生事業計画の認定実績と金融支援・税制措置の活用実績 

金融支援・税制措置を活用するためには、国土交通大臣から民間都市再生事業計画の認

定を受ける必要がある。この認定には、事業要件として「公共施設の整備を伴う都市開発

事業であること、都市再生緊急整備地域内で行うものであること、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するものであること、事業区域の面積が 1ha 以上であ

ること」を満たす必要がある。また表 3-4 に示したように認定基準として「事業が都市の再

生に著しく貢献するものであると認められること、建築物・公共施設等の整備に関する計

画が地域整備方針に適合するものであること、工事着手の時期・事業施行期間及び用地取

得計画が事業を迅速かつ確実に遂行するために適切なものであること、事業の施行に必要

な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること」が

定められている。 

 

表 3-4 民間都市再生事業計画の認定基準 

「民間都市再生事業計画の認定基準（都市再生特別措置法第 21 条）」 

① 当該都市再生事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果

的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること 
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② 建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであ

ること 

③ 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生事業を迅速かつ確実に遂行

するために適切なものであること 

④ 当該都市再生事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他

の能力が十分であること 

出所）都市再生特別措置法を基に作成 

 

民間都市開再生事業計画に認定された場合、金融支援を活用するには民間都市開発推進

機構又は都市再生ファンド運用㈱に対して申請を行う必要がある。この申請では、金融支

援を活用するため、表 3-5 に示したように 5 つの審査基準を満たす必要がある。この審査

基準を満たすことによって、表 3-6 に示した活用条件に従って無利子貸付、債務保証、出資・

社債等取得の支援を受けることが可能となる。 

 

表 3-5 金融支援を活用するための審査基準 

「無利子貸付、債務保証、出資・社債等取得を活用するための要件」 

① 都市再生緊急整備地域内の事業であること 

② 民間事業者が行う都市開発事業であること 

（民間事業者が行う建築物等の整備に関する事業のうち、道路、公園、広場、緑地等の公共の

用に供する施設の整備を伴う事業であること） 

③ 事業の区域面積が 1ha 以上であること 

（ただし隣接又は近接して一体的に都市開発事業が施行され、これらの事業区域の面積の合計

が 1ha 以上になる場合は 0.5ha 以上となる） 

④ 事業計画について国土交通大臣の認定を受けた事業であること 

（都市再生の観点からみた事業の効果、地域整備方針への適合、事業の施行計画の妥当性、民

間事業者の事業遂行能力 等） 

⑤ 金融支援を行うものが、その実行について適当と判断した事業であること 

出所）一般財団法人民間都市開発推進機構「業務案内」を基に作成 

 

 

表 3-6 各金融支援の活用条件一覧 

無利子貸付  

貸付対象事業 
都市計画施設、再開発等促進区に定められた 2号施設または港湾施設で、自治

体等の公共施設管理者に移管される施設を整備する事業 

貸付 

条件 

貸付限度額 貸付対象事業費に貸付率（都市計画施設は 1/2、2 号施設は 1/3）を乗じた額 

償還期間 償還方法：20 年以内（5年以内の据置期間を含む） 

償還方法 均等半年賦償還（繰上償還あり） 
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債務保証 

保証の対象 
認定民間事業者の借入又は発行する社債に係る債務、認定民間事業者から認定

建築物等を取得する者が行う資金の借入又は発行する社債に係る債務 

保証 

条件 

保証限度額 「総事業費の 30％」又は「公共施設等の整備に要する額」の何れか少ない額 

保証期間 借入：借入から完済までの期間、社債：発行から償還までの期間 

保証料 
民都が事業リスク等の審査を行ったうえで、一般の金融情勢に応じ、金融機関

の保証料率等を勘案して事業毎に定める 

出資・社債等取得 

取得の対象 
認定民間事業者に対する出資又は発行する社債の取得、認定民間事業者から認

定建築物等を取得する者に対する出資、またはその発行する社債の取得 

取得 

条件 

取得限度額 「総事業費の 50％」又は「公共施設等の整備に要する額」の何れか少ない額 

取得期間 事業の開始から安定稼動までの期間 

その他条件 
その他の条件については、事業毎にその事業リスク等に応じて、都市再生ファ

ンドと民間事業者間で協議して定める 

出所）一般財団法人民間都市開発推進機構「業務案内」を基に作成 

 

一方、税制措置は、民間都市再生事業計画の認定を受けた後、各税務当局に対して申請

を行う必要がある。表 3-7 に示したように税制措置では「認定民間事業者による事業用地取

得に係る課税の特例（不動産取得税、登録免許税）、認定民間事業者の建築物の整備に係る

課税の特例（所得税、法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税）、従

前地権者から認定民間事業者への事業用地譲渡に係る課税の特例（所得税、法人税）」を受

けることが出来る。 

 

表 3-7 各税制措置の支援内容一覧 

対象者 段階 税目 対象 減免内容 

民間事

業者 

事業準備段階 
登録免許税 土地 軽減税率 1.0％→0.8％ 

不動産取得税 土地 課税標準 1/5 控除 

事業着工段階 

所得税・法人税 償却資産 5 割増償却（5 年間） 

登録免許税 建物 軽減税率 0.4％→0.3％ 

不動産取得税 建物 課税標準 1/5 控除 

固定資産税 

都市計画税 
ロビー等 課税標準 1/2 控除（5 年間） 

地権者 事業準備段階 所得税・法人税 土地・建物 100％課税繰延 

出所）内閣府「地域活性化総合サイト（http://www.chiiki-info.go.jp）」を基に作成 

 

2013 年 3 月末時点の民間都市再生事業計画の認定状況を整理したのが図 3-4 及び表 3-8

である。民間都市再生事業計画に認定されているのは 63 事業であり、東京都 33 件、大阪

市 8 件、名古屋市 5 件となっている。このうち、金融支援が決定しているものは 15 件あり、

債務保証 4 件、無利子貸付 3 件、社債取得 7 件、メザニン支援 1 件、出資 1 件となってい

る。 
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南青山一丁目団地建替プロジェクト
有明南LM2・3区画開発事業
UDXビル計画
晴海2丁目地区都市再生事業
東京ミッドタウンプロジェクト
勝どき六丁目地区再開発事業
東京駅八重洲口開発事業
大崎西口開発計画
大手町地区第一次再開発事業
赤坂五丁目TBS開発計画
フジテレビ臨海副都心スタジオ計画
豊洲二丁目商業施設建設事業
三菱商事ビル建替計画
有明南プロジェクト
虎ノ門・六本木再開発事業
東五反田地区（開発計画
四丁目12地区建設事業
京橋3-1プロジェクト
日本橋室町東地区開発計画
神田駿河台４－６計画

晴海二丁目第2-4街区計画
新橋・虎ノ門再開発事業
新宿イーストサイドスクエア計画
豊洲3-2街区ビル計画
21・25森ビル建替計画

丸の内1-4計画
赤坂一丁目再開発事業
大手町1‐1計画A棟
新・新ダイビル開発計画
大手町1－6計画

新鉄鋼ビル建替計画
日本橋室町東地区開発計画
京橋トラストタワー新築事業

三洋電機・大日地区開発計画
堺第2区臨海部開発事業
なんばパークス2期事業
千里中央地区再整備事業
大阪駅改良・新北ビル開発事業
大阪駅北地区先行開発区域事業
梅田阪急ビル建替事業
難波再開発地区Ｃ街区プロジェクト
中之島３丁目共同開発第３期計画
大阪・中之島プロジェクト
阿倍野筋一丁目都市再生事業

三宮駅前第1地区都市再生事業

高松丸亀町商店街都市再生事業

川崎駅西口堀川町地区開発事業
MM50街区W地区開発プロジェクト
MM21-28街区開発計画
日本金属工業跡地開発事業
ラゾーナ川崎Ｃ地区開発計画

湘南辻堂A-1街区プロジェクト
川崎生命科学センター整備事業
ＭＭ21－46街区プロジェクト新天神地下街建設事業

名駅四丁目7番地区ビル建設事業
千種二丁目地区共同開発事業
名駅三丁目27番地区建設事業
名駅一丁目１番計画建設事業
中京テレビ新社屋建設事業

京都駅南開発計画

北2条西4丁目地区都市再生事業

サッポロビール工場跡地開発事業

 

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「民間都市再生事業計画の認定状況」及び一般財団法人民間都市開

発推進機構「業務実績一覧」を基に作成 

図 3-4 民間都市再生事業計画の認定状況（2013 年 3 月末） 

 

表 3-8 民間都市再生事業計画の認定状況（2013 年 3 月末） 

認定時期 事業名 民間事業者名 支援種別 

2003/1/30 
南青山一丁目団地建替プロジェクト 

（東京都港区） 
南青山アパートメント㈱ 社債取得 

2003/5/19 
臨海副都心有明南 LM2・3 区画開発事業  

（東京都江東区） 
㈱テーオーシー  

2003/10/24 
（仮称）UDX ビル計画（秋葉原 3-1 街区）  

（東京都千代田区） 

ユーディーエックス 

特定目的会社 
 

2003/12/26 
（仮称）名駅四丁目 7番地区共同ビル建設事業 

（名古屋市） 

東和不動産㈱、トヨタ自動

車㈱、㈱毎日新聞社 
 

2004/2/27 
晴海 2丁目地区都市再生事業  

（東京都中央区） 
三菱地所㈱ 無利子貸付 

2004/3/5 
三洋電機・大日地区開発計画  

（大阪府守口市） 
三洋電機㈱  

2004/3/5 
新天神地下街建設事業  

（福岡市） 
福岡地下街開発㈱ 債務保証 

2004/5/14 
（仮称）東京ミッドタウンプロジェクト  

（東京都港区） 

農協組合連合会、積水ハウ

ス㈱、富国生命保険相互会

社等 

 

2004/12/10 
勝どき六丁目地区市街地再開発事業  

（東京都中央区） 
勝六再開発㈱  
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認定時期 事業名 民間事業者名 支援種別 

2004/12/10 
（仮称）川崎駅西口堀川町地区開発事業  

（川崎市） 

東芝不動産㈱、三井不動産

㈱ 
 

2004/12/10 
（仮称）東京駅八重洲口開発事業  

（東京都千代田区､中央区） 

東日本旅客鉄道㈱、三井不

動産㈱等 
 

2004/12/10 
三宮駅前第 1地区都市再生事業  

（神戸市） 
㈱神戸新聞会館 無利子貸付 

2005/2/4 
（仮称）堺第 2区臨海部開発事業  

（大阪府堺市） 

新日本製鐵㈱、㈱島忠、ギ

ガスケーズデンキ㈱ 
無利子貸付 

2005/2/4 
サッポロビール埼玉工場跡地開発事業  

（川口市） 

㈱イトーヨーカ堂、㈱サッ

ポロスポーツプラザ等 
 

2005/3/11 
（仮称）大阪駅西口開発計画  

（東京都品川区） 

㈱明電舎、㈱世界貿易セン

タービルディング 
 

2005/3/15 
千種二丁目（仮称）地区共同開発事業  

（名古屋市） 
イオン㈱、㈱メガロス  

3005/8/30 
なんばパークス 2期事業 

（大阪市） 
南海都市創造㈱、㈱高島屋  

2005/11/18 
（仮称）大手町地区第一次再開発事業 

（東京都千代田区） 
有限会社大手町開発  

2006/1/25 
高松丸亀町商店街民間都市再生事業 

（香川県高松市） 

高松丸亀町商店街振興組

合等 
出資 

2006/3/23 
(仮称）赤坂五丁目 TBS 開発計画 

（東京都港区） 
㈱東京放送  

2006/3/23 
(仮称）フジテレビ臨海副都心スタジオ計画 

（東京都江東区） 
㈱フジテレビジョン  

2006/6/19 
豊洲二丁目 4-1 街区・6街区商業施設建設事業 

（東京都江東区） 
三井不動産㈱  

2006/11/20 
三菱商事ビル・古河ビル・丸ノ内八重洲ビル建

替計画（東京都千代田区） 
三菱地所㈱  

2006/11/28 
みなとみらい 50 街区 W地区開発プロジェクト 

（神奈川県横浜市） 

特定目的会社 PD みなとみ

らい等 
社債取得 

2007/3/29 
（仮称）MM21-28 街区開発計画 

（神奈川県横浜市） 
㈱テーオーシー  

2008/9/2 
千里中央地区再整備事業 

（大阪府豊中市） 
㈱西大阪地所 社債取得 

2009/3/16 
有明南プロジェクト 

（東京都江東区） 
有明南Ａ特定目的会社 社債取得 

2009/3/18 
日本金属工業相模原事業所跡地開発事業 

（神奈川県相模原市） 

日本金属工業㈱、㈱イトー

ヨーカ堂、三菱地所㈱等 
 

2009/5/10 
大阪駅改良・新北ビル開発・アクティ大阪増築

事業（大阪市） 

西日本旅客鉄道㈱、大阪タ

ーミナルビル㈱ 
 

2009/10/21 
虎ノ門・六本木地区第一種市街地再開発事業 

（東京都港区） 

虎ノ門・六本木地区市街地

再開発組合 

社債取得 150

億円、債務保

証 50 億円 

2009/12/9 
（仮称）京都駅南開発計画 

（京都府京都市） 
清水建設㈱  
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認定時期 事業名 民間事業者名 支援種別 

2010/2/24 
（仮称）東五反田地区（B地区）開発計画 

（東京都品川区） 
東洋製罐㈱  

2010/2/24 
（仮称）銀座四丁目 12 地区建設事業 

（東京都中央区） 

KS ビルキャピタル特定目

的会社、㈱歌舞伎座 

社債取得 

100 億円 

2010/2/24 
大阪駅北地区先行開発区域Ａ地区・Ｂ地区開発

事業（大阪市） 

三菱地所㈱、エヌ・ティ・

ティ都市開発㈱等 

社債取得 

300 億円 

2010/3/15 
梅田阪急ビル建替事業 

（大阪市） 
阪急電鉄㈱  

2010/7/12 
（仮称）京橋 3-1 プロジェクト 

（東京都中央区） 

京橋開発特定目的会社、 

片倉工業㈱等 

債務保証 

50 億円 

2010/8/24 
日本橋室町東地区開発計画 

（東京都中央区） 

三井不動産㈱、 

野村不動産㈱等 
 

2010/10/25 
（仮称）神田駿河台４－６計画 

（東京都千代田区） 
駿河台開発特定目的会社 

債務保証 

50 億円 

2011/3/28 
難波再開発地区Ｃ街区プロジェクト 

（大阪市） 
南海電気鉄道㈱  

2011/3/28 
（仮称）晴海二丁目第 2-4 街区計画 

（東京都中央区） 

晴海二丁目開発 

特定目的会社 
 

2011/3/28 
（仮称）ラゾーナ川崎Ｃ地区開発計画 

（神奈川県川崎市） 
NREG 東芝不動産㈱  

2011/10/18 
湘南辻堂 A-1 街区プロジェクト 

（神奈川県藤沢市） 

特定目的会社湘南辻堂イ

ンベストメント 
 

3012/1/16 
（仮称）丸の内 1-4 計画 

（東京都千代田区） 

三菱地所㈱、住友信託銀行

㈱、㈱三菱東京 UFJ 銀行 
 

2012/3/9 
名駅三丁目 27 番地区建設事業 

（名古屋市） 
三菱地所㈱  

2012/3/21 
環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再

開発事業（東京都港区） 
森ビル㈱ 

メザニン支援

100 億円 

2012/4/18 
新宿イーストサイドスクエア計画 

（東京都新宿区） 
新宿六丁目特定目的会社  

2012/7/12 
（仮称）豊洲 3-2 街区ビル計画 

（東京都江東区） 

㈱IHI、豊洲三丁目開発特

定目的会社 
 

2012/8/8 
中之島３丁目共同開発第３期計画 

（大阪市） 
ダイビル㈱、関電不動産㈱  

2012/9/3 
大阪・中之島プロジェクト 

（大阪市） 
㈱朝日新聞社  

2012/11/21 
（仮称）21・25 森ビル建替計画 

（東京都港区） 

森ビル㈱、平塚ホールディ

ング特定目的会社 
 

2012/12/17 
川崎生命科学・環境研究センター整備事業 

（神奈川県川崎市） 
大成建設㈱  

2013/1/9 
赤坂一丁目地区第一種市街地再開発事業 

（東京都港区） 

赤坂一丁目地区 

市街地再開発組合 
 

2013/2/13 
名駅一丁目１番計画南地区（仮称）建設事業 

（名古屋市） 

東海旅客鉄道㈱、ジェイア

ールセントラルビル㈱ 
 

2013/3/11 （仮称）大手町 1‐1計画 A棟 三菱地所㈱、  
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認定時期 事業名 民間事業者名 支援種別 

（東京都千代田区） JX ホールディングス㈱等 

2013/3/11 
阿倍野筋一丁目地区都市再生事業 

（大阪市） 
近畿日本鉄道㈱  

2013/3/19 
中京テレビ放送株式会社 新社屋建設事業 

（名古屋市） 
中京テレビ放送㈱  

2013/3/19 
新・新ダイビル（仮称）開発計画 

（大阪市） 
ダイビル㈱  

2013/3/19 
（仮称）北 2条西 4丁目地区都市再生事業 

（北海道札幌市） 
三井不動産㈱  

2013/3/22 
（仮称）ＭＭ21－46 街区プロジェクト 

（神奈川県横浜市） 
清水建設㈱  

2013/3/22 
（仮称）大手町 1－6計画 

（東京都千代田区） 

有限会社東京プライム 

ステージ等 
 

2013/3/29 
（仮称）新鉄鋼ビル建替計画 

（東京都千代田区） 
㈱鉄鋼ビルディング  

2013/3/29 
日本橋室町東地区開発計画（第 2期） 

（東京都中央区） 
三井不動産㈱等  

2013/3/29 
京橋トラストタワー新築事業 

（東京都中央区） 
森トラスト㈱  

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「民間都市再生事業計画の認定状況」及び一般財団法人民間都市開

発推進機構「業務実績一覧」を基に作成 

 

 

（5）主な都市再生緊急整備地域の概況 

本項では、都市再生緊急整備地域がどのような地域に指定され、民間都市開発事業が行

われているのかを把握する。対象とする主な都市再生緊急整備地域は、第 4 章及び第 5 章

の事例分析の対象とした東京都心・臨海地域、秋葉原・神田地域、大崎駅周辺地域、渋谷

駅周辺地域、大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域、浜松駅前周辺地域とした。なお、都

市再生緊急整備地域の概況は 2013 年 7 月末時点の内容である。 

 

①東京都心・臨海地域 

東京都都心・臨海地域は、2012 年 1 月に東京駅・有楽町駅周辺地域、環状二号線新橋・

赤坂・六本木地域、東京臨海地域が統合された地域であり、千代田区、中央区、港区、江

東区に 1,991ha が指定されている。何れの地域も第 1 次指定である 2002 年 7 月に指定さ

れた。指定範囲と主な民間都市開発事業は図 3-5 のとおりである。地域整備方針によると、

この地域における整備目標には「日本の経済を牽引する高次の中枢業務機能のほか、商業、

居住、文化、交流など多様な都市機能の集積と、主要幹線道路等の整備による都市基盤の

強化を通じて、国際的なビジネス機能等を備えた拠点としてふさわしい景観にも配慮した

賑わいと魅力のある都市空間を形成」が掲げられており、16 の都市再生特別地区と 27 の民

間都市開発事業計画に指定された民間都市開発事業が展開されている。これは全国の都市
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再生緊急整備地域の中でも最多である。 

大手町・丸の内・有楽町地区では、都市開発事業を通じて増進すべき都市機能として「国

際金融をはじめとする中枢業務拠点にふさわしい高次の業務機能とこれを支える商業・文

化機能等多様な機能の導入、高次の業務機能と高度な専門性を有する業務支援機能の強化、

業務機能を支えアメニティを高める商業・文化・交流・宿泊機能等を強化、業務機能を支

える人材育成・就業者支援・情報通信拠点機能を強化、国際化に対応した教育・医療・情

報提供・カンファレンス・滞在型宿泊機能等を誘導、成田・羽田空港と直結する交通拠点

機能の強化、震災等に対応できる都市防災機能の強化」が掲げられている。 

これらの方針を踏まえて、地域内ではカンファレンス施設や情報発信空間を備えたオフ

ィスビルである大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業、美術館や店舗を備えたオフィ

スビルである丸の内ブリックスクエアが都市再生特別地区や民間都市再生事業計画を活用

して整備されている。 

 

1,000 2,000m0

事業名 大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業

所在地 東京都千代田区大手町一丁目

主用途 事務所、会議場、店舗

事業規模
敷地面積：1.5ha

延床面積：24.0万㎡

事業者 (有)大手町開発

竣工時期 2006年1月

建設投資額 約1,156億円

特例措置等
都市再生特別地区

民間都市再生事業計画

事業名 丸の内ブリックスクエア

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目

主用途 事務所、店舗、美術館

事業規模
敷地面積：1.7ha

延床面積：20.5万㎡

事業者 三菱地所㈱

竣工時期 2009年3月

建設投資額 約650億円

特例措置等
都市再生特別地区

民間都市再生事業計画

 

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「地域整備方針及び地域のプロフィール」を基に作成 

図 3-5 東京都心・臨海地域の指定範囲と主な事業 

 

②秋葉原・神田地域 

秋葉原・神田地域は、秋葉原駅と神田駅を中心に 157ha が指定されており、第 1 次指定

である 2002 年 7 月に指定された。指定範囲と主な民間都市開発事業は図 3-6 のとおりであ

る。地域整備方針によると、この地域における整備目標には「秋葉原駅周辺は大規模低未

利用地の土地利用転換等により電気街と連携した世界的な IT 関連産業拠点を形成、神田地
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域は東京駅周辺等の都市機能とも連携する多様な魅力を持ったにぎわいのある安全で快適

な複合市街地を形成」が掲げられており、3 の都市再生特別地区と 2 の民間都市開発事業計

画に指定された民間都市開発事業が展開されている。 

この地域では、都市開発事業を通じて増進すべき都市機能として「秋葉原地域は IT 関連

産業など新しい産業機能の導入及びこれと連携する商業・業務・交流機能を強化、神田地

域は教育・文化・交流機能を充実するとともに居住機能を強化国際金融をはじめとする中

枢業務拠点にふさわしい高次の業務機能とこれを支える商業・文化機能等多様な機能の導

入」が掲げられている。 

これらの方針を踏まえて、地域内では産学連携施設やコンベンション・カンファレンス

施設等を備えたオフィスビルである秋葉原クロスフィールド、ボランティア支援施設やエ

リアマネジメント活動施設等を備えた分譲マンションとオフィスビルから構成されるワテ

ラスが民間都市開発事業計画や都市再生特別地区を活用して整備されている。 

 

事業名 秋葉原クロスフィールド

所在地 東京都千代田区外神田一丁目、四丁目

主用途 事務所、店舗、展示場、産学連携施設

事業規模
敷地面積：1.5ha

延床面積：21.1万㎡

事業者
ユーディーエックス特定目

的会社、ダイビル、他2社

竣工時期 2006年3月

建設投資額 －

特例措置等 民間都市再生事業計画

事業名 ワテラス

所在地 東京都千代田区神田淡路町二丁目

主用途 分譲住宅、事務所、店舗

事業規模
敷地面積：2.2ha

延床面積：13.3万㎡

事業者 市街地再開発組合

竣工時期 2013年3月

建設投資額 －

特例措置等 都市再生特別地区200 400m0

  

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「地域整備方針及び地域のプロフィール」を基に作成 

図 3-6 秋葉原・神田地域の指定範囲と主な事業 

 

③大崎駅周辺地域 

大崎駅周辺地域は、大崎駅を中心に 61ha が指定されており、第 1 次指定である 2002 年

7 月に指定された。指定範囲と主な民間都市開発事業は図 3-7 のとおりである。地域整備方

針によると、この地域における整備目標には「向上した交通アクセスを活かし大規模低未

利用地の土地利用転換や既成市街地の再構築により、東京のものづくり産業をリードする
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新産業・業務拠点を形成」が掲げられており、3 の都市再生特別地区と 2 の民間都市開発事

業計画に指定された民間都市開発事業が展開されている。 

この地域では、都市開発事業を通じて増進すべき都市機能として「研究開発型産業を核

とする業務・商業・文化・交流・居住などの複合機能を導入、交通利便性を活かし地域内

の連携強化を図るための交通拠点機能を強化、少子高齢化社会への対応を図るため福祉サ

ービスの的確な提供、子どもを生み育てる環境の整備を促進、震災等に対応できる都市防

災機能の強化」が掲げられている。 

これらの方針を踏まえて、地域内では駅前広場や大規模な空地等を備えたオフィスビル

であるシンクパーク、子育て支援施設や作業所等を備えた分譲マンションとオフィスビル

から構成される北品川五丁目第 1 地区第一種市街地再開発事業が都市再生特別地区を活用

して整備されている。 

 

事業名 北品川五丁目第1地区第一種市街地再開発事業

所在地 東京都品川区北品川五丁目

主用途 分譲住宅、事務所、公共公益施設

事業規模
敷地面積：3.6ha

延床面積：25.0万㎡

事業者 市街地再開発組合

竣工時期 2015年5月

建設投資額 －

特例措置等 都市再生特別地区

事業名 シンクパークタワー

所在地 東京都品川区大崎二丁目

主用途 事務所、店舗

事業規模
敷地面積：2.4ha

延床面積：15.2万㎡

事業者
㈱明電舎、㈱世界貿易セ

ンタービルディング

竣工時期 2007年9月

建設投資額 約425億円

特例措置等
都市再生特別地区

民間都市再生事業計画

150 300m0

  

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「地域整備方針及び地域のプロフィール」を基に作成 

図 3-7 大崎駅周辺地域の指定範囲と主な事業 

 

④渋谷駅周辺地域 

渋谷駅周辺地域は、渋谷駅を中心に 139ha が指定されており、第 5 次指定である 2005

年 12 月に指定された。指定範囲と主な民間都市開発事業は図 3-8 のとおりである。地域整

備方針によると、この地域における整備目標には「多世代による先進的な生活文化等の世

界に開かれた情報発信拠点を形成、駅施設の機能更新と再編を契機に周辺地域での街区再

編および開発の連鎖による総合的なまちづくりを推進」が掲げられており、3 の都市再生特
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別地区に指定された民間都市開発事業が展開されている。 

この地域では、都市開発事業を通じて増進すべき都市機能として「世界に開かれた文化・

交流・発信機能やクリエイティブコンテンツ産業等の先進的な業務機能、産業育成機能、

賑わいを強化する商業機能等を積極的に充実・強化、駅前広場や歩行者空間の拡充などに

より交通結節機能を強化 、人口・機能等が特に集積する大規模ターミナル駅周辺において

都市防災機能の一層の充実」が掲げられている。 

これらの方針を踏まえて、地域内ではミュージカル劇場やイベントホール等を備えたオ

フィスビルと商業施設から構成される渋谷ヒカリエ、駅前広場や歩行者デッキ等を整備す

るオフィスビルと商業施設から構成される渋谷駅街区開発計画が都市再生特別地区を活用

して整備されている。 

 

事業名 渋谷ヒカリエ

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目

主用途 店舗、事務所、劇場、多目的ホール

事業規模
敷地面積：1.0ha

延床面積：14.5万㎡

事業者 東京急行電鉄㈱

開業時期 2012年4月

建設投資額 －

特例措置等 都市再生特別地区

事業名 渋谷駅街区開発計画

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目

主用途 事務所、店舗

事業規模
敷地面積：1.5ha

延床面積：27.0万㎡

事業者 東京急行電鉄㈱

開業時期 2027年予定

建設投資額 －

特例措置等 都市再生特別地区250 500m0

  

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「地域整備方針及び地域のプロフィール」を基に作成 

図 3-8 渋谷駅周辺地域の指定範囲と主な事業 

 

⑤大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 

大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域は、大阪駅や中野島駅周辺と御堂筋周辺に 490ha

が指定されており、第 1 次指定である 2002 年 7 月に指定された。指定範囲と主な民間都市

開発事業は図 3-9 のとおりである。地域整備方針によると、この地域における整備目標には

「既存の都市基盤の蓄積等を生かしつつ風格ある国際的な中枢都市機能集積地を形成、特

に大阪駅周辺は梅田貨物駅を早急に移転しその跡地の土地利用転換により先導的な多機能

拠点を形成」が掲げられており、14 の都市再生特別地区と 6 の民間都市再生事業計画に指
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定された民間都市開発事業が展開されている。 

大阪駅周辺では、都市開発事業を通じて増進すべき都市機能として「国際的な中枢業務

機能、学術・研究機能、商業機能、情報発信機能、居住機能等の都市機能のより一層集積

した複合市街地を形成 、歩行者空間の充実や駅前広場の確保等を図り交通拠点機能を強

化」が掲げられている。 

これらの方針を踏まえて、地域内では体験型ショールームやコンベンション・カンファ

レンス施設等を備えたオフィスビルと商業施設から構成されるグランドフロント大阪、駅

前広場や歩行者デッキ等を整備するオフィスビルと商業施設から構成される大阪ステーシ

ョンシティが都市再生特別地区を活用して整備されている。 

 

500 1,000m0

事業名 グランドフロント大阪（大阪駅北地区先行開発地域）

所在地 大阪市北区大深町

主用途 店舗、事務所、分譲住宅、ホテル

事業規模
敷地面積：7.0ha

延床面積：51.0万㎡

事業者
三菱地所㈱、オリックス

不動産㈱、他10社

開業時期 2013年4月

建設投資額 －

特例措置等 都市再生特別地区

事業名 大阪ステーションシティ

所在地 大阪市北区梅田三丁目

主用途 駅、百貨店、店舗、映画館、事務所、ホテル

事業規模
敷地面積：8.0ha

延床面積：43.0万㎡

事業者
西日本旅客鉄道㈱

大阪ターミナルビル㈱

開業時期 2011年5月

建設投資額 約2,100億円

特例措置等 都市再生特別地区

  

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「地域整備方針及び地域のプロフィール」を基に作成 

図 3-9 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域の指定範囲と主な事業 

 

⑥浜松駅前周辺地域 

浜松駅周辺地域は、浜松駅を中心に 40ha が指定されており、第 6 次指定である 2007 年

2 月に指定された。指定範囲と主な民間都市開発事業は図 3-10 のとおりである。地域整備

方針によると、この地域における整備目標には「都市発展を牽引する賑わい・交流の拠点、

新しい価値・モノ・コトを生み出す拠点としての機能の強化」が掲げられており、都市再

生特別地区に指定された民間都市開発事業が展開されている。 

この地域では、都市開発事業を通じて増進すべき都市機能として「広域集客型大型商業

施設の立地誘導、新たな産業の誘致・育成、都心居住の促進による雇用拡大及び都心人口
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の増加、公共交通とユニバーサルデザインに配慮した誰もが楽しめる都心の実現」が掲げ

られている。 

これらの方針を踏まえて、地域内ではイベントホールや市民サービスセンター等を備え

た商業施設である浜松駅前旭・砂山地区再生事業が都市再生特別地区を活用して整備され

ている。 

 

200 400m0

事業名 浜松駅前旭・砂山地区再生事業

所在地 浜松市中区旭町・砂山町

主用途 百貨店、事務所、イベントホール、公共施設

事業規模
敷地面積：1.6ha

延床面積：4.4万㎡

事業者 遠州鉄道㈱

竣工時期 2011年9月

建設投資額 約165億円

特例措置等 都市再生特別地区

事業名 旭・板屋地区第一種市街地再開発事業

所在地 浜松市中区板屋町

主用途 分譲住宅、ホテル、店舗

事業規模
敷地面積：0.5ha

延床面積：2.8万㎡

事業者
旭・板屋地区第一種

市街地再開発組合

竣工時期 2010年11月

建設投資額 約89億円

特例措置等 －

  

出所）内閣官房地域活性化統合事務局「地域整備方針及び地域のプロフィール」を基に作成 

図 3-10 浜松駅前周辺地域の指定範囲と主な事業 

 

 



 
 
 

 

‐68‐ 

 

3-3 都市再生施策による効果検証 

 

3-3-1 統計指標による市街地特性変化の把握 

 

（1）統計指標による市街地特性変化の把握方法 

都市再生施策の効果を検証するにあたって、まずは統計指標を用いて都市再生緊急整備

地域の市街地特性の変化を把握する。都市再生緊急整備地域は、町丁目単位で指定されて

いるため、これまで統計指標を用いた定量的な評価は行われてこなかった。そこで本分析

では、町丁目単位の統計表が存在する下記の統計から都市再生緊急整備地域内の人口、事

業所数、従業者数、商品販売額、地価の変化から、都市再生緊急整備地域における市街地

特性の変化を把握する。 

 

� 人口、世帯数：総務省「国勢調査 小地域統計」 

� 事務所数、従業者数：総務省「事業所・企業統計調査 町丁目編」「経済センサス基

礎調査 町丁・大字別集計」 

� 年間商品販売額、売場面積：経済産業省「商業統計調査 町丁目別集計」 

� 平均地価水準：国土交通省「地価公示」 

 

（2）都市再生緊急整備地域全体の変化 

 都市再生緊急整備地域の統計指標の合計又は平均値の変化を整理したのが表 3-9 である。

これをみると、殆どの指標において指定後の増加がみられる。また、都市内における都市

再生緊急整備地域の影響力を表した占有率の変化では、商業を除いた各分野において影響

力が高まっている。 

 

表 3-9 都市再生緊急整備地域全体の統計指標の変化 

分野 期間 
実数 占有率※1 

指定前 指定後 指定前 指定後 

人口 

関連 

人口 2000⇒10 年 504,173 702,752 1.5% 2.0% 

世帯数 2000⇒10 年 239,247 364,399 1.3% 1.8% 

業務 

関連 

事業所数 2001⇒06 年 216,265 211,250 10.5% 10.4%
※2

 

従業者数(千人) 2001⇒06 年 3,748 3,905 16.8% 17.8%
※2

 

商業 

関連 

年間商品販売額（億円） 2002⇒07 年 107,243 108,794 17.2% 16.2% 

売場面積（千㎡） 2002⇒07 年 4,729 5,165 12.8% 12.7% 

平均地価水準 2001⇒11 年 1,796,137 2,505,846 6.5 倍
※3

 8.6 倍
※3

 

※1：占有率とは、自治体（特別区又は市）全体の各指標値に対する割合である。 

※2：2009 年に実施された総務省「経済センサス」は、総務省「事業所・企業統計調査」と調査手法が異なっているた

め、占有率のみ 2009 年の値で算出している。 

※3：地価水準の占有率は、全国平均値に対する倍率である。 
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（3）地域内人口の変化 

地域内人口の変化をみたのが図 3-11 である。これをみると、遊休化した大規模工場跡地

等において住宅を中心とした再開発を行った「川口駅、堺鳳駅南、長岡京駅」は大きく増

加している。例えば、堺鳳駅南では駅南側に位置する約 17ha の東急車輛製造㈱大阪製作所

跡地に 791 戸の分譲住宅と延床面積 14 万㎡の商業施設を開発している。 

一方、木造密集市街地の改善を目的とした「寝屋川萱島駅東、寝屋川市駅東」や、再開

発が延期となった「広島駅」などは人口が減少している。例えば、寝屋川萱島駅東では高

度経済成長期の急激な人口流入に対応するため文化住宅と呼ばれる木造密集市街地の防災

性能を高めるため、大阪府住宅供給公社が主体となって防災街区整備事業を推進しており、

既にいくつかの公園整備は進んでいるが、民間事業者による建設投資は発生していない。 

 

12

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
1617
18

1920

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

414243

44

45

46

48

49

50

51

52
53

54

55

56
57

58

59

6061

62

63

64

65

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-0.5 0 0.5 1 1.5

0
0
年

人
口

占
有

率
年

人
口

占
有

率
年

人
口

占
有

率
年

人
口

占
有

率
（
％

）
（
％

）
（
％

）
（
％

）

00→10年人口占有率増分年人口占有率増分年人口占有率増分年人口占有率増分（（（（p））））

1 札幌駅・大通駅 12 新橋･赤坂･六本木 23 横浜上大岡駅西 34 名古屋臨海高速鉄道駅 45 堺臨海 56 岡山駅東・表町
2 札幌北四条東六丁目 13 秋葉原・神田 24 川崎駅 35 岐阜駅北・柳ヶ瀬通 46 堺東駅西 57 広島駅
3 仙台駅西・一番町 14 東京臨海 25 川崎殿町・大師河原 36 京都駅南 47 守口大日 58 福山駅南
4 仙台長町駅東 15 新宿駅 26 浜川崎駅 37 京都南部油小路通沿道 48 寝屋川市駅東 59 高松駅・丸亀町
5 さいたま新都心駅 16 新宿富久沿道 27 相模原橋本駅 38 京都久世高田・向日寺戸 49 寝屋川萱島駅東 60 小倉駅
6 川口駅 17 大崎駅 28 辻堂駅 39 長岡京駅 50 千里中央駅 61 北九州黒崎駅南
7 千葉蘇我臨海 18 渋谷駅 29 本厚木駅 40 大阪駅･中之島･御堂筋 51 高槻駅 62 福岡香椎・臨海東
8 千葉駅 19 横浜みなとみらい 30 東静岡駅 41 難波・湊町 52 神戸ポートアイランド西 63 福岡天神・渡辺通
9 千葉みなと駅西 20 横浜山内ふ頭 31 浜松駅 42 阿倍野 53 神戸三宮駅南 64 博多駅

10 柏駅 21 横浜駅 32 名古屋千種・鶴舞 43 大阪コスモスクエア駅 54 尼崎臨海西 65 那覇旭橋駅東
11 東京駅・有楽町駅 22 戸塚駅 33 名古屋駅・伏見・栄 44 堺鳳駅南 55 尼崎駅北

1
2

3

5

7

8

9

10

11

12

13

15

17

1920

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

4142
4345

46

50

51

52

53

55

56

58

60

61

63

64

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

 

図 3-11 地域内人口の変化 

 

 



 
 
 

 

‐70‐ 

 

（4）地域内従業者数の変化 

地域内従業者数の変化をみたのが図 3-12 である。これをみると、遊休化していた大規模

工場跡地を商業・業務施設として再開発した「長岡京駅、守口大日、川崎駅」などにおい

て大きく増加している。例えば川崎駅では、駅西口に位置する㈱東芝川崎事業所跡地に延

床面積約 11 万㎡の事務所・ホールや延床面積約 25 万㎡の商業施設を開発している。 

一方、再開発等の事業が竣工に至っていない「高槻駅、那覇旭橋駅東」や、事業化して

いない「浜川崎駅、浜松駅」などは従業者数が減少している。例えば高槻駅では、駅南側

に位置する大阪医科大学建替事業や駅北側に位置する駅北東地区都市開発事業は事業期間

中であるため、一時的に従業者数が減少しているものと思われる。 
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図 3-12 地域内従業者数の変化 
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（5）地域内年間商品販売額の変化 

地域内商品販売額の変化をみたのが図 3-13 である。これをみると、大規模な商業施設が

竣工した「千葉蘇我臨海、堺東駅西、博多駅」などにおいて大きく増加している。例えば

千葉蘇我臨海では、JFE スチール㈱の工場跡地に約 15 万㎡の商業施設や家電量販店などが

開発されている。一方、地域外の郊外型大規模商業施設と競合しており竣工が遅れている

「柏駅、本厚木駅、相模原橋本駅」などは商品販売額が減少している。 
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図 3-13 地域内年間商品販売額の変化 
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（6）地域内地価水準の変化 

地域内地価水準の変化をみたのが図 3-14 である。これをみると、「東京駅・有楽町駅、

新橋・赤坂・六本木、新宿駅、渋谷駅」といった東京中心部における地価の増加率が大き

い。一方、「北九州黒崎駅南、小倉駅、高松駅」などの地方都市では、地価の下落率が大き

い。 
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図 3-14 地域内地価水準の変化 
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3-3-2 地価を用いたヘドニック・アプローチによる分析 

 

（1）効果検証方法 

都市再生緊急整備地域内では、大幅な規制緩和と金融支援が実施され、多くの民間都市

開発投資によって建築床面積が大量に供給された。そのため、指定地域内の土地は地域外

よりも従業者密度が高まり、従業者同士の対面的接触に要する時間費用が節約されること

を通じて生産性が向上し、その結果として地価の上昇が想定される1。そこで本項では、地

域内外の地価をヘドニック・アプローチによる分析によって検証することで都市再生施策

による効果を明らかにする。 

分析の手順は、目的変数と地価を決定する要因と考えられる説明変数を設定し、多重共

線性を防ぐために説明変数間の相関関係を検証した。次に選定された説明変数を用いて重

回帰分析を行ったうえで t 値の低い説明変数や想定されていた符号条件と異なる説明変数

を除いて地価関数を推計した。なお推計にあたり関数型の選択は、目的変数と説明変数を

線形又は対数を用いて修正済決定係数の高い組み合わせを採用した。 

 

（2）目的変数及び説明変数の設定 

本分析における目的変数及び説明変数を整理したのが表 3-10 である。目的変数は、地域

指定後 10 年間を踏まえて「2011 年地価（円/㎡）」とした。また、説明変数は地価を決定す

る要因として代表的なものである「容積率（％）、最寄駅徒歩時間（分）、都心駅乗車時間

（分）、居住者密度（人/km2）、従業者密度（人/ km2）、用途地域ダミー（商業系、住宅系、

工業系）」を設定した。さらに都市再生緊急整備地域の指定の有無を表すため「都市再生緊

急整備地域ダミー」を導入し、地域内の調査地点を 1、地域外の調査地点を 0 と設定した。

なお、分析対象地域は東京都 23 区を対象とした。 

 

表 3-10 ヘドニック・アプローチで用いた変数 

変数記号 変数名 出所 

Price 2011 年地価（円/㎡） 国土交通省「地価公示」 

FAR 容積率（％） 国土交通省「地価公示」 

CSWT 最寄駅徒歩時間（分） 
国土交通省「地価公示」に掲載されている 

最寄駅までの距離を基に分速 80m として算出 

DSWT 都心駅乗車時間（分） 
最寄駅から東京駅までの乗車時間を 

ジョルダン㈱「乗換案内」により算出 

RED 居住者密度（人/ km2） 総務省「国勢調査」 

WOD 従業者密度（人/ km2） 総務省「国勢調査」、総務省「経済センサス」 

ZON 

ZON-C:商業系用途地域ダミー 

ZON-R:住宅系用途地域ダミー 

ZON-I:工業系用途地域ダミー 

（何れも指定有：1、指定無：0） 

国土交通省「地価公示」 
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変数記号 変数名 出所 

URA 
都市再生緊急整備地域ダミー 

（地域内：1、地域外：0） 
内閣官房「都市再生緊急整備地域を定める政令」 

 

目的変数及び説明変数の基本統計量を整理したのが表 3-11 である。 

 

表 3-11 目的変数及び説明変数の基本統計量 

変数 サンプル数 平均 中央値 最小値 最大値 標準偏差 

Price 1,065 797,150 448,000 170,000 19,800,000 1,422,723 

FAR 1,065 293 200 80 1,300 178 

CSWT 1,065 8 7 0 39 6 

DSWT 1,065 25 25 0 46 9 

RED 1,065 18 6 0 250 33 

WOD 1,065 185 33 1 8,317 569 

 

 

（3）説明変数の選択 

多重共線性を防ぐために説明変数間の相関関係を算出した結果が表 3-12 である。これを

みると、居住者密度（RED）と従業者密度（WOD）、容積率（FAR）と一部の用途地域ダ

ミー（ZON）の相関係数に高い関係がみられた。そのため、地価関数の推計では、居住者

密度（RED）と用途地域ダミー（ZON）を除いて分析を実施する。 

 

表 3-12 説明変数間の相関係数 

 FAR CSWT DSWT RED WOD ZON-C ZON-R ZON-I URA 

FAR 1.000 -0.470 -0.655 0.528 0.711 0.774 -0.688 -0.072 0.378 

CSWT -0.470 1.000 0.275 -0.245 -0.324 -0.455 0.334 0.158 -0.193 

DSWT -0.655 0.275 1.000 -0.449 -0.568 -0.404 0.420 -0.062 -0.356 

RED 0.528 -0.245 -0.449 1.000 0.808 0.366 -0.297 -0.080 0.474 

WOD 0.711 -0.324 -0.568 0.808 1.000 0.482 -0.396 -0.098 0.572 

ZON-C 0.774 -0.455 -0.404 0.366 0.482 1.000 -0.804 -0.232 0.242 

ZON-R -0.688 0.334 0.420 -0.297 -0.396 -0.804 1.000 -0.392 -0.188 

ZON-I -0.072 0.158 -0.062 -0.080 -0.098 -0.232 -0.392 1.000 -0.067 

URA 0.378 -0.193 -0.356 0.474 0.572 0.242 -0.188 -0.067 1.000 

 

 

（4）地価関数の推計 

選択された説明変数を用いて、東京都 23 区 1,065 地点の 2011 年における地価を説明す

る地価関数を推計した結果が表 3-13 である。この地価関数の修正済決定係数は 0.701 と高
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く、全ての説明変数における偏回帰係数の符号条件は当初想定どおりであり、かつ統計的

に有意であった。各説明変数の偏回帰係数をみると、容積率（FAR）、従業者密度（WOD）、

都市再生緊急整備地域ダミー（URA）はプラスに寄与しており、最寄駅徒歩時間（CSWT）

や都心駅乗車時間（DSWT）はマイナスに寄与している。このことから都市再生緊急整備

地域ダミーは、地価にプラスの影響を与えるといえる。また、都市再生緊急整備地域内外

の価格差を明らかにするため、都市再生緊急整備地域ダミーの偏回帰係数を真数変換する

と 1.363 であった。これは、地域外よりも地域内の地価が約 1.36 倍高いことを示している。 

 

表 3-13 東京 23 区における地価関数の推計結果 

変数 偏回帰係数 標準誤差 標準回帰 F 値  t 値 P 値 判定 

FAR 0.001 0.000 0.284 100.2 10.01 1.31E-22 ** 

CSWT -0.028 0.002 -0.236 153.3 -12.38 5.67E-33 ** 

DSWT -0.004 0.002 -0.050 4.8 -2.20 2.83E-02 * 

WOD 0.008 0.001 0.388 203.5 14.27 2.31E-42 ** 

URA 0.310 0.064 0.099 23.3 4.83 1.57E-06 ** 

定数項 13.00 0.071  33672.5 183.50 0.000E+00 ** 

       

修正済決定係数 0.7007      

注）判定は**が 5％有意水準、*が 10％有意水準を満たしていることを示している 

 

( )

 13.00 0.001× 0.028×

0.004× 0.008× 0.310×

ln Price

FAR CSWT

DSWT WOD URA

=

+ −

− + +

                     (1) 

 

 

都市再生緊急整備地域ダミーは、規制緩和や金融支援による影響要素のみならず、支援

策の活用期待などの様々な影響要素が含まれていると考えられる。それでは、都市再生緊

急整備地域内で実際に行われた規制緩和と金融支援は、どのくらいの影響を与えたのだろ

うか。東京都 23 区において規制緩和である都市再生特別地区と既存の規制緩和手法が活用

された地区に該当する地点に「規制緩和ダミー」と、金融支援を活用された地区に該当す

る地点に「金融支援ダミー」を追加して分析を行った。ダミー変数の概要は、表 3-14 のと

おりである。 
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表 3-14 追加分析で用いた変数 

変数記号 変数名 出所 

DREG 
規制緩和ダミー 

（活用地点：１、未活用地点：0） 

東京都都市整備局資料 

（都市再生特別地区、特定街区、高度利用地区、 

再開発等促進区を定める地区計画を対象） 

FINS 
金融支援ダミー 

（活用地点：１、未活用地点：0） 

内閣官房都市再生本部資料 

（民間都市再生事業計画を対象） 

 

その結果、「金融支援ダミー」は説明変数として有意水準を満たすことが出来なかったた

め、「規制緩和ダミー」のみを加えて地価関数を推計した結果が表 3-15 である。この地価

関数の修正済決定係数は前述の推定結果と同程度であり、全ての説明変数の偏回帰係数の

符号条件は当初想定どおりであった。このうち規制緩和ダミーの偏回帰係数を真数変換す

ると 1.435 であった。これは規制緩和が活用された地区は他の地区よりも約 1.44 倍地価が

高いことを示している。一方、都市再生緊急整備地域の偏回帰係数を真数変換すると 1.141

となり、前述の結果よりも大きく下回った。これは、前述の都市再生緊急整備地域ダミー

の中にあった規制緩和の影響が外生化されたためと考えられる。このことから、都市再生

緊急整備地域の影響の大部分は、規制緩和によるものであるといえる。 

 

表 3-15 規制緩和ダミーを追加した地価関数の推計結果 

変数 偏回帰係数 標準誤差 標準回帰 F 値  t 値 P 値 判定 

FAR 0.001 0.000 0.278 97.4 9.87 4.98E-22 ** 

CSWT -0.028 0.002 -0.236 155.7 -12.48 1.92E-33 ** 

DSWT -0.004 0.002 -0.04799 4.5 -2.12 3.40E-02 * 

WOD 0.009 0.001 0.398 214.0 14.63 2.85E-44 ** 

URA 0.132 0.081 0.042 4.6 2.63 2.04E-02 * 

DREG 0.361 0.102 0.080 12.5 3.54 4.21E-04 ** 

定数項 13.00317 0.07048  34037.4 184.49 0.000E+00 ** 

       

修正済決定係数 0.7039      

注）判定は**が 5％有意水準、*が 10％有意水準を満たしていることを示している 

 

( )

13.00 0.001× 0.028×

0.004× 0.009× 0.132× 0.361×

ln Price

FAR CSWT

DSWT WOD URA DREG

=

+ −

− + + +

        (2) 
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（5）本分析の結論 

以上の分析から都市再生緊急整備地域内では、地域外よりも地価が高い状況にあること

が明らかとなった。しかし、2-3-3 で明らかにしたように都市再生緊急整備地域は、そもそ

も民間都市開発投資が早期に見込まれる地域を指定したため、地域内の地価が高くなるこ

とは当然の帰結といえる。一方、地域内の地価上昇を規制緩和ダミーと都市再生緊急整備

地域ダミーで細分化した分析では、金融支援や地域指定による開発期待といった影響より

も規制緩和による影響の方が地価上昇に大きな影響を与えたことを示している。これは、

都市再生施策の中でも規制緩和による効果が大きかったといえる。 
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3-3-3 建設投資額を用いた With/Without 分析 

 

（1）効果検証方法 

規制緩和や金融支援といった都市再生施策は、民間都市開発投資を第一の目的として創

設された。本項では、この民間都市開発投資が都市再生緊急整備地域指定後にどの程度創

出されたのかを把握するため、内閣官房地域活性化統合事務局が実施した自治体の照会結

果を用いて地域内の建設投資額を推計する。また、産業連関分析により建設投資によって

誘発される経済波及効果及び雇用誘発者数を推計する。さらに都市再生施策の有無による

影響を把握するため、都市再生施策を活用した民間事業者に対するアンケート調査2の結果

を用いて都市再生施策が無かった場合の建設投資額等の減少分を推計する。自治体照会及

びアンケート調査の概要は、表 3-16 のとおりである。 

 

表 3-16 自治体照会及びアンケート調査の概要 

 自治体照会 アンケート調査 

送付先 
都市再生緊急整備地域を有する 35 自治体 

（回収率：100％） 

都市再生施策を活用した 65 民間事業者 

（回収率：78％、51 民間事業者） 

質問項目 

� 地域内の都市開発事業の状況 

� 地域内で着工又は着工予定の都市開発

事業を対象に「事業名、所在地、区域

面積、用途、延床面積、工期、建設投

資額、進捗状況など」を整理 

� 都市再生の目標の達成状況 

� 目標の達成度を把握することの出来る

データ及び改善状況を整理 

� 都市再生施策の認知度 

� 都市再生施策の活用実績、利便性及び効果 

� 都市再生施策の活用有無 

� 施策活用における手続きの利便性 

� 施策活用が出来なかった場合の影響 

� 施策の利便性向上に向けた改善点 

� 新たな都市再生施策の必要性 

 

実施時期 2009 年 10 月～2010 年 1 月 2009 年 12 月～2010 年 1 月 

 

 

（2）建設投資額の推計 

 内閣官房地域活性化統合事務局では、都市再生緊急整備地域を有する 35自治体に対して、

地域内の都市開発事業の状況を定期的に照会している。照会項目は「事業名、所在地、区

域面積、地域地区、建物用途、延床面積、民間事業者名、事業手法、工期（着工・竣工年

月）、関連する事業名及び予算、建設投資額、進捗状況、民間都市再生事業計画の認定状況、

金融支援の有無、税制優遇の有無、都市再生特別地区の有無、都市計画提案の有無」であ

る。本分析では、2010 年の照会結果を用いて都市再生緊急整備地域別の建設投資額を推計

する。推計方法は、照会結果において建設投資額が記入されている事業は入力値を活用し、

建設投資額が未記入となっている事業は延床面積に各時期の都道府県別・構造物別の建設

工事単価3を乗じて算出した。この方法によって算出した結果が表 3-17 である。 

地域指定後10年間を経た2011年末に竣工又は竣工予定である事業の建設投資は7兆430

億円であり、さらに今後 8 兆 1,974 億円の建設投資が見込まれている。また、地域指定後
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10 年間で発生した 7 兆 430 億円の建設投資のうち、都市再生施策分は 2 兆 323 億円であり

約 29％を占めている。このうち都市再生特別地区による規制緩和分は 9,344 億円、民間都

市再生事業計画による金融支援・税制措置分は 1 兆 979 億円である4。これは都市再生緊急

整備地域内の建設投資額のうち約 3 割にあたり、規制緩和と金融支援・税制措置は同程度

関与しているといえる。 

 

表 3-17 地域別事業数及び建設投資額 

No. 地域名 

2002～2011 年 
事業数 

2002～11 年 
建設投資額（億円） 

将来 
建設 

投資額 
（億円） 

  特区数 
事業 

計画数 
  特区分 

事業 

計画分 

1 札幌駅・大通駅周辺地域 6 1 0 863 300 0 2,606 

2 札幌北四条東六丁目周辺地域 0 0 0 0 0 0 176 

3 仙台駅西・一番町地域 4 2 2 581 129 129 160 

4 仙台長町駅東地域 2 0 0 13 0 0 3,135 

5 さいたま新都心駅周辺地域 2 0 0 169 0 0 498 

6 川口駅周辺地域 10 0 0 959 0 0 22 

7 千葉蘇我臨海地域 2 0 0 238 0 0 29 

8 千葉駅周辺地域 3 0 0 307 0 0 895 

9 千葉みなと駅西地域 1 0 0 1,707 0 0 0 

10 柏駅周辺地域 1 0 0 85 0 0 390 

11 東京駅・有楽町駅周辺地域 17 4 4 10,405 3,593 2,593 12,737 

12 環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域 15 0 2 9,179 0 2,293 8,767 

13 秋葉原・神田地域 5 0 1 904 0 445 3,271 

14 東京臨海地域 34 0 5 10,015 0 1,437 5,612 

15 新宿駅周辺地域 11 1 0 4,205 255 0 1,772 

16 環状四号線新宿富久沿道地域 0 0 0 0 0 0 320 

17 大崎駅周辺地域 6 2 1 2,453 671 213 553 

18 渋谷駅周辺地域 2 0 0 380 0 0 1,443 

19 横浜みなとみらい地域 22 0 3 5,097 0 465 320 

20 横浜山内ふ頭地域 1 1 0 440 440 0 0 

21 横浜駅周辺地域 1 0 0 137 0 0 879 

22 戸塚駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 1,874 

23 横浜上大岡駅西地域 2 0 0 500 0 0 0 

24 川崎駅周辺地域 7 0 0 1,692 0 0 1,037 

25 川崎殿町・大師河原地域 5 0 0 241 0 0 2,607 

26 浜川崎駅周辺地域 2 0 0 176 0 0 1,014 

27 相模原橋本駅周辺地域 4 1 1 376 69 69 0 

28 辻堂駅周辺地域 2 0 0 1,026 0 0 80 

29 本厚木駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 468 

30 東静岡駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 0 

31 浜松駅周辺地域 1 1 0 165 165 0 662 
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No. 地域名 

2002～2011 年 
事業数 

2002～11 年 
建設投資額（億円） 

将来 
建設 

投資額 
（億円） 

  特区数 
事業 

計画数 
  特区分 

事業 

計画分 

32 名古屋千種・鶴舞地域 7 0 2 254 0 88 0 

33 名古屋駅周辺・伏見・栄地域 11 2 2 2,405 630 491 4,391 

34 名古屋臨海高速鉄道駅周辺地域 6 0 0 138 0 0 1,055 

35 岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域 3 0 0 172 0 0 552 

36 京都駅南地域 4 0 1 397 0 349 0 

37 京都南部油小路通沿道地域 1 0 0 25 0 0 31 

38 京都久世高田・向日寺戸地域 1 0 0 149 0 0 0 

39 長岡京駅周辺地域 3 0 0 277 0 0 0 

40 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 10 7 1 4,313 2,548 1,050 10,409 

41 難波・湊町地域 0 0 0 0 0 0 212 

42 阿倍野地域 2 0 0 476 0 0 674 

43 大阪ｺｽﾓｽｸｴｱ駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 2,620 

44 堺鳳駅南地域 3 0 0 355 0 0 0 

45 堺臨海地域 2 0 1 112 0 112 0 

46 堺東駅西地域 1 0 0 68 0 0 398 

47 守口大日地域 2 1 0 479 273 0 0 

48 寝屋川市駅東地域 1 0 0 98 0 0 0 

49 寝屋川萱島駅東地域 1 0 0 1 0 0 0 

50 千里中央駅周辺地域 1 0 1 500 0 500 0 

51 高槻駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 1,546 

52 神戸ポートアイランド西地域 22 0 0 1,537 0 0 0 

53 神戸三宮南地域 1 1 1 198 99 99 305 

54 尼崎臨海西地域 1 0 0 80 0 0 100 

55 西日本旅客鉄道尼崎駅北地域 6 0 0 711 0 0 119 

56 岡山駅東・表町地域 4 0 0 187 0 0 701 

57 広島駅周辺地域 2 1 1 196 98 98 1,317 

58 福山駅南地域 4 0 1 124 0 124 327 

59 高松駅周辺・丸亀町地域 4 1 3 280 75 205 0 

60 小倉駅周辺地域 3 0 0 185 0 0 394 

61 北九州黒崎駅南地域 0 0 0 0 0 0 724 

62 福岡香椎・臨海東地域 4 0 0 3,280 0 0 1,378 

63 福岡天神・渡辺通地域 21 0 1 823 0 220 2,541 

64 博多駅周辺地域 2 0 0 299 0 0 478 

65 那覇旭橋駅東地域 0 0 0 0 0 0 377 

合計 301 26 34 70,430 9,344 10,979 81,974 

  

東京圏 155 9 17 50,690 5,027 7,515 44,588 

近畿圏 62 9 5 9,775 2,920 2,110 16,414 

地方圏 84 8 12 9,965 1,397 1,355 20,973 
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一方、建設投資額を都市再生緊急整備地域別にみると、東京駅・有楽町駅、新橋・赤坂・

六本木、東京臨海では約 1 兆円、新宿駅、横浜みなとみらい、大阪駅･中之島･御堂筋では

約 5,000 億円の建設投資が行われている一方で、札幌北四条東六丁目、新宿富久沿道、戸

塚駅、本厚木駅、東静岡駅、難波・湊町、大阪コスモスクエア駅、高槻駅、北九州黒崎駅、

那覇旭橋駅東の 10 地域は建設投資が全く行われていない。これは想定していた民間都市開

発が着工に至っていない又は竣工中であることが要因である。例えば、札幌北四条東六丁

目では、北海道ガス㈱の旧本社や札幌工場跡地を中心とした市街地再開発事業を目指して、

2006 年に周辺地権者と共にまちづくり準備組合を設立し、2009 年に開発民間事業者の選定

を実施したが、2008 年以降の不動産市場の悪化の影響もあって不調に終わっている5。 
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（3）経済波及効果の推計 

次に民間都市開発投資に伴う経済波及効果を推計する。ある産業の最終需要が増加した

場合、それを満たすためにその産業の生産が増加するほかに、原材料や燃料などの財・サ

ービスの購入や雇用者所得の増加を伴って、他の産業の生産も誘発する。経済波及効果と

は、これらの直接の効果とそれに伴う波及効果の総称を指すものであり、産業連関表の各

種係数を使って算出する方法である。本分析における推計方法は、図 3-15 のとおりである。 

 

需要増加額

原材料等需要額
粗付加価値誘発額

雇用者所得誘発額

生産誘発額

粗付加価値誘発額
雇用者所得誘発額

直接
効果

第一次
波及効果

雇用者所得誘発額

第二次
波及効果

消費支出額

生産誘発額

粗付加価値誘発額
雇用者所得誘発額

国内需要額
輸移入
誘発額

×逆行列係数

×粗付加価値率、雇用者所得率

×消費性向、民間消費支出係数

×自給率

×逆行列係数

×粗付加価値率、
雇用者所得率

×自給率

×投入係数

需要増加額 輸移入額

最終需要額

×自給率

輸移入額

 
直接効果：新たな消費や投資によって発生した最終需要額 

第一次波及効果：直接効果によって生産が増加した産業で新たに必要となる原材料などの中間需要を満たすために誘発された生産額 

第二次波及効果：直接効果と第一次波及効果によって誘発された雇用者所得のうち、消費支出にまわされて誘発された生産額 

雇用者誘発数：最終需要が増加することによって創出される雇用者数 

図 3-15 産業連関分析を用いた経済波及効果の算出の仕組み 

 

本分析における最終需要額は、前述の建設投資額（建設分）に加えて、建築物の供給に

伴う消費額（供給分）を追加する。新たな建築物の供給は、入居企業の移転や店舗テナン

トの出店、さらには住民の引越などの消費活動を発生させる。この建築物が供給されたこ

とにより発生する消費の支出項目及び単価を表 3-18 のとおりに設定した。これらの支出項

目及び単価を各事業の用途別床面積に乗じて、都市再生緊急整備地域内の建築物の供給に

伴う消費額を推計した結果が表 3-19 である。地域指定後 10 年間で発生した建築物の供給

に伴う消費額は 1 兆 2,802 億円となった。したがって、都市再生緊急整備地域内の最終需

要額は、前述の建設分 7 兆 430 億円に供給分 1 兆 2,802 億円を加えた 8 兆 3,232 億円と見

込まれる。 

 

表 3-18 最終需要額の内訳 

最終需要額内訳 支出項目 単価 出所 

建設分 • 建設投資額  自治体照会結果 

供給分 
オフィス • 仲介手数料  

• 引越費  

賃料 1ヶ月分 

6 万円/坪 

CBRE㈱「オフィスジャパンネット

レポート」より設定 
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最終需要額内訳 支出項目 単価 出所 

• 内装、電気・設備工事費  

• 原状回復費用  

• 什器・備品購入費  

10 万円/坪 

5 万円/坪 

25 万円/人 

店舗 • 仲介手数料  

• 内装、電気・設備工事費  

• 原状回復費用  

• 什器・備品購入費 

賃料 1ヶ月分 

40 万円/坪 

5 万円/坪 

10 万円/坪 

総合ユニコム㈱「不動産活用総合

事業プラン集」より設定 

住宅 • 引越費  

• 耐久消費財購入費 

18 万円/戸 

118 万円/戸 

住宅金融支援機構「住宅取得に係

る消費実態調査」より設定  

 

表 3-19 都市再生緊急整備地域別の最終需要額 

No. 地域名 
建設分（億円） 供給分（億円） 

 
特区分 

事業 

計画分 
 

入居企業

消費額 

入居店舗

消費額 

住宅取得 

支出額 

1 札幌駅・大通駅周辺地域 863 300 0 247 122 124 0

2 札幌北四条東六丁目周辺地域 0 0 0 0 0 0 0

3 仙台駅西・一番町地域 581 129 129 100 39 58 2

4 仙台長町駅東地域 13 0 0 12 0 12 0

5 さいたま新都心駅周辺地域 169 0 0 71 12 60 0

6 川口駅周辺地域 959 0 0 236 0 193 44

7 千葉蘇我臨海地域 238 0 0 410 238 172 0

8 千葉駅周辺地域 307 0 0 44 20 17 7

9 千葉みなと駅西地域 1,707 0 0 76 0 0 77

10 柏駅周辺地域 85 0 0 7 3 2 3

11 東京駅・有楽町駅周辺地域 10,405 3,593 2,593 1,714 1,162 552 0

12 環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域 9,179 0 2,293 1,740 1,192 456 92

13 秋葉原・神田地域 904 0 445 243 156 82 5

14 東京臨海地域 10,015 0 1,437 1,182 439 504 240

15 新宿駅周辺地域 4,205 255 0 315 245 21 48

16 環状四号線新宿富久沿道地域 0 0 0 0 0 0 0

17 大崎駅周辺地域 2,453 671 213 310 249 23 38

18 渋谷駅周辺地域 380 0 0 76 46 30 0

19 横浜みなとみらい地域 5,097 0 465 594 478 60 56

20 横浜山内ふ頭地域 440 440 0 51 16 18 17

21 横浜駅周辺地域 137 0 0 23 16 3 4

22 戸塚駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 0

23 横浜上大岡駅西地域 500 0 0 64 2 53 10

24 川崎駅周辺地域 1,692 0 0 404 65 326 13

25 川崎殿町・大師河原地域 241 0 0 41 35 0 5

26 浜川崎駅周辺地域 176 0 0 10 1 0 9

27 相模原橋本駅周辺地域 376 69 69 186 0 170 17

28 辻堂駅周辺地域 1,026 0 0 269 67 195 7
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No. 地域名 
建設分（億円） 供給分（億円） 

 
特区分 

事業 

計画分 
 

入居企業

消費額 

入居店舗

消費額 

住宅取得 

支出額 

29 本厚木駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 0

30 東静岡駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 0

31 浜松駅周辺地域 165 165 0 39 0 39 0

32 名古屋千種・鶴舞地域 254 0 88 64 2 54 9

33 名古屋駅周辺・伏見・栄地域 2,405 630 491 385 243 136 6

34 名古屋臨海高速鉄道駅周辺地域 138 0 0 82 0 81 1

35 岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域 172 0 0 20 7 6 7

36 京都駅南地域 397 0 349 124 62 62 0

37 京都南部油小路通沿道地域 25 0 0 5 5 0 0

38 京都久世高田・向日寺戸地域 149 0 0 316 101 191 23

39 長岡京駅周辺地域 277 0 0 71 37 31 3

40 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 4,313 2,548 1,050 666 211 438 17

41 難波・湊町地域 0 0 0 0 0 0 0

42 阿倍野地域 476 0 0 248 0 246 2

43 大阪ｺｽﾓｽｸｴｱ駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 0

44 堺鳳駅南地域 355 0 0 172 0 161 12

45 堺臨海地域 112 0 112 158 20 138 0

46 堺東駅西地域 68 0 0 5 0 0 5

47 守口大日地域 479 273 0 197 0 178 19

48 寝屋川市駅東地域 98 0 0 8 7 0 0

49 寝屋川萱島駅東地域 1 0 0 0 0 0 0

50 千里中央駅周辺地域 500 0 500 93 0 84 9

51 高槻駅周辺地域 0 0 0 0 0 0 0

52 神戸ポートアイランド西地域 1,537 0 0 342 285 50 7

53 神戸三宮南地域 198 99 99 40 8 32 0

54 尼崎臨海西地域 80 0 0 0 0 0 0

55 西日本旅客鉄道尼崎駅北地域 711 0 0 106 28 70 7

56 岡山駅東・表町地域 187 0 0 39 17 17 4

57 広島駅周辺地域 196 98 98 29 5 19 5

58 福山駅南地域 124 0 124 14 2 10 2

59 高松駅周辺・丸亀町地域 280 75 205 94 0 94 0

60 小倉駅周辺地域 185 0 0 16 4 4 8

61 北九州黒崎駅南地域 0 0 0 0 0 0 0

62 福岡香椎・臨海東地域 3,280 0 0 628 248 356 24

63 福岡天神・渡辺通地域 823 0 220 209 59 149 1

64 博多駅周辺地域 299 0 0 207 0 207 0

65 那覇旭橋駅東地域 0 0 0 0 0 0 0

合計 70,430 9,344 10,979 12,802 5,952 5,985 864
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 まず直接効果を推計するため、最終需要額に国内自給率を乗じる。国内自給率は、総務

省「平成 17 年（2005 年）産業連関表（確報）」の「生産者価格評価表（34 部門表）」を用

いた。その結果、最終需要額の発生する産業部門である「建設、商業、不動産、運輸」の

国内自給率は概ね100％であるため、直接効果は最終需要額と同じ8兆3,232億円となった。 

 次に波及効果（生産誘発額）を推計するため、直接効果に投入係数、国内自給率、逆行

列係数、雇用者所得誘発率、粗付加価値率を乗じる。各種係数は、前述と同様に平成 17 年

産業連関表の「逆行列係数表（34 部門表）、生産者価格評価表（34 部門表）」を用いた。そ

の結果、波及効果（生産誘発額）は建設分で 8 兆 6,501 億円、供給分で 1 兆 5,560 億円、

合計 10 兆 2,060 億円となった。 

 さらに雇用誘発者数を推計するため、直接効果及び波及効果を対生産額雇用者数で除し

た。その結果、雇用誘発者数は建設効果分で 113 万 5,479 人、供給効果分で 19 万 2,647 人、

合計 133 万人となった。これらの結果をまとめたのが図 3-16 である。 

地域指定後 10 年間において、都市再生緊急整備地域内では、建設分で約 7 兆円、供給分

で約 1.3 兆円、合計約 8.3 兆円の直接効果が創出され、さらに約 10.2 兆円の波及効果を創

出している。また、これらの直接効果及び波及効果によって、地域指定後 10 年間において

133 万人の雇用誘発者数を生んでいると見込まれる。地域別の経済波及効果は、表 3-20 の

とおりである。 

 

建設分
70,430億円

直接効果

供給分
12,802億円

波及効果

直接効果
8.3兆円

雇用誘発者数

雇用者数
133万人建設分

86,501億円

供給分
15,560億円

直接効果
＋

波及効果
18.5兆円

 
図 3-16 都市再生緊急整備地域における経済波及効果（地域指定後 10 年間） 

 

表 3-20 地域別の経済波及効果（地域指定後 10年間） 

No. 緊急整備地域名 
建設分(億円) 供給分(億円) 合計 

(億円) 直接効果 波及効果 直接効果 波及効果 

1 札幌駅・大通駅周辺地域 863 1,060 247 299 2,469 

2 札幌北四条東六丁目周辺地域 0 0 0 0 0 

3 仙台駅西・一番町地域 581 714 100 121 1,515 
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No. 緊急整備地域名 
建設分(億円) 供給分(億円) 合計 

(億円) 直接効果 波及効果 直接効果 波及効果 

4 仙台長町駅東地域 13 17 12 14 56 

5 さいたま新都心駅周辺地域 169 207 71 87 535 

6 川口駅周辺地域 959 1,178 236 289 2,662 

7 千葉蘇我臨海地域 238 292 410 496 1,437 

8 千葉駅周辺地域 307 377 44 54 782 

9 千葉みなと駅西地域 1,707 2,097 76 95 3,975 

10 柏駅周辺地域 85 104 7 9 206 

11 東京駅・有楽町駅周辺地域 10,405 12,779 1,714 2,073 26,971 

12 環状二号線新橋周辺・赤坂・六本木地域 9,179 11,273 1,740 2,109 24,302 

13 秋葉原・神田地域 904 1,110 243 294 2,551 

14 東京臨海地域 10,015 12,300 1,182 1,446 24,943 

15 新宿駅周辺地域 4,205 5,164 315 382 10,066 

16 環状四号線新宿富久沿道地域 0 0 0 0 0 

17 大崎駅周辺地域 2,453 3,012 310 376 6,151 

18 渋谷駅周辺地域 380 466 76 92 1,014 

19 横浜みなとみらい地域 5,097 6,259 594 721 12,671 

20 横浜山内ふ頭地域 440 540 51 63 1,095 

21 横浜駅周辺地域 137 168 23 28 357 

22 戸塚駅周辺地域 0 0 0 0 0 

23 横浜上大岡駅西地域 500 614 64 79 1,257 

24 川崎駅周辺地域 1,692 2,078 404 492 4,667 

25 川崎殿町・大師河原地域 241 296 41 49 627 

26 浜川崎駅周辺地域 176 216 10 13 414 

27 相模原橋本駅周辺地域 376 462 186 228 1,252 

28 辻堂駅周辺地域 1,026 1,260 269 327 2,882 

29 本厚木駅周辺地域 0 0 0 0 0 

30 東静岡駅周辺地域 0 0 0 0 0 

31 浜松駅周辺地域 165 203 39 48 454 

32 名古屋千種・鶴舞地域 254 312 64 79 709 

33 名古屋駅周辺・伏見・栄地域 2,405 2,953 385 466 6,209 

34 名古屋臨海高速鉄道駅周辺地域 138 169 82 100 489 

35 岐阜駅北・柳ヶ瀬通周辺地域 172 211 20 25 429 

36 京都駅南地域 397 487 124 150 1,159 
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No. 緊急整備地域名 
建設分(億円) 供給分(億円) 合計 

(億円) 直接効果 波及効果 直接効果 波及効果 

37 京都南部油小路通沿道地域 25 31 5 7 69 

38 京都久世高田・向日寺戸地域 149 183 316 385 1,033 

39 長岡京駅周辺地域 277 340 71 86 774 

40 大阪駅周辺・中之島・御堂筋周辺地域 4,313 5,297 666 809 11,085 

41 難波・湊町地域 0 0 0 0 0 

42 阿倍野地域 476 584 248 302 1,609 

43 大阪ｺｽﾓｽｸｴｱ駅周辺地域 0 0 0 0 0 

44 堺鳳駅南地域 355 436 172 211 1,174 

45 堺臨海地域 112 138 158 192 600 

46 堺東駅西地域 68 83 5 6 162 

47 守口大日地域 479 588 197 241 1,504 

48 寝屋川市駅東地域 98 120 8 9 235 

49 寝屋川萱島駅東地域 1 1 0 0 1 

50 千里中央駅周辺地域 500 614 93 113 1,320 

51 高槻駅周辺地域 0 0 0 0 0 

52 神戸ポートアイランド西地域 1,537 1,887 342 414 4,181 

53 神戸三宮南地域 198 243 40 49 530 

54 尼崎臨海西地域 80 98 0 0 178 

55 西日本旅客鉄道尼崎駅北地域 711 874 106 129 1,819 

56 岡山駅東・表町地域 187 230 39 47 502 

57 広島駅周辺地域 196 241 29 35 501 

58 福山駅南地域 124 152 14 17 308 

59 高松駅周辺・丸亀町地域 280 344 94 115 833 

60 小倉駅周辺地域 185 227 16 20 448 

61 北九州黒崎駅南地域 0 0 0 0 0 

62 福岡香椎・臨海東地域 3,280 4,029 628 763 8,700 

63 福岡天神・渡辺通地域 823 1,011 209 254 2,297 

64 博多駅周辺地域 299 368 207 252 1,125 

65 那覇旭橋駅東地域 0 0 0 0 0 

合計 70,430 86,501 12,802 15,560 185,292 
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（4）都市再生施策の活用有無による影響の検証 

 都市再生施策を活用した民間事業者に対するアンケート調査の結果を用いて、都市再生

施策の有無による建設投資額等の減少分を推計する。アンケート調査の結果は、図 3-17 の

とおりである。アンケート調査では、都市再生施策を活用出来なかった場合の影響を施策

別に「影響なし、事業規模縮小、事業中止、着工時期遅延」で把握した。アンケート調査

の結果、都市再生特別地区活用分（n=16）は「影響なし：6％、規模縮小：19％、事業中

止：25％、事業延期：50％」、民間都市再生事業計画の金融支援分（n=35）は「影響なし：

3％、事業規模縮小：60％、事業中止：20％、着工時期遅延：17％」、税制措置活用分（n=17）

は「影響なし：53%、事業規模縮小：29%、事業中止：6％、着工時期遅延：12％」であっ

た。 

 

6%

3%

53%

19%

60%

29%

25%

20%

6%

50%

17%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

規制緩和

金融支援

税制措置

影響なし

事業規模縮小

事業中止

着工時期遅延
 

出所）国土交通省（2010）を基に作成 

図 3-17 都市再生施策を活用できなかった場合の影響 

 

本分析では、このアンケート調査における事業別の回答結果を用いて、事業別の建設投

資額の減少分を推計した。推計方法は、表 3-21 に示した通り、事業別の回答結果を「①影

響なし⇒建設投資額の減少なし、②規模縮小⇒建設投資額に対する支援額分を減少、③事

業中止⇒建設投資額を全額減少、④事業延期⇒期間内に建設投資額が発生しないと想定し

全額減少」と仮定し、都市再生施策の未活用時の建設投資額を算出した。なお、アンケー

ト調査の回答が無かった事業における建設投資額の減少分は、アンケート調査結果の集計

結果を用いて推計した6。 
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表 3-21 建設投資減少分の推計方法 

分類 回答内容 減算方法 

規制 

緩和 

特に影響は無かった 建設投資額の減少なし 

事業規模を縮小した 
容積率の最高限度に対する緩和容積率分を建設投資額から

減少 

事業を中止した 建設投資額を全額減少 

着工または竣工時期が遅延した 期間内に建設投資が発生しないと想定し全額減少 

金融 

支援 

特に影響は無かった 建設投資額の減少なし 

事業規模を縮小した 支援金額分を建設投資額から減少 

事業を中止した 建設投資額を全額減少 

着工または竣工時期が遅延した 期間内に建設投資が発生しないと想定し全額減少 

税制 

措置 

特に影響は無かった 建設投資額の減少なし 

事業を中止した 建設投資額を全額減少 

事業規模を縮小した 
不動産取得課税に関する控除額分のみ建設投資額から減少

（控除額は登録免許税軽減分と不動産取得税軽減分） 

事業を中止した 建設投資額を全額減少 

着工または竣工時期が遅延した 期間内に建設投資が発生しないと想定し全額減少 

 

 

その結果をまとめたのが表 3-22 である。都市再生施策を活用出来なかった場合、2002～

2011 年の建設投資額は 4,092 億円減少（施策活用時建設投資額の 5.8％に相当）、将来の建

設投資額は 1 兆 2,573 億円減少（施策活用時建設投資額の 15.3％に相当）することが見込

まれる。将来の建設投資額の減少割合が大きい理由には、全事業に対する都市再生施策を

活用した事業の占める割合が高いからと考えられる。また減少分の内訳をみると、何れも

規制緩和の占める割合が最も多く、2002～2011 年の建設投資額は規制緩和減少分 3,998 億

円、金融支援減少分 63 億円、税制措置減少分 31 億円、将来の建設投資額は規制緩和減少

分 11,718 億円、金融支援減少分 754 億円、税制措置減少分 163 億円であった。 

 

表 3-22 都市再生施策を活用出来なかった場合の建設投資減少分 

 

建設投資額(億円) 減少分(億円) 

施策活用時 施策未活用  規制緩和 金融支援 税制措置 

2002～2011 年建設投資額 70,430 66,338 4,092(5.8%) 3,998 63 31 

将来の建設投資額 81,974 69,401 12,573(15.3%) 11,718 692 163 

合計 152,404 135,789 16,695(10.9%) 15,716 754 195 

注）括弧内は施策活用時建設投資額に対する割合 
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この施策未活用時の建設投資額である 6 兆 6,338 億円を用いて、（3）と同様の手法で経

済波及効果を推計した結果が図 3-18 である。これをみると、都市再生施策が活用しなかっ

た場合、約 5,026 億円の経済波及効果の減少と約 6.6 万人の雇用誘発者が減少されると見込

まれる。 

 

【支援あり】
建設分

70,430億円

民間都市再生
事業計画
減少分

-94億円

【支援なし】
建設分

66,338億円

直接効果
（建設分）減少分

-4,092億円

【支援あり】
波及効果

86,501億円

【支援なし】
波及効果

81,475億円

波及効果減少分
-5,026億円

【支援あり】
雇用誘発者数
（建設のみ）
113.5万人

【支援あり】
雇用誘発者数
（建設のみ）
107.0万人

雇用者減少分
-6.6 万人

都市再生
特別地区
減少分

-3,998億円

 

図 3-18 都市再生施策がなかった場合における経済波及効果 

 

 

（5）本分析の結論 

以上の分析から、地域指定後 10 年間で都市再生緊急整備地域内には 7 兆 430 億円の建設

投資が生まれ、今後 8 兆 1,974 億円の建設投資が見込まれている。また、建設物の供給に

伴う消費として 1 兆 2,802 億円の建築物が地域指定後 10 年間で発生している。これらの投

資又は消費により、10.2 兆円の波及効果と 133 万人の雇用誘発者数を生んでいる。一方、

都市再生施策を活用することが出来なかった場合、地域指定後 10 年間における建設投資額

は約 5.8％（4,092 億円）減少することが見込まれ、将来の建設投資額も約 15.3％（1 兆 2,573

億円）減少することが見込まれる。これに伴って地域指定後 10 年間の波及効果は 5,026 億

円、雇用誘発者は約 6.6 万人減少されると見込まれる。 

本分析では、地域内から地域外への波及効果（プラス効果）は考慮されているが、地域

外から地域内への需要吸収効果（マイナス効果）は考慮されていない。そのため、国内に

おいて 7 兆 430 億円の建設投資が純粋に発生したとは言えない。しかし、都市再生施策を

活用することが出来なかった場合の建設投資の減少や波及効果及び雇用誘発者数の減少は、

民間事業者の意向を踏まえた推計であり、純粋な都市再生施策による効果といえる。今後、

都市再生緊急整備地域内における都市再生施策の活用割合が高まるにつれて、都市再生施

策による効果も大きくなることが想定される。 
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3-4 小括 

 

本章をとりまとめると下記の 4 点に集約される。 

 

① 幅広い都市規模に指定された都市再生緊急整備地域 

都市再生緊急整備地域は、2013 年 7 月末時点で 62 地域 8,037ha が指定されていた。地

域別の割合をみると東京圏が大半を占めている一方で地方圏も約 3 割弱を占めている。都

市再生緊急整備地域は、当初、民間事業者による投資が期待される大都市中心部や臨海部

といった地域のみを対象としていた。しかし、都市再生本部の第 6 回会合では、具体的な

地域イメージとして、木造密集市街地や中心市街地等の必ずしも民間事業者による投資が

期待できない地域も例示されたため、地方都市においても指定されるに至っている。 

 

② 大都市圏と地方圏で大きく異なる市街地特性の変化 

都市再生緊急整備地域全体では、人口、世帯数、従業者数、年間商品販売額、売場面積

は増加傾向にあるが、都市全体における占有率をみると人口、世帯数、従業者数のみが都

市再生緊急整備地域に集積しているといえる。また、都市再生緊急整備地域全体の平均地

価水準も大幅に増加している。一方、都市再生緊急整備地域別にみると、東京都、大阪市、

名古屋市などの大都市圏では全ての統計指標において大幅に増加している傾向にあるが、

地方圏では想定されていた事業が着工又は竣工に至っておらず、人口や従業者数が大きく

減少している地域が存在する。 

 

③ 地域内の地価上昇に大きな影響を与えた規制緩和 

東京都 23 区の都市再生緊急整備地域内では、地域外と比較して 1.36 倍地価が高い状況

にある。この地価上昇の要因は、金融支援や地域指定による開発期待といった影響よりも、

規制緩和による影響が大きい特徴があることが明らかとなった。 

 

④ 地域内の建設投資の約 3 割に関与していた都市再生施策 

都市再生緊急整備地域内では、地域指定後 10 年間で約 7 兆 430 億円の建設投資が行われ

ていた。建設投資の地域別内訳にみると、東京圏が 72％と大半を占めており、近畿圏と地

方圏は 14%であった。この建設投資のうち約 29％は都市再生施策が関与しており、都市再

生特別地区分は 9,344 億円、民間都市再生事業計画分は 1 兆 979 億円であった。一方、建

設投資による経済波及効果は、建設効果で約 7 兆円、供給効果で約 1.3 兆円、合計約 8.3 兆

円の直接効果と約 10.2 兆円の波及効果を創出している。以上の結果から都市再生施策は、

民間都市開発投資に一定の影響を与えたといえる。 
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⑤ 施策未活用による建設投資減少分の約 9割は都市再生特別地区 

 都市再生施策を活用出来なかった場合、地域指定後 10 年間の建設投資は 4,092 億円（都

市再生特別地区分 3,998億円、民間都市再生事業計画分 94億円）減少することが見込まれ、

これは全ての建設投資額の約 5.8％に相当する。一方、都市再生施策を活用した事業が年々

増加しているため、将来の建設投資は 1 兆 2,573 億円（都市再生特別地区分 11,718 億円、

民間都市再生事業計画分 917 億円）減少することが見込まれ、これは全ての建設投資の

15.3％に相当する。これらの結果から、都市再生施策は民間都市開発投資を一定程度の押し

上げる効果があったといえる。また、地域指定後 10 年間における建設投資減少分のうち、

約 9 割は都市再生特別地区による減少分であることから、都市再生施策の中における都市

再生特別地区の影響は大きかったといえる。一方、民間都市再生事業計画は、都市再生特

別地区と比較して事業規模に占める支援額が小さいこともあって、建設投資減少に大きな

影響を与えていないといえる。 

 

 

 

 

 

                                                   
 
1 詳細は八田編（2006）の序章に記載されている。 
2 都市再生施策を活用した民間事業者に対するアンケート調査結果は、国土交通省（2010）に

おいて、委託先である㈱野村総合研究所において筆者が実施した。 
3 国土交通省「建築着工統計調査」を参考とした。 
4 都市再生特別地区と民間都市再生事業計画を重複する事業は建設投資額を等分している。 
5 北海道新聞「札幌北４東６地区 再開発 2 年先送り 不況で業者決まらず 準備組合 再募集目

指す」2009 年 7 月 17 日朝刊 
6 例えば、アンケート調査の回答が無かった事業において規制緩和が活用されていた場合、規制

緩和を活用した全体回答結果は「6％：影響なし、19％：事業規模縮小、25％：事業中止、50％：

着工時期遅延」であったため、対象事業の建設投資額の 6％分は減少なし、建設投資額の 19％
分は容積率の最高限度に対する緩和容積率分を減少、75％分の建設投資額は全額減少したうえ

で施策未活用時の建設投資額を算出した。 
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第4章 都市再生特別地区の活用実績 
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4-1 本章の目的 

 

都市再生特別地区は、事前確定型の特例制度と異なり、特定分野の公共貢献の量的水準

に応じて容積率の緩和等の規制緩和が明示されているものではない。そのため、都市再生

特別地区を適切に運用するには、どのような公共貢献が提案され、どれくらいの規制緩和

（既存の都市計画による規制と新たに設定された都市計画による規制の差分）が行われた

のかを明らかにする必要がある。 

 本章では、全国における都市再生特別地区の活用実績を把握するため、2013 年 3 月末時

点で都市再生緊急整備地域を有する 13 の自治体に対するヒアリング調査1における指定状

況を明らかにする。また、指定数が最多である東京都を対象に、民間事業者から提案され

た公共貢献と規制緩和を整理し、事前確定型の特例制度との相違点を明らかにする。 

なお、本章の主たる部分は北崎（2011）及び北崎・有田（2013）を基調としている。 
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4-2 全国における都市再生特別地区の指定状況 

 

（1）都市再生特別地区の指定分析 

3-2 でみたように 2013 年 3 月末時点で都市再生特別地区は全国 60 地区で指定されてい

るが、都市再生緊急整備地域を有する自治体に対するヒアリング調査によると変更や廃止

を含めて 63 件の都市計画決定が行われている。この都市計画決定を時系列で整理したの

が図 4-1 である。これをみると 2002 年から 2006 年までは 4～6 件であったが、不動産市

場の好況期であった 2007 年から 2008 年は 9～10 件まで増加した。その後、不動産市場の

悪化や都市再生特別措置法の見直し期限2（施行後 10 年以内）が迫っていたこともあり、減

少傾向にある。 
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出所）自治体に対するヒアリング調査及び都市計画審議会資料を基に作成 

図 4-1 都市計画決定時期別の指定状況（n=63：指定件数ベース） 

 

自治体別の指定状況を整理したのが表 4-1 である。これをみると、指定件数・地区数及び

地区面積ともに東京都の 26 件指定 24 地区 57.1ha が最大であり、次いで大阪市の 15 件指

定 15 地区・32.9ha となっており、この二大都市によって全体の指定件数・地区数及び地区

面積の約 7 割を占めている。1 地区あたりの指定面積の平均は 2.1ha、最大は大手町地区（東

京都千代田区）の 12.4ha、最小は三宮駅前第 1 地区（神戸市）の 0.3ha であった。 

 

表 4-1 自治体別の指定状況 

 指定件数 
地区数 地区面積 

実数 割合 実数 割合 

東京都 26 24 40% 57.1ha  44% 

大阪市 15 15 25% 32.9ha  26% 

名古屋市 6 6 10% 10.0ha  8% 
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 指定件数 
地区数 地区面積 

実数 割合 実数 割合 

広島市 3 3 5% 6.2ha  5% 

高松市 2 2 3% 2.7ha  2% 

札幌市 2 2 3% 3.0ha  2% 

仙台市 2 2 3% 1.1ha  1% 

浜松市 2 1 2% 1.6ha  1% 

横浜市 1 1 2% 7.1ha  6% 

岐阜市 1 1 2% 0.6ha  0% 

高槻市 1 1 2% 5.8ha  5% 

神戸市 1 1 2% 0.3ha  0% 

北九州市 1 1 2% 0.6ha  0% 

全国合計 63 60 100% 131.6ha  100% 

出所）自治体に対するヒアリング調査及び都市計画審議会資料を基に作成 

 

用途地域別の指定状況を整理したのが図 4-2 である。これをみると、約 9 割が商業地域

に指定されており、次いで準工業地域、工業専用地域、第二種住居地域となっている。こ

のうち準工業地域は、大崎駅西口 E 東地区（東京都品川区）、大崎駅西口 A 地区（東京都品

川区）、工業専用地域は山内ふ頭周辺地区（横浜市）、第二種住居地域は大学町地区（高槻

市）である。 

 

91%

2%
5% 2%

商業地域
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出所）自治体に対するヒアリング調査及び都市計画審議会資料を基に作成 

図 4-2 用途地域別の指定状況（n=63：指定件数ベース） 

 

（2）規制緩和の分析 

都市再生特別地区は、既存の都市計画による規制が全て適用除外となり、新たな都市計

画の設定が可能となるが、なかでも民間事業者にとって最大の関心は容積率の最高限度の

設定である。都市再生特別地区によって設定した容積率の最高限度と指定容積率の差分（以
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下、「割増容積率」とする）を整理したのが表 4-2 である。これをみると、全国平均で 387％

（他の特例制度による割増容積率を含めると 397％）であり、最大は梅田二丁目地区（大阪

市）の 900％、最小は容積率の最高限度の変更を行わなかった高松丸亀町商店街Ｇ街区西及

び東（高松市）の 0％であった。また自治体別の割増容積率の平均値をみると、神戸市の

800％が最大であり、次いで大阪市の 523％、仙台市の 475％であった。 

一方、この割増容積率を床面積に換算した割増床面積をみると、全国で 349 万㎡ 1 事業

あたり 5.5 万㎡の床面積が新たに創出されている。割増床面積の最大は大手町地区の 30 万

㎡、最小は高松丸亀町商店街Ｇ街区西及び東（高松市）の 0 ㎡であった。また自治体別に

みると、東京都の 153 万㎡が最大であり、次いで大阪市の 125 万㎡となっている。これら

の二大都市で全体の割増床面積の約 8 割を占めている。 

 

表 4-2 自治体別の規制緩和状況（指定件数ベース） 

 
容積率の最

高限度 

割増容積率 割増床面積 

平均値 最大値 合計値 平均値 

東京都 1,650% 378% 605% 152.7 万㎡ 5.9 万㎡ 

大阪市 1,800% 523% 900% 125.0 万㎡ 8.3 万㎡ 

名古屋市 1,420% 338% 493% 21.3 万㎡ 3.6 万㎡ 

広島市 1,100% 189% 276% 7.5 万㎡ 2.5 万㎡ 

高松市 550% 25% 50% 0.2 万㎡ 0.1 万㎡ 

札幌市 1,270% 335% 470% 5.6 万㎡ 2.8 万㎡ 

仙台市 1,100% 475% 500% 2.3 万㎡ 1.1 万㎡ 

浜松市 900% 266% 300% 4.0 万㎡ 2.0 万㎡ 

横浜市 400% 200% 200% 14.2 万㎡ 14.2 万㎡ 

岐阜市 1,000% 200% 200% 0.8 万㎡ 0.8 万㎡ 

高槻市 400% 200% 200% 11.6 万㎡ 11.6 万㎡ 

神戸市 1,600% 800% 800% 2.0 万㎡ 2.0 万㎡ 

北九州市 900% 400% 400% 1.6 万㎡ 1.6 万㎡ 

  全国平均：387% 全国合計 348.8 万㎡ 

注）他の特例制度を含めると東京都の割増容積率平均値は 408%となる。 

出所）自治体に対するヒアリング調査及び都市計画審議会資料を基に作成 

 

 

指定容積率と割増容積率の関係を整理したのが図 4-3 である。これをみると、東京都は指

定容積率が 1,000％未満の地区では割増容積率が 200~600％の範囲で設定されているが、

1,000％以上は 400％未満に設定されている。そのため、図 4-4 で整理した指定容積率と容

積率の最高限度の関係をみると概ね正の相関がみられる。一方、大阪市は指定容積率が

600~1,000％の範囲で都市再生特別地区は指定されているが、割増容積率は 150~900％と広

範囲に設定されており、指定容積率と容積率の最高限度の関係をみても正の相関はみられ

ない。このことから大阪市は、東京都よりも指定容積率の水準にとらわれずに柔軟な割増

容積率を設定しているといえる。2-3-3 の特区制度の具体化でもみたように、都市再生特別
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地区は事前確定型の特例制度の問題点であった既存の都市計画による規制をベースとした

積上型運用を脱却することを一つの目的としていた。そのため、指定容積率にとらわれず

に割増容積率を設定することは、制度創設の趣旨を踏まえた運用であるといえる。 
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注）指定容積率 1,300%超は都市再生特別地区が変更された大手町地区 B-1 と B-2 である。

出所）自治体に対するヒアリング調査及び都市計画審議会資料を基に作成 

図 4-3 指定容積率と割増容積率の関係（指定件数ベース） 
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出所）自治体に対するヒアリング調査及び都市計画審議会資料を基に作成 

図 4-4 指定容積率と容積率の最高限度の関係（指定件数ベース） 
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4-3 東京都の都市再生特別地区における公共貢献の実態 

 

4-3-1 民間事業者による公共貢献の分類 

 

都市再生特別地区による公共貢献を把握するため、都市再生特別地区を最も多く有する

東京都を対象とし、都市計画審議会に提出された都市計画素案を収集した。都市計画素案

は、「Ⅰ．都市計画に定める内容を記載した書類（計画書）、Ⅱ．都市計画を定める区域を

明らかにする図面（計画図）、Ⅲ．提案に係る理由書、Ⅳ．都市の環境や機能の確保に関す

る資料」から構成されており、全体で 60~90 頁程度の書類である。この中の「Ⅳ．都市の

環境や機能の確保に関する資料」は、「都市再生特別地区の提案内容、交通処理計画、供給

処理計画、周辺環境」から構成されており、この「都市再生特別地区の提案内容」に民間

事業者が実施する公共貢献が記載されている。 

公共貢献は、地域整備方針や東京都による各種計画等を踏まえて、当該地区周辺におけ

る都市政策上の課題が定量的・定性的に記述され、その課題を克服するために必要な取り

組みが図面やイメージ図を用いて具体的に記述されている。例えば、多くの都市再生特別

地区で提案されているコンベンション・カンファレンス施設の整備・運営では、世界各都

市における国際会議や展示会の開催件数の推移や観光庁及び東京都における MICE3誘致施

策を提示するとともに、周辺地区のコンベンション・カンファレンス施設の立地状況を用

いて、当該地区における整備の必要性を記述している。さらに民間事業者が整備するコン

ベンション・カンファレンス施設の施設規模や運営体制を図面やイメージイラストを用い

て具体的に記述している。こうした公共貢献に関する記述は、都市計画素案の中でも最も

多くの頁を占めており、なかには最大 50 頁分記載された案件4もみられる。 

本分析では、東京都の都市計画審議会で審議された 26 件の都市計画素案の中から、民間

事業者による公共貢献を分類して提案状況を把握する。 

 

（1）6 つの共通分野と独自分野に分類される公共貢献 

26件の都市計画素案から共通する公共貢献を整理したのが表4-3である。これをみると、

業務、商業、居住などの都市機能の更新・導入を行う「都市機能分野」、広場、歩道状空地、

通路、歩行者デッキなどの整備を行う「広場・通路分野」、バス・タクシープール、駐車場・

駐輪場、地下鉄駅地上出入口のエレベーター・エスカレーター、地下鉄駅構内の整備など

を行う「交通分野」、コンベンション・カンファレンス施設、観光案内所、地域交流施設な

どの整備・運営や医療施設、保育所、生活利便施設の更新や導入を行う「地域貢献分野」、

防災備蓄倉庫の整備や帰宅困難者の一時避難空間の提供などを行う「防災分野」、 CASBEE 

の目標水準の設定や地域冷暖房施設の更新・新設などを行う「環境 ・景観分野」の 6 分野

に分類される。このうち地域貢献分野は、公共貢献となる施設を民間事業者が自ら運営を

行う場合と公共貢献を提供する主体を誘致する場合に分けることが出来る。この地域貢献
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分野は、他分野と比較して、整備だけでなく運営に関しても様々な取り組みが提案されて

おり、民間事業者の創意工夫による提案を公共貢献とする都市再生特別地区の特徴を体現

したものであるといえる。 

さらに、いくつかの地区では他地区とは全く異なる独自分野の公共貢献も存在する。表

4-4 は独自分野の公共貢献を整理したものであるが、例えば大手町地区では大手町合同庁舎

跡地を種地として順番に建替えを実施して地区全体を更新する「連鎖型再開発における先

導的プロジェクトの実現」が公共貢献として評価されている。また京橋二丁目 16地区では、

先進的な取り組みとして高層オフィスビルとしては世界初となる建材一体型薄膜太陽光発

電パネルの導入を提案した「最先端の建築・環境技術の活用による環境負荷の低減」が公

共貢献として評価されている。こうした取り組みは、事前確定型の特例制度において、公

共貢献として評価されなかったものが数多く含まれており、都市再生特別区の特徴の一つ

といえる。なお、各地区における具体的な公共貢献は表 4-6 から表 4-9 のとおりである。 

 

表 4-3 6 つの共通分野における提案項目 

共通分野 提案項目 

都市機能分野 

� 業務機能の導入・更新 

� 商業機能の導入・更新 

� 居住機能の導入・更新 

広場・通路分野 

� 区画道路の整備 

� 広場の整備（屋上広場等含む） 

� 歩道状空地の整備 

� 通路の整備（地下通路含む） 

� 歩行者デッキの整備 

交通分野 

� バス・タクシープールの整備 

� 附置義務以上の駐車場・駐輪場の整備 

� 地下駅前広場の整備 

� 地上出入口 EV・ES の整備 

� 改札機の増設、改札空間の新設・拡張 

� 地下鉄駅構内の拡張、内装・照明の整備 

地域貢献分野 

整備 

運営 

� 劇場の整備・運営 

� コンベンション・カンファレンス施設の整備・運営 

� ミュージアム・アカデミーの整備・運営 

� 観光案内所の整備・運営 

� 地域交流施設の整備・運営 

� 産業支援施設の整備・運営 

� 情報発信拠点施設の整備・運営 

施設 

導入 

� 医療施設の導入 

� 保育所の導入 

� 生活利便施設（スーパー等）の導入 

� 教育関連施設の導入 

� 国際水準・滞在型宿泊施設の導入 

防災分野 � 防災備蓄倉庫の整備 
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共通分野 提案項目 

� 雨水貯留槽の整備 

� 広場等の帰宅困難者の一時避難空間の提供 

� 物資（飲料水・食料・簡易トイレ）の提供 

� 防災情報の提供 

環境・景観分野 

� CASBEE の目標水準の設定 

� 地域冷暖房施設の更新・新設 

� 目標緑被率（対敷地面積）の設定 

� 目標 CO2排出量の削減原単位の設定 

� 周辺道路の植栽・舗装・電線類地中化整備 

� 敷地外のオープンスペースの整備 

� 歴史的建造物の保全・活用 

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成 

 

表 4-4 独自分野における提案内容 

地区名 分野 具体的な提案内容 

大手町地区 

連鎖型再開発におけ

る先導プロジェクト

の実現 

� 連鎖型再開発における先導プロジェクトの実現 

� 連鎖型再開発で実現される地域貢献のシステムづくり 

� 地域冷暖房の冷水プラント、変電所、情報通信ミニ共同溝

の整備 

周辺地区との連携 
� 周辺地区とのソフト面での機能連携・相互補完について積

極的に推進 

丸の内 2-1 

地区 
東京駅復元へ貢献 

� 特例容積率適用地区制度の活用による赤煉瓦駅舎の保存

復元に貢献 

� 交通負荷を極力かけずに業務機能の更新・高度化 

日本橋室町 

地区 

機能更新・賑わい拠

点整備 

� 業務機能の更新・高規格化 

� 誘導用途機能の更新による通りの賑わい形成・居住機能の

配置 

京橋二丁目 

16 地区 

最先端の建築・環境

技術の活用による環

境負荷の低減 

� 世界初の窓面太陽光発電パネルの設置 

� 地域冷暖房施設の更新 

� 既存建物解体のゼロエミッションの推進 

� 一般建築確認建物比 CO2排出量 1,226 トン/年、CO2排出量

原単位 23kg/㎡年削減 

京橋二丁目 

3 地区 

土地の集約化による

街区再編と機能更新 

� 土地の集約化による街区再編 

� 業務機能、商業機能の更新・高度化 

京橋三丁目 

1 地区 

都市における多面的

な環境対策の取組 

� 京橋の丘の整備 

� 京橋環境ステーションの整備・運営（中小規模事業所の環

境対策の推進、環境技術・知識の普及コーナー） 

� 約 36％の対敷地緑化率の確保 

� CO2排出量原単位 39％削減 

� CO2排出量原単位 42kg/㎡年削減 

大手町地区 

B-2 

皇居外苑濠の水質改

善など良好な都市環

境の再構築 

� 皇居外苑濠の水質改善に資する浄化・貯留施設の整備 

� 緑豊かなコミュニティ広場の整備 

� 環境負荷低減に向けた取り組み 

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成 
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（2）事前確定型の特例制度ではみられなかった域外貢献 

さらに都市再生特別地区の特徴として挙げられるのが「域外貢献」である。域外貢献と

は、民間都市開発事業区域外の公有地における公共貢献である。東京都の都市再生特別地

区において、この域外貢献が初めて提案されたのが 2005 年 10 月に提案された大手町地区

の「地下鉄構内（コンコース）の延伸」である。大手町地区の最寄駅は東京メトロ千代田

線大手町駅又は半蔵門線大手町駅であるが、当事業敷地にはこれらの駅に接続する地下通

路が存在しなかった。そこで大手町地区では、図 4-5 に示すように民間事業者の負担によっ

て、千代田線大手町駅のコンコースを北側に延伸する地下通路の整備と地下通路出入口と

なるエレベーター及びエスカレーターの整備を提案した。こうした歩行者ネットワークの

整備の必要性は、当該周辺地域のエリアマネジメント組織である一般社団法人大手町・丸

の内・有楽町地区まちづくり協議会が策定した「大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり

ガイドライン」にも記載されているものである。 

 

 

出所）東京都都市計画審議会資料から転載 

図 4-5 大手町地区における域外貢献 

 

このような域外貢献の取り組みは年々増加傾向にあったことを踏まえて、国土交通省は

2010 年 9 月に都市計画運用指針を改正し、同一都市計画区域内であれば区域外の公共貢献

を積極的に評価するとの文言5を都市再生特別地区の基本的な考え方として追加した。これ

は当時策定された国土交通省成長戦略に「大都市イノベーション創出戦略」が掲げられ、

大都市中心部において民間事業者の都市の成長に寄与する幅広い貢献の取り組みを評価し

て容積率を大幅に緩和すること6が明記されたことが背景となっている。こうした東京都に

おける主な域外貢献の内容は、表 4-5 のとおりである。 
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表 4-5 東京都における主な域外貢献の内容 

地区名 分野 具体的な提案内容 

大手町 

地区 
交通施設分野 � 地下鉄構内（コンコース）の延伸 

西新宿一丁目

7地区 

広場・通路分野 

環境景観分野 

� 立体歩行者ネットワークの整備 

� 修景整備（歩道及び車道の表面改修、街路樹の植え替え） 

大手町一丁目

６地区 
交通施設分野 � 東西線大手町駅前コンコースの拡幅整備 

京橋二丁目 

16 地区 
交通施設分野 

� 都営地下鉄宝町駅への新改札口の設置、地上出入口エレベー

ターの設置 

� 都営宝町駐車場の地上出入口エレベーターの設置、多目的ト

イレの整備 

大手町地区 

B-1 
環境景観分野 

� 約 2,500 ㎡の日本橋川沿いの緑のオープンスペースの整備 

� エコミュージアムの整備・運営 

丸の内二丁目

7地区 
広場・通路分野 � 約 3,800 ㎡の東京駅前地下通路の整備 

大手町地区 

B-2 

皇居外苑濠の水質改善

など良好な都市環境の

再構築 

� 皇居外苑濠の水質改善に資する浄化・貯留施設の整備 

� 緑豊かなコミュニティ広場の整備 

� 環境負荷低減に向けた取り組み 

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成 
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表 4-6 東京都における都市再生特別地区の公共貢献一覧① 

大崎駅
西口Ｅ
東地区

大崎駅
西口Ａ
地区

丸の内
１－１
地区

大手町
地区

西新宿
一丁目
７地区

丸の内
２－１
地区

淡路町
二丁目
西部
地区

正式提案時期 03年8月 04年10月 05年1月 05年10月 05年11月 06年3月 06年12月

都市計画決定時期 04年1月 05年3月 05年6月 06年1月 06年3月 06年8月 07年4月

業務機能の導入・更新

商業機能の導入・更新

居住機能の導入・更新 ○ ○

区画道路の整備 ○ ○

広場の整備（屋上広場等含む） 3,500㎡ ○ ○ 840㎡ 1,100㎡ 2,830㎡

歩道状空地の整備 ○ ○ 1,000㎡ 840㎡ ○

通路の整備（地下通路含む） ○

歩行者デッキの整備 ○ ○ ○

バス・タクシープールの整備

附置義務以上の駐車場・駐輪場の整備 ○ ○

地下駅前広場の整備

地上出入口EV・ESの整備

改札機の増設、改札空間の新設・拡張

地下鉄駅構内の拡張、内装・照明の整備

劇場の整備・運営

コンベンション・カンファレンス施設の整備・運営 ○ ○

ミュージアム・アカデミーの整備・運営 6,000㎡

観光案内所の整備・運営 ○

地域交流施設の整備・運営 850㎡ 700㎡

産業支援施設の整備・運営

情報発信拠点施設の整備・運営 1,000㎡ ○

医療施設の導入

保育所の導入 ○

生活利便施設（スーパー等）の導入 ○

教育関連施設の導入

国際水準・滞在型宿泊施設の導入 ○

防災備蓄倉庫の整備 400㎡ 100㎡ 200㎡

雨水貯留槽の整備 1,000ｔ

広場等の帰宅困難者の一時避難空間の提供 ○ ○

物資（飲料水・食料・簡易トイレ）の提供 ○ ○

防災情報の提供 ○

CASBEEの目標水準の設定 Sクラス Aランク Sランク Aランク

地域冷暖房施設の更新・新設 ○

目標緑被率（対敷地面積）の設定 30% 30% 26%

目標CO2排出量の削減原単位の設定 39%

周辺道路の植栽・舗装・電線類地中化整備 ○ ○

敷地外のオープンスペースの整備 ○

歴史的建造物の保全・活用

その他貢献事項 ※1 ※2 ※3

域外貢献の有無 ○ ○ ○

地
域
貢
献
分
野

公共貢献分野

概要

整備
運営

施設
導入

防災分野

環境・景観
分野

広場・通路
分野

交通分野

都市機能
分野

 
注）※1：連鎖型再開発における先導プロジェクトの実現、※2：交通負荷を極力かけずに業務機能の更新・

高度化、※3：約 1,050 ㎡の学生ボランティア支援施設（学生居住用戸数 20～30 戸）の整備 
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表 4-7 東京都における都市再生特別地区の公共貢献一覧② 

大手町
一丁目
６地区

日本橋
室町東
地区

北品川
五丁目

第１
地区

銀座
四丁目
６地区

渋谷
二丁目

２１
地区

神田
駿河台
三丁目
９地区

京橋
二丁目

１６
地区

正式提案時期 07年3月 07年3月 07年3月 07年10月 07年10月 08年1月 08年1月

都市計画決定時期 07年8月 07年8月 07年8月 08年3月 08年3月 08年6月 09年6月

業務機能の導入・更新 ○

商業機能の導入・更新 ○ ○

居住機能の導入・更新 ○

区画道路の整備 ○

広場の整備（屋上広場等含む） 3,600㎡ 1,800㎡ ○ 2,900㎡ 1,700㎡

歩道状空地の整備 ○ ○

通路の整備（地下通路含む） ○ ○

歩行者デッキの整備

バス・タクシープールの整備 ○

附置義務以上の駐車場・駐輪場の整備 ○ ○

地下駅前広場の整備 ○ 860㎡

地上出入口EV・ESの整備 ○ ○

改札機の増設、改札空間の新設・拡張 ○

地下鉄駅構内の拡張、内装・照明の整備 ○ ○ ○

劇場の整備・運営 2,000席

コンベンション・カンファレンス施設の整備・運営 ○ 2,000㎡

ミュージアム・アカデミーの整備・運営 ○

観光案内所の整備・運営 ○

地域交流施設の整備・運営 595㎡ 100㎡

産業支援施設の整備・運営 4,700㎡ ○

情報発信拠点施設の整備・運営

医療施設の導入 ○

保育所の導入 1,420㎡ ○ 1,000㎡

生活利便施設（スーパー等）の導入

教育関連施設の導入

国際水準・滞在型宿泊施設の導入 ○

防災備蓄倉庫の整備 500㎡ 200㎡ 200㎡ 200㎡ 400㎡

雨水貯留槽の整備 ○

広場等の帰宅困難者の一時避難空間の提供 ○ ○ ○ ○

物資（飲料水・食料・簡易トイレ）の提供 ○ ○ ○

防災情報の提供 ○ ○

CASBEEの目標水準の設定 Sランク Aランク Aランク Aランク Aランク Sランク Sランク

地域冷暖房施設の更新・新設 ○ ○

目標緑被率（対敷地面積）の設定 30% 30% 28% 68%

目標CO2排出量の削減原単位の設定 31% 33% 36% 51% 21% 33%

周辺道路の植栽・舗装・電線類地中化整備 ○ ○ ○

敷地外のオープンスペースの整備

歴史的建造物の保全・活用

その他貢献事項 ※4 ※5 ※6 ※7

域外貢献の有無 ○ ○ ○ ○ ○

地
域
貢
献
分
野

公共貢献分野

概要

整備
運営

施設
導入

防災分野

環境・景観
分野

広場・通路
分野

交通分野

都市機能
分野

 
注）※4：鳥類の飛来、花木、カフェ等による賑わい形成、※5：銀座駅の駅移設空間の提供、※6：SEGES

（緑化基金により策定された緑地評価制度）の最高評価の取得、鳥類の生育環境の整備、※7：世界初

の窓面太陽光発電パネルの設置 
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表 4-8 東京都における都市再生特別地区の公共貢献一覧③ 

大手町
地区
B-1

丸の内
二丁目
７地区

京橋
二丁目

３
地区

銀座
四丁目

１２
地区

神田
駿河台
四丁目
６地区

京橋
三丁目
１地区

丸の内
一丁目
1-12
地区

正式提案時期 08年9月 08年9月 09年1月 09年1月 09年10月 09年10月 11年3月

都市計画決定時期 09年3月 09年3月 09年6月 09年6月 10年3月 10年3月 11年8月

業務機能の導入・更新

商業機能の導入・更新

居住機能の導入・更新

区画道路の整備

広場の整備（屋上広場等含む） ○ 750㎡ 3,000㎡ 300㎡

歩道状空地の整備 ○

通路の整備（地下通路含む） ○ ○

歩行者デッキの整備

バス・タクシープールの整備 ○ ○ ○

附置義務以上の駐車場・駐輪場の整備 ○ ○

地下駅前広場の整備 3,800㎡ ○ 1,300㎡ 1,400㎡ ○

地上出入口EV・ESの整備 ○ ○ ○ ○

改札機の増設、改札空間の新設・拡張 ○ ○ ○

地下鉄駅構内の拡張、内装・照明の整備 ○ ○ ○

劇場の整備・運営 18,600㎡

コンベンション・カンファレンス施設の整備・運営 6,500㎡ 1,500㎡

ミュージアム・アカデミーの整備・運営 2,500㎡ 4,000㎡ 4,000㎡ 1,600㎡

観光案内所の整備・運営 1,500㎡ ○

地域交流施設の整備・運営 ○ ○

産業支援施設の整備・運営 2,600㎡

情報発信拠点施設の整備・運営 200㎡ 150㎡

医療施設の導入 1,800㎡ 2,000㎡

保育所の導入 300㎡

生活利便施設（スーパー等）の導入

教育関連施設の導入 9,000㎡

国際水準・滞在型宿泊施設の導入 10,000㎡

防災備蓄倉庫の整備 200㎡ 200㎡ 200㎡ 200㎡ 200㎡

雨水貯留槽の整備

広場等の帰宅困難者の一時避難空間の提供 ○ ○ ○ ○ ○

物資（飲料水・食料・簡易トイレ）の提供

防災情報の提供 ○ ○ ○

CASBEEの目標水準の設定 Sランク Sランク Aランク Sランク Sランク Sランク Sランク

地域冷暖房施設の更新・新設 ○ ○

目標緑被率（対敷地面積）の設定 20% 22% 23% 15% 45% 36% 35%

目標CO2排出量の削減原単位の設定 40% 36% 36% 36% 35% 39% 36%

周辺道路の植栽・舗装・電線類地中化整備 ○ ○

敷地外のオープンスペースの整備 2,500㎡

歴史的建造物の保全・活用 ○ ○

その他貢献事項 ※8

域外貢献の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○

地
域
貢
献
分
野

公共貢献分野

概要

整備
運営

施設
導入

防災分野

環境・景観
分野

広場・通路
分野

交通分野

都市機能
分野

 
注）※8：京橋環境ステーションの整備・運営 
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表 4-9 東京都における都市再生特別地区の公共貢献一覧④ 

銀座
六丁目
10地区

日本橋
二丁目
地区

大手町
一丁目
1地区

大手町
地区
B-2

浜松町
二丁目
4地区

正式提案時期 11年7月 11年7月 12年1月 12年7月 12年10月

都市計画決定時期 11年12月 11年12月 12年6月 12年12月 13年3月

業務機能の導入・更新

商業機能の導入・更新 ○

居住機能の導入・更新

区画道路の整備

広場の整備（屋上広場等含む） 4,200㎡ 7,500㎡ 2,800㎡ 3,500㎡

歩道状空地の整備 ○

通路の整備（地下通路含む） ○ ○ ○

歩行者デッキの整備 ○ ○

バス・タクシープールの整備 ○ ○

附置義務以上の駐車場・駐輪場の整備 ○ ○ ○ ○

地下駅前広場の整備 1,500㎡

地上出入口EV・ESの整備 ○ ○

改札機の増設、改札空間の新設・拡張 ○

地下鉄駅構内の拡張、内装・照明の整備 ○

劇場の整備・運営

コンベンション・カンファレンス施設の整備・運営 ○ 9,000㎡

ミュージアム・アカデミーの整備・運営 ○

観光案内所の整備・運営 500㎡ ○ 600㎡

地域交流施設の整備・運営

産業支援施設の整備・運営 700㎡ 3,000㎡

情報発信拠点施設の整備・運営 1,300㎡

医療施設の導入 2,000㎡

保育所の導入 300㎡

生活利便施設（スーパー等）の導入

教育関連施設の導入

国際水準・滞在型宿泊施設の導入 15,000㎡12,000㎡

防災備蓄倉庫の整備 ○ ○ ○ ○ ○

雨水貯留槽の整備 ○

広場等の帰宅困難者の一時避難空間の提供 ○ ○ ○ ○ ○

物資（飲料水・食料・簡易トイレ）の提供 ○ ○

防災情報の提供 ○ ○ ○

CASBEEの目標水準の設定 Sランク Sランク Sランク Sランク

地域冷暖房施設の更新・新設 ○ ○

目標緑被率（対敷地面積）の設定 52% 45% 35% 34%

目標CO2排出量の削減原単位の設定 39% 36% 36% 35% 32%

周辺道路の植栽・舗装・電線類地中化整備 ○

敷地外のオープンスペースの整備

歴史的建造物の保全・活用

その他貢献事項 ※9 ※10

域外貢献の有無 ○ ○

地
域
貢
献
分
野

公共貢献分野

概要

整備
運営

施設
導入

防災分野

環境・景観
分野

広場・通路
分野

交通分野

都市機能
分野

 

注）※9：建物の不燃化・耐震化による安全な市街地の形成、※10：皇居外苑濠の水質改善に資する浄化・

貯留施設の整備 
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（3）多様化する公共貢献の取り組み 

公共貢献の取組分野の変遷を把握するため、都市計画提案時期別に各地区における公共

貢献の分野別取組割合の平均値を算出した結果が図 4-6 である。なお、2003 年と 2004 年

は 1 地区ずつしかないため合計して算出した。その結果、2003/04 年に都市計画提案された

地区では、事前確定型の特例制度でも評価されていた広場・通路分野の取り組みが圧倒的

に高く、防災分野や環境・景観分野といったものは少なかった。例えば 2003 年に提案され

た大阪駅西口Ｅ東地区は、事業敷地 890 ㎡の無償提供による交通広場の拡充・整形化や約 

3,500 ㎡の「大崎の森」の整備などが公共貢献として評価されていた。これは当該地区が再

開発等促進区を定める地区計画の適用を前提に事業計画を策定していたことも影響してい

る。しかし、都市再生特別地区の指定が増加するにつれて、広場・通路分野の取組割合は

低下する一方で、近年社会的要請が高まっている防災分野や環境・景観分野の取組割合や、

地域の課題解決に向けた地域貢献分野の取組割合が増加している。なかには、渋谷二丁目

21 地区や京橋二丁目 16 地区のように敷地制約上の観点から広場・通路分野に関する公共貢

献が一つも含まれない地区も存在する。 

17%

80%

7%

13%

10%

0%

14%

0%

33%

5%

17%

7%

27%

24%

17%

40%

0%

13%

10%

50%

36%

27%

36%

23%

15%

16%

36%

37%

0%

20%

14%

16%

10%

35%

54%

0%

10%

61%

28%

15%

55%

54%

11%

40%

43%

25%

7%

47%

48%

0%

40%

19%

17%

27%

60%

43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都市機能

広場・通路

交通施設

地域貢献

（整備・運営）

地域貢献

（導入）

防災

環境・景観

2003/04

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2012  

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成 

図 4-6 公共貢献分野の推移 
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このように活用実績が増加するにつれて公共貢献が多様化している要因には、東京都や

民間事業者7に対するヒアリング調査から次の二点が考えられる。第一に過去の事業と同じ

ような公共貢献を提案しても、評価されにくいという点がある。公共貢献を評価する項目

には、「地域に不足している機能の強化・充実、地域の独自性を踏まえた効果的な機能の導

入」などの地域性を重視した記述が多くみられる。そのため、過去の事業において高く評

価された公共貢献でも、地域性が考慮されていなければ評価されにくい。したがって、民

間事業者は過去の事業において活用した取り組みをそのまま踏襲するのではなく、案件毎

に地域の特性や課題を十分に踏まえた公共貢献を提案することで高い評価を得ており、こ

の取り組みが公共貢献の多様化に大きく寄与している。第二に、都市再生特別地区の活用

実績が増加するにつれて、東京都職員に民間事業者からの提案を引き出す能力が蓄積され

ている点がある。民間事業者からの公共貢献は、東京都職員との複数回にわたる協議によ

って徐々に内容が具体化している。この協議では、一方的に民間事業者からの提案を聞き

取るのではなく、東京都からも当該地域の特性や課題、さらには他事業の公共貢献等を伝

達することで、より地域性を踏まえた公共貢献に深化させている。 

 

 

4-3-2 特徴的な公共貢献の事例分析 

 

本項では、近年、公共貢献として増加している地域貢献分野の提案内容を明らかにする

ため、「産業、文化、環境、インフラ」に関連する地域貢献施設の整備・運営を提案した地

区を対象に都市計画審議会資料を基に分析する。 

 

（1）国際金融機能の強化支援を提案した大手町地区 B-1（大手町フィナンシャルシティ） 

� 事業概要 

大手町地区 B-1 は、大手町連鎖型都市再生プロジェクト8の第 2 次事業である大手町一丁

目第 2 地区第一種市街地再開発事業の代表施行者である（独）都市再生機構から 2008 年 9

月に提案された。この事業では、約 1.4 万㎡の敷地に延床面積約 24.1 万㎡（A 棟：地上 30

階地下 4 階、B 棟：地上 34 階地下 4 階）の事務所・交流施設・医療施設・店舗から構成さ

れる建築物を整備したものである。当事業敷地は、2006 年 1 月に大手町連鎖型都市再生プ

ロジェクトとして都市再生特別地区の指定を受けており、都市計画道路の整備に関する公

共貢献が評価され、指定容積率は 1,200％から 1,470％に緩和されていた。2008 年 9 月の

提案は、B-1 街区の事業内容が具体化したことを受けて、この都市再生特別地区の変更を求

めたものであり、大きく分けて 3 つの公共貢献を追加することで容積率を 1,470％から

1,570％までの緩和を提案した。大手町地区 B-1 の事業概要は、表 4-10 のとおりである。 
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表 4-10 大手町地区 B-1 における事業概要 

施設概要 竣工写真 

所在地 東京都千代田区大手町一丁目 

 

用途地域 
商業地域、防火地域、都市再生特別地

区（既決定） 

主要用途 事務所、交流施設、医療施設、店舗 

事業期間 2010 年 4 月～2012 年 9 月 

敷地面積 約 14,100 ㎡ 

延床面積 約 241,400 ㎡ 

建物階数 
A 棟：地上 30 階、地下 4階、157m 

B 棟：地上 34 階、地下 4階、177m 

事業手法 土地区画整理事業、市街地再開発事業 

都市再生 

への貢献 

� 国際金融機能の強化に向けた業務

支援施設の整備 

� 緑あふれる都心空間の創出 

� 地上・地下の歩行者ネットワークの

整備 

割増容積率 100%（1,470%⇒1,570%） 

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成（竣工写真は筆者撮影） 

 

� 提案された公共貢献 

追加された公共貢献は、大きく分けて「①国際金融機能の強化に向けた業務支援施設の

整備、②緑あふれる都心空間の創出、③地上・地下の歩行者ネットワークの整備」を提案

した。このうち、①の取り組みでは、「約 2,500 ㎡の金融教育・交流センターの整備・運営、

約 1,800 ㎡の国際医療サービス施設の整備、提供、約 100 ㎡の調剤薬局の整備・提供」が

提案されている。この取り組みの背景として都市計画素案では、2008 年 4 月に内閣官房地

域活性化統合本部会合9で決定された「国際金融拠点強化プラン」において、東京駅・有楽

町駅周辺地域を「金融拠点機能強化を先行させる地域」として位置づけられたことを提示

している。この国際金融拠点強化プランは、アジア各都市との都市間競争が高まるなかで

付加価値の高い金融関連サービス業の育成を支援するため、「①耐震性・交通アクセスなど

に優れたビジネス環境の充実、②外国人金融ビジネスパーソン等の外国人高度人材が安心

して来日し暮らせる受入れ・生活・教育環境の整備、③金融サービスの高度化・国際化に

対応できる国内人材の育成 、④都市プロモーション・情報提供」の取り組みを掲げたもの

である。これを踏まえて、当事業では大手町地区の国際金融拠点機能の強化に向けて、金

融教育・交流センターと国際医療サービス施設を整備することで我が国の国際金融機能の

強化に貢献するものとした。 
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� 具体的な提案内容 

 金融教育文化・交流センターでは、金融サービスの高度化や取引の国際化に対応した高

度金融人材の育成を目的として、双方向かつ実践的な金融教育を提供するセンターを B 棟 5

階 2,500 ㎡に整備・運営するものである。センターでは、高度金融人材育成のための教育

プログラムとして国際金融界で活躍する高度金融人材や各方面の有識者等による小人数で

双方向型の講義・ディスカッションを実施する金融実践教育事業、最先端の金融工学や金

融商品など様々なテーマについて講義を実施する金融スクール事業、高度金融人材や会員

の交流の場としてのサロンスペースを設置する交流促進事業を提案した。さらに一般社会

人や学生などの幅広い層への教育機会の提供として金融入門講座等を実施するセミナー・

イベント・短期集中講座事業や、センターでの講義やセミナーの活動内容を全国に普及さ

せるためにインターネット等で情報発信する金融教育発信事業を提案した。金融教育・交

流サービスの提供イメージは、図 4-7 のとおりである。 

 

高度人材
のための
多彩な
教育

プログラム

金融実践教育事業

国際金融界で活躍する高度
金融人材や各方面の有識者等
による少人数で双方向型の講
義・ディスカッションを実施

金融スクール事業

最先端の金融工学や金融商
品など様々なテーマについて
スクール形式での講義を実施

交流促進事業

高度金融人材
や金融関係者が
訪れる本セン
ター内に高度金
融人材や会員の
交流の場として
サロンスペース
を設置

セミナー・イベント・短期集中講座事業

小学生から高校生、主婦、一般社会人など、直接金融
業に携わっていない一般の人々に向けて、職場見学や
ゲーム形式の金融入門講座、経済学講座等を実施

幅広い層
への

教育普及

金融教育
発信事業

金融教育・交流
センターで行わ
れる講義やセミ
ナーの内容等を
インターネット等
により発信

全国に普及させる
ための取組み

幅広い層を対象とした公共性の高いサービス

•高度金融人材
•投資家
•企業経営者

•若手中堅金融
人材
•非金融で金融
知識のある人

•一般社会人
•主婦、大学生
•小中高校生

 

出所）東京都都市計画審議会資料から作成 

図 4-7 金融教育・交流サービスの提供イメージ 

 

 一方、国際医療サービス施設では、図 4-8 に示すように大手町地区及び周辺地域に内科中

心の小規模単科型診療所が多いことや外国語対応可能な診療所が少ないことを背景に、総

合・初期診療型の医療機関を目的に外国人が安心して医療サービスを受けられる施設を B

棟 2 階 1,800 ㎡に導入するものである。施設では、国際標準の医療サービスの提供として

外国語対応可能な医師・看護師・スタッフの配置、海外医療機関との連携による医療相談・

セカンドオピニオンなどが提案され、さらに高品質な総合・初期診療型医療の提供として

総合医療案内サービスの提供、24 時間オンライン医療相談サービスの提供などを提案した。 
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高度医療型

初期診療型

総
合
型

専
門
特
化
型

①総合・高度医療型②専門特化・高度医療型

③専門特化・初期診療型 ④総合・初期診療型

本計画施設

検診中心
診療中心

丸の内病院

大手町地区には
該当する

医療機関はなく
隣接地区に立地

大手町地区の医療機
関の多くはここに分布

大手町地区に該当
する医療機関なし  

出所）東京都都市計画審議会資料から作成 

図 4-8 大手町地区の医療機関の分布イメージ 

 

� 現在の整備・運営状況 

当事業は 2012 年 10 月に竣工し、大手町フィナンシャルシティと名付けられた。提案さ

れた金融教育文化・交流センターは「東京金融ビレッジ」としてサウスタワー（B 棟）5 階

に、金融人材育成のためのプログラムを提供する企業・組織が入居するテナントゾーンと

ラウンジと会議室から構成される教育・交流ゾーンが整備された。テナントには、社会人

向けの留学準備指導校の㈱アゴス・ジャパン、国際財務報告基準の促進活動を行っている

IFRS 財団、会計教育・研修などを行っている一般財団法人会計教育研修機構などが入居し

ている。これらの入居テナントを中心として毎月 5 件程度のイベント・セミナーが開催さ

れている。しかし、小人数で双方向型の講義・ディスカッションを実施する金融実践教育

事業や講義やセミナーをインターネット等で情報発信する金融教育発信事業は、2013 年 10

月時点で行われていない。 

一方、国際医療サービス施設は、東京都中央区に拠点を置く一般財団法人聖路加国際メ

ディカルセンターが入居し「聖路加メディローカス」として開業した。聖路加メディロー

カスでは外来診療として海外経験を有する医師を中心に一般内科、循環器内科、女性診療

科、放射線科が開設され、PET 検査と CT 検査が同時にできる PET-CT などの最新機器を

揃えている。さらに会員制健康サポート（入会金 189 万円、年会費 63 万円）として人間ド

ック、フィットネス、聖路加国際病院との連携を提供している。 
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（2）多世代による生活文化の情報発信活動を提案した渋谷二丁目 21 地区（渋谷ヒカリエ） 

� 事業概要 

渋谷二丁目 21 地区は、東急文化会館建替事業の民間事業者である東京急行電鉄㈱から

2007 年 10 月に提案された。この事業では、約 9,640 ㎡の敷地に延床面積約 14.3 万㎡（地

上 33 階地下 3 階）の事務所・店舗・文化施設（劇場・アカデミー・コンベンション）から

構成される建築物を整備したものである。この地区では、大きく分けて 5 つの公共貢献を

提案することで容積率を現行の 815％から 1,370％までの緩和を提案した。渋谷二丁目 21

地区の事業概要は、表 4-11 のとおりである。 

 

表 4-11 渋谷二丁目 21地区における事業概要 

施設概要 竣工写真 

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目 21 番地 

 

用途地域 商業地域、防火地域 

主要用途 事務所、店舗、文化施設 

事業期間 2009 年 4 月～2012 年 3 月 

敷地面積 約 9,640 ㎡ 

延床面積 約 143,000 ㎡ 

建物階数 地上 33 階、地下 3 階、188m 

事業手法 敷地整序型土地区画整理事業 

都市再生 

への貢献 

� 多層をつなぐ歩行者ネットワーク

の形成 

� 渋谷からの生活文化を発信する交

流空間づくり 

� 自然エネルギーの活用等による環

境負荷の低減 

� 安全で安心な街づくりの推進 

� 開発の連鎖による町づくりと基盤

改良の一体的推進 

割増容積率 555%（815%⇒1,370%） 

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成（竣工写真は筆者撮影） 

 

� 提案された公共貢献 

公共貢献は、大きく分けて「①多層をつなぐ歩行者ネットワークの形成、②渋谷からの

生活文化を発信する交流空間づくり、③自然エネルギーの活用等による環境負荷の低減、

④安全で安心な街づくりの推進、⑤開発の連鎖による町づくりと基盤改良の一体的推進」

を提案した。このうち②の取り組みでは、「約 2,000 席のミュージカル劇場の整備・運営、

エキジビジョンホール、アカデミーの整備・運営」が提案されている。この取り組みの背

景として都市計画素案では、2007 年 9 月に公表された渋谷区の「渋谷駅中心地区まちづく

りガイドライン 2007」において、渋谷における都市再生の位置づけとして「質の高い生活

文化コンテンツを育み、発信し、体感する拠点」を掲げていることを提示している。これ
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を踏まえて、当事業では既存の若者文化と伝統文化と連携した新たな文化機能の導入を図

り、東京の顔「シンボル」となる拠点を整備するため、本格的な文化発信拠点となるミュ

ージカル劇場、渋谷から世界に情報発信拠点となるエキシビジョンホール、市民による学

びの場・成長の場となるアカデミーの整備・運営を提案した。 

 

� 具体的な提案内容 

 ミュージカル劇場では、集客性の高いターミナル駅に近接した立地を活かして、本格的

な文化発信拠点となることを目的として日本最大規模となる約 2,000 席のミュージカル専

用劇場を 11 階から 14 階に整備・運営するものである。またエキシビジョンホールでは、

ミュージカルと連動した展示会やレセプション・オーディションを創出して渋谷の生活文

化発信拠点都市の機能を強化することを目的として 9 階にホールを整備・運営するもので

ある。さらにアカデミーでは、市民参加によるワークショップの実施やエンターテイメン

トスクール等の実施を行うことを目的とした 8 階に整備・運営するものである。これらの

文化施設が集積することで図 4-9 に示すように文化発信拠点を形成し、東京の都市再生に貢

献するものとした。 

 

本格的なミュージカル

（一流アーティスト）

プレゼンテーション

劇場

ホール

アカデミー
ミュージカルを学ぶ

（地元住民）

ミュージカルプロフェッショナルとしての
活躍を支援する育成の場

地域と融合する文化活動の拡充

ミュージカルを学び（アカデミー）、ミュージカルを知り
（ホール）、ミュージカルを楽しむ（劇場）ことで、文化
を核とする地域の連携を強化

3つの機能を一体的に整備することでアーティストが

ステップアップできる環境づくりが可能となり、ミュー
ジカルダンサーとしてのプロフェッショナルとして活躍
するための育成の場を提供

ミュージカルの上演

ミュージカル連動イベント、展示会

ワークショップ、講演、交流会

 
出所）東京都都市計画審議会資料から作成 

図 4-9 複合的文化施設を一体化するイメージ 

 

� 現在の整備・運営状況 

 当事業は 2012 年 3 月に竣工し、渋谷ヒカリエと名付けられた。提案されたミュージカル

劇場は 11 階に 1,972 席のミュージカル劇場として整備され、ブロードウェイミュージカル

の来日公演を始めとして多彩な公演が催されている。また提案されたエキシビジョンホー

ルは、9 階に 1,000 ㎡と 300 ㎡のヒカリエホールとして整備され、ファッションショー、新

商品発表会、記者発表などで活用されている。 

一方、提案されたアカデミーは、8 階に約 170 ㎡の多目的スペース「COURT」を中心に

クリエイティブに働きたい人のための会員制ラウンジ「Creatice Lounge MOV」、旅行・建

築・デザイン・工芸・食・ファッションなどのテーマを 30 分で感じることができる「d47 
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MUSEUM」、現代美術を扱う小山登美夫ギャラリーが運営する「ART GALLERY」、47 都

道府県の食をテーマに日替わり定食や旬の素材を使用した晩ごはんが味わえるカフェ「d4

食堂」、47 都道府県の日本のクラフトや物産を紹介・販売するショップ「d4 design travel 

store」として整備され、渋谷らしい交流によって新たなクリエイションの可能性を探るク

リエイティブスペースとして活用されている。 

これらの提案のうち、アカデミーは当初の提案内容と大きく異なるものが整備・運営さ

れている。しかし、文化発信拠点を形成するという目的は変わっておらず、むしろ当初の

提案内容より幅広いテーマを対象としたより具体的な空間が提供されていると評価できる

といえる。 
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（3）地域の環境負荷低減活動を提案した京橋三丁目１地区（東京スクエアガーデン） 

� 事業概要 

京橋三丁目 1 地区は、片倉工業㈱の旧本社ビルと近隣ビルとの共同建替事業の民間事業

者である京橋開発特定目的会社（片倉工業㈱、清水建設㈱、第一生命保険相互会社等 6 社）

から 2009 年 10 月に提案された。この事業では、約 8,130 ㎡の敷地に延床面積約 11.6 万㎡

（地上 24 階地下 3 階）の事務所・店舗・交流施設・医療施設・子育て支援施設から構成さ

れる建築物を整備したものである。この地区では、大きく分けて 4 つの公共貢献を提案す

ることで容積率を現行の 760％から 1,290％までの緩和を提案した。京橋三丁目 1 地区の事

業概要は、表 4-12 のとおりである。 

 

表 4-12 京橋三丁目 1地区における事業概要 

施設概要 竣工写真 

所在地 東京都中央区京橋三丁目 1番地他 

 

用途地域 商業地域 

主要用途 
事務所、店舗、交流施設、医療施設、

子育て支援施設 

事業期間 2010 年秋～2013 年春 

敷地面積 約 8,130 ㎡ 

延床面積 約 116,000 ㎡ 

建物階数 地上 24 階、地下 3 階、130m 

事業手法 － 

都市再生 

への貢献 

� 都市における多面的な環境対策の

取り組み 

� 京橋駅前の都市基盤施設の整備 

� 国際金融機能の強化に向けた生活

支援 

� 快適で安全な街づくりの推進 

割増容積率 530%（760%⇒1,290%） 

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成（竣工写真は筆者撮影） 

 

� 提案された公共貢献 

公共貢献は、大きく分けて「①都市における多面的な環境対策の取り組み、②京橋駅前

の都市基盤施設の整備、③国際金融機能の強化に向けた生活支援、④快適で安全な街づく

りの推進」を提案した。 

このうち①の取り組みでは、「グリーンロード・ネットワークの形成に資する京橋の丘の

整備、幅広く環境改善に取り組む『（仮称）京橋環境ステーション』の整備・運営、CO2削

減モデルビルの整備」が提案されている。この中でも京橋環境ステーションの背景として

都市計画素案では、2006 年 12 月に公表された東京都の「10 年後の東京」や 2007 年 6 月

に策定された「カーボンマイナス東京 10 年プロジェクト基本方針」において、大企業にと
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どまらず中小企業における CO2 排出削減の本格的推進を掲げていることを提示している。

これを踏まえて、当事業では中小規模事業所が集積する地区特性を考慮し、中小規模事業

所と一体となった地域的な環境対策への取り組みを行うことを目的として、「環境知識の普

及、最先端の環境技術の展示・公開、エリアエネルギーマネジメントの実施」の活動を展

開する京橋環境ステーションの整備・運営を提案した。 

 

� 具体的な提案内容 

 京橋環境ステーションでは、3 つの取り組みを行うことを提案している。第一に子供から

高齢者までの幅広い一般市民を対象にした自治体の環境施策を紹介するコーナーやＮＰ

Ｏ・市民団体と連携した環境関連のセミナーやイベントを企画する「環境知識の普及」、第

二に一般市民や企業の技術者・大学等研究者を対象にした最先端の環境技術や共同研究や

成果の発表を行う「最先端の環境技術の展示・公開」、第三に中小規模事象所の所有者やテ

ナントを対象にした事業所の CO2 削減のための取り組みを支援する「エリアエネルギーマ

ネジメントの実施」である。中でもエリアエネルギーマネジメントは、京橋三丁目地区内

の対象事業所において計測機器を設置し、エネルギー使用データを収集・分析して既存建

物の診断を行うものである。さらに分析結果に基づき、各建物の築年数や所有者の意向に

合わせて運用改善提案や設備更新提案を自治体による環境補助制度を積極的に紹介・活用

しながら展開することを想定している。 

運営体制としては、より効果的な運営を行うため、民間事業者、町会役員、協力主体、

東京都、中央区から構成される「（仮称）京橋環境ステーション運営協議会」を設立し、各

種の活動を実施していくことを想定しており、運営イメージは図 4-10 に示すとおりである。 

 

事業者

ﾋﾞﾙ管理会社

強力企業
（ｴﾈﾙｷﾞｰ関連）

ＮＰＯ

・・・

(仮称)
京橋環境
ｽﾃｰｼｮﾝ
運営主体 ・省ｴﾈ診断、改善提案

・計画建物の環境技術の展示

・最先端の環境技術の展示

・研究発表

・行政の環境施策のＰＲ

・体験型環境学習

・環境改善の発表

中央区

連携・協働

(仮称)
京橋環境
ｽﾃｰｼｮﾝ

運営協議会

町会

協力・連携

協力主体 (仮称)京橋環境ｽﾃｰｼｮﾝ
における活動(案)

 

出所）東京都都市計画審議会資料から作成 

図 4-10 京橋環境ステーションの運営体制イメージ 

 

� 現在の整備・運営状況 

 当事業は 2013 年 3 月に竣工し、東京スクエアガーデンと名付けられた。提案された京橋
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環境ステーションは 6 階に整備され、最先端の環境技術を展示するエコテクカン、産学官

が連携して環境対策の推進を行うエリアエネルギーマネジメントセンター、中央区立環境

情報センターによって構成されている。エコテクカンでは、エネルギー・水・モビリティ

分野の取り組みを紹介する㈱日立製作所、ゼロエネルギービルを目指した省エネ技術や植

物工場の最新栽培技術を紹介する㈱朝日工業社、体感型の最新空調技術を紹介する高砂熱

学工業㈱など 9 社が出展している。またエリアエネルギーマネジメントセンターでは、一

般社団法人中小既築建築物省エネ化フォーラムが主体となって周辺の中小規模民間事業者

に対しての省エネ・省 CO2 対策の相談に応じている。このフォーラムには、東京電力、パ

ナソニック、日建設計、日本設計などが参加しており、最終的に地域エネルギーシステム

の構築を目指している。 
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（4）地域活性化のためのボランティア活動を提案した淡路町二丁目西部地区（ワテラス） 

� 事業概要 

淡路町二丁目西部地区は、統廃合で移転した淡路小学校跡地を中心とした淡路町二丁目

西部地区第一種市街地再開発事業の再開発準備組合から 2006 年 12 月に提案された。この

事業では、約 1.1 万㎡の敷地に延床面積約 12.4 万㎡（本体棟：地上 40 階地下 3 階）の住

宅・事務所・コミュニティ施設、公共施設から構成される建築物を整備したものである。

この地区では、大きく分けて 8 つの公共貢献を提案することで容積率を現行の 514％から

950％（北地区 515%⇒990%、南地区 500%⇒550%）までの緩和を提案した。淡路町二丁

目西部地区の事業概要は、表 4-13 のとおりである。 

 

表 4-13 淡路二丁目西部地区における事業概要 

施設概要 竣工写真 

所在地 東京都千代田区神田淡路町二丁目 

 

用途地域 商業地域、防火地域、第二種文教地区 

主要用途 
住宅、事務所、コミュニティ施設、公

共施設 

事業期間 2006 年～2012 年 

敷地面積 約 11,050 ㎡ 

延床面積 約 123,500 ㎡ 

建物階数 
本体棟：地上 40 階、地下 3 階、165m 

アネックス棟：地上 15 階、地下 4 階 

事業手法 市街地再開発事業 

都市再生 

への貢献 

� オープンスペース創出による貢献 

� 多世代定住人口回復による貢献 

� 良好な街並み景観の形成への貢献 

� 公園機能拡充に対する貢献 

� 地域の利便性に寄与する貢献 

� 地域活性化に寄与する貢献 

� 環境向上に資する貢献 

� 地域防災の向上に資する貢献 

割増容積率 436%（514%⇒950%） 

出所）東京都都市計画審議会資料を基に作成（竣工写真は筆者撮影） 

 

� 提案された公共貢献 

公共貢献は、大きく分けて「①オープンスペース創出による貢献、②多世代定住人口回

復による貢献、③良好な街並み景観の形成への貢献、④公園機能拡充に対する貢献、⑤地

域の利便性に寄与する貢献、⑥地域コミュニティの活性化に寄与する貢献、⑦環境向上に

資する貢献、⑧地域防災の向上に資する貢献オープンスペースの創出による貢献」を提案

した。 

このうち⑥の取り組みでは、地域文化交流拠点として約 1,050 ㎡のコミュニティ施設の
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整備・運営と学生ボランティアを支援するための約 1,050 ㎡・20~30 戸の学生ボランティ

ア支援施設の整備・運営を提案されている。こうした地域コミュニティの活性化に寄与す

る取り組みの背景として都市計画素案では、周辺地域の人口減少や高齢化の進展や淡路小

学校の統廃合による移転などにより地域コミュニティが衰退していることを提示している。

これを踏まえて、当事業では地域住民や就業者、さらに学生の街「神田」に存在する学生

との交流によって新たな地域コミュニティである「淡路型コミュニティ」の実現するため

コミュニティ施設と学生ボランティア支援施設の整備・運営を提案した。 

 

� 具体的な提案内容 

コミュニティ施設では、淡路地域の憩いの場であり、淡路型コミュニティの担い手であ

る地域住民、就業者、学生が交流、学習、表現をする場として、約 750 ㎡のステージ&カフ

ェ、約 150 ㎡のギャラリー、約 150 ㎡のホールから構成されることを想定している。ステ

ージ&カフェでは住民・就業者・学生グループの発表会やトークイベント、ギャラリーでは

住民・就業者・学生などの作品展示、ホールでは寄席やミニシアターなどのイベントなど

の活動を想定している。さらに学生ボランティア支援施設では、学生の街「神田」の特性

を活かし、地域に根差したボランティア活動を支援するため、学生の居住の場を確保し、

学生が地域に愛着を持って住民等との交流を図ることを目的としている。この施設は、学

生が月に一定時間以上のボランティア活動を行う前提で入居する賃貸住宅である。入居者

は、ボランティア活動をすることで、受入団体から家賃補助チケットを受領し、現金と家

賃補助チケットによって賃料を支払う仕組みとなっており、具体的な仕組みは図 4-11 のと

おりである。 

 

ボランティア
受入団体

（ＮＰＯ、福祉施設等）

学生

家賃
（現金＋家賃補助ﾁｹｯﾄ）

千代田区不動産会社

ちよだ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

(財)まちみらい
千代田

・・・

賃貸借契約

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
活動の実施

家賃補助
ﾁｹｯﾄの配布

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

の報告

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入団体の認定

家賃補助ﾁｹｯﾄの配布
連携

 

出所）東京都都市計画審議会資料から転載 

図 4-11 学生ボランティア支援施設の仕組み 

 

� 現在の整備・運営状況 

 当事業は 2013 年 3 月に竣工し、WATERRAS（ワテラス）と名付けられた。提案された
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コミュニティ施設は「ワテラスコモン」として本体棟 1 階にサロン、2 階にギャラリー・ラ

イブラリー、3 階にホールとカフェラウンジが整備された。1 階のサロン（82 ㎡）は屋外広

場と一体となったイベントスペースで様々な地域交流イベントや講座が開催出来るスペー

スとなっている。2 階のギャラリー・ライブラリー（87 ㎡）は大型デスクにもなる展示台

が設置されたギャラリーであり、大型アートを吊るすことのできるバトンも用意されてい

る。3 階のホール（163 ㎡）はシアター形式 162 名が収容可能となっており、250 インチの

大型スクリーンや最新の音響設備を備えており、多様なイベントに対応可能な多目的ホー

ルとなっている。これらの施設の運営は当事業を契機として設立された一般社団法人淡路

エリアマネジメントが中心となっており、ミニシアター、マルシェ、トークショー、料理

教室、まちづくりコンペなど様々なイベントを関係機関の協力を得て開催している。 

一方、学生ボランティア支援施設は、「ワテラススチューデントハウス」としてアネック

ス棟 14 階と 15 階に 36 戸整備された。ワテラススチューデントハウスは、20 ㎡のワンル

ームで敷金 10 万円、月額賃料 7.5 万円（管理費込）に設定された。入居条件は、契約時点

で 18 歳から 25 歳の学生であり、地域活動への参加が義務付けられている。対象となる地

域活動は、地元の祭り（神田祭、太田姫祭）、千代田区主催運動会、町会主催の年末夜警の

うち何れかの参加が義務づけられており、さらに季節イベントの企画・運営、地域情報誌

の製作・配布、クリーンアップ・ガーデニング・マルシェなどの活動支援などをポイント

制にして年間 12 ポイント以上に達しないと契約延長ができない仕組みとなっている。2012

年に募集を開始し、69 名の応募があった。このワテラススチューデントハウスは、ワテラ

スコモンでの大部分のイベント活動に関与しており、地域コミュニティの活性化に大きな

役割を果たしていると考えられる。 
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4-4 東京都の都市再生特別地区における規制緩和の実態 

 

4-4-1 割増容積率による不動産価値の算出 

 

東京都における都市再生特別地区では、平均 378％の割増容積率が設定され、152.7 万㎡

の割増床面積が創出された。この割増床面積は、公共貢献として一部利用されているが、

その多くは事業の主用途である事務所・店舗・住宅として利用されている。そのため、都

市再生特別地区の活用による割増容積率の付与は、収益性の観点から事業に大きな影響を

与えているといえる。割増容積率の事業に対する影響を把握するためには、事業の時期や

地域、さらには利用する用途によって容積率の価値は大きく異なるため、容積率や床面積

を単純に比較しても不十分である。そこで本節では、提案時期及び地域の用途別不動産価

格等を用いて、割増容積率による不動産価値（以下、「割増不動産価値」とする）を算出し、

その影響を把握する。 

 

（1）不動産価値の算出方法 

本分析では、割増不動産価値を「割増容積率によって創出される床面積が各事業の主た

る用途に用いられた場合に得られる事業収益」と定義し、不動産鑑定評価等に広く用いら

れる収益還元法（直接還元法）を用いて算出した。収益還元法は、対象不動産が将来生み

出すであろうと期待される純収益の現在価値を求めて不動産価値を算出する手法であり、

一般的な不動産取引における売却又は購入価格の決定や、地価公示や地価調査にも用いら

れている手法である。この収益還元法には、直接還元法と DCF （Discount Cash Flow）

法の 2 つの方法が存在するが、本分析では各事業が前提とする投資期間等が不明であるた

め、直接還元法を用いることにする。直還元法の数式は下記のとおりである。 

 

  

:

:

EGI :

OPEX :

r :

  

 

Net Operating Income

Effective Gross Income

Operating Expense

P

s

NOI

NOI EGI OPEX
P

r r

−
= =

純収益（ ）

賃料収

割増不動

入( )

運営費( )

産価値

還元利回り                      (3) 

 

純収益 NOI には、年間賃料収入EGIから年間運営費 OPEXを差し引いたものを用いた。

この年間賃料収入は、提案時期の周辺不動産価格（主たる用途が事務所や店舗の場合は賃

料、分譲住宅の場合は分譲単価）を参考に設定した。なお、参考とした資料は、㈱日経 BP
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「日経不動産マーケット情報：エリア別賃貸ビルの成約価格調査」、㈱ 不動産経済研究所

「全国マンション市場動向」である。また、年間運営費は、建物修繕費（建設工事費の 0.4%

と設定）、損害保険料 （建設工事費の 0.15%と設定）、固定資産税及び都市計画税 （鑑定

評価額の 1.7%）を対象とし、管理運営費、維持管理費は共益費と相殺すると仮定した。な

お、建設工事費は建築工事単価 30 万円/㎡と設定し、割増床面積に乗じることで算出した。

さらに還元利回りｒは、一般財団法人日本不動産研究所が半年毎に公表している不動産投

資家調査を用いて、提案時期における直近の調査結果である地域別及び用途別の期待利回

りを用いた。各地区の設定値は表 4-14 のとおりである。 

 

表 4-14 割増不動産価値算出における各地区の設定値 

地区名 
指定 

容積率 

容積率 

最高 

限度 

割増 

容積率 

敷地 
面積 

（万㎡） 

割増 
床面積 
（万㎡） 

月額 
賃料 

（円/坪） 

還元 

利回り 

大崎駅西口 E東地区 300% 750% 450% 1.9 8.5 20,000 5.8% 

大崎駅西口 A地区  300% 650% 350% 1.4 5.0 分譲：343 万円/坪 

丸の内 1-1 地区 900% 1300% 400% 1.2 4.8 36,000 5.0% 

大手町地区 1200% 1485% 285% 10.5 30.0 40,000 4.5% 

西新宿一丁目 7 地区 1000% 1370% 370% 0.5 1.9 32,000 5.0% 

丸の内 2-1 地区 1300% 1530% 100% 1.2 1.2 43,000 4.0% 

淡路町二丁目西部地区 514% 950% 436% 1.1 4.8 32,000 5.0% 

大手町一丁目 6 地区 1300% 1600% 300% 1.3 4.0 58,000 4.0% 

日本橋室町東地区 760% 1300% 540% 1.2 6.4 39,000 4.5% 

北品川五丁目第 1地区 300% 723% 323% 2.8 13.7 分譲：308 万円/坪 

銀座四丁目 6地区 775% 1300% 525% 0.5 2.8 38,971 4.0% 

渋谷二丁目 21 地区 815% 1370% 555% 1.0 5.4 41,000 4.4% 

神田駿河台三丁目 9地区 518% 710% 186% 1.7 3.2 35,000 4.5% 

京橋二丁目 16 地区 752% 1230% 478% 0.4 1.9 42,000 4.3% 

大手町地区 B-1 1470% 1570% 100% 1.4 1.4 52,000 4.0% 

丸の内二丁目 7 地区 1300% 1630% 110% 1.2 1.3 52,000 4.0% 

京橋二丁目 3地区 718% 1330% 430% 0.8 3.4 29,000 4.5% 

銀座四丁目 12 地区 670% 1220% 550% 0.7 3.7 28,000 4.5% 

神田駿河台四丁目 6地区 554% 970% 416% 1.0 4.0 28,000 5.2% 

京橋三丁目 1地区 760% 1290% 530% 0.8 4.3 26,000 4.9% 

丸の内一丁目 1-12 地区 900% 1400% 500% 0.7 3.7 29,000 4.5% 

銀座六丁目 10 地区 755% 1360% 605% 0.9 5.5 23,512 4.7% 

日本橋二丁目地区 755% 1400% 505% 2.6 13.3 23,000 5.0% 

大手町一丁目 1 地区 1300% 1400% 100% 1.6 1.6 29,000 4.5% 

大手町地区 B-2 1470% 1650% 180% 1.1 2.0 29,000 4.5% 

浜松町二丁目 4 地区 612% 1120% 508% 2.9 14.6 18,000 4.9% 

注）割増容積率及び割増床面積は都市再生特別地区分のみである。 
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（2）地区別の割増不動産価値の状況 

前述の方法を用いて割増不動産価値を算出した結果が図 4-12 である。これをみると、東

京都全体では 2 兆 4,472 億円、1 事業あたり平均 941 億円の割増不動産価値が民間事業者

に付与されている。割増不動産価値が最も大きな地区は大手町地区の 6,644 億円であった

が、当地区は個別事業による緩和だけではなく、連鎖型都市再生プロジェクトの対象地域

12.4ha を都市計画道路の整備に関する公共貢献として一体的に割増容積率を付与している

ため、割増不動産価値が大きくなっている。一方、個別事業で指定した地区では、日本橋

二丁目地区の 1,506 億円が最も大きな割増不動産価値となった。この地区では、敷地面積

2.6 万㎡に 505％の割増容積率（都市再生特別地区のみ）が設定されたものである。 

 

713

364

859

6,644

304

320

767

1,462

1,388

894

691

1,243

626

459

459

417

547

574

528

563

589

675

1,506

258

321

1,300

0 2,000 4,000 6,000 8,000

大崎駅西口Ｅ東地区
大崎駅西口Ａ地区

丸の内１－１地区

大手町地区
西新宿一丁目７地区

丸の内２－１地区
淡路町二丁目西部地区

大手町一丁目６地区
日本橋室町東地区

北品川五丁目第１地区
銀座四丁目６地区

渋谷二丁目２１地区
神田駿河台三丁目９地区

京橋二丁目１６地区
大手町地区B-1（変更）

丸の内二丁目７地区

京橋二丁目３地区
銀座四丁目１２地区
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割増不動産価値（億円）

 

図 4-12 地区別の割増不動産価値一覧 

 

4-2（3）において、東京都の都市再生特別地区では、指定容積率が大きくなるにつれて

割増容積率は小さくとなるという関係性を有しており、指定容積率と容積率の最高限度に

は正の相関がみられた。しかし、図 4-13 示すように指定容積率と割増不動産価値の関係を

みると、特段の関係性はみられない。これは、指定容積率と割増容積率の関係性は考慮さ

れていても、割増容積率の価値である割増不動産価値は考慮されていないことが想定され

る。 
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図 4-13 指定容積率と割増不動産価値の関係 

 

 

4-4-2 割増容積率が事業に与えた影響 

 

 前述の結果から、事業全体の価値に占める割増不動産価値の割合を算出した結果が図

4-14 である。これをみると、平均で約 24％（最大 67％、最小 6％）であった。これは、表

4-15 に示す通り同時期に特定街区を活用した事業における同様の割合を算出すると平均

12％であったことから、都市再生特別地区による割増容積率は収益性の観点から事業全体

に大きな影響を与えているといえる。 
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図 4-14 都市再生特別地区と特定街区による割増不動産価値割合の比較 
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表 4-15 特定街区による割増不動産価値 

地区名 
指定 

容積率 

容積率 

最高 

限度 

割増 

容積率 

敷地 

面積 

（万㎡） 

割増 

床面積 

（万㎡） 

月額 

賃料 

（円/坪） 

還元 

利回り 

想定 

不動産 

価値 

（億円） 

銀座八丁目 800% 1100% 300% 0.41 1.2 25,000 5.6% 135 

東上野二丁目 800% 1100% 300% 0.35 1.1 21,000 6.5% 83 

丸の内一丁目（その 2） 1300% 1760% 95% 1.1 1.0 36,000 5.0% 187 

江戸橋 656% 956% 300% 0.29 0.9 35,000 4.9% 154 

 割増不動産価値合計 560 億円、1事業あたり 140 億円 

 

 

 この割増不動産価値の割合を事業別に整理したのが図 4-15 である。これをみると、指定

容積率が低いほど事業全体に占める割増不動産価値の割合が高くなっている。例えば、大

崎駅西口 E 東地区や大崎駅西口 A 地区は、準工業地域に指定されているため指定容積率

は 300％であった。しかし、都市再生特別地区を活用することで、容積率の最高限度がそ

れぞれ 750％、650％と大幅に引き上げられたことによって、事業全体に占める割増不動産

価値の割合も 60％、54％と高い水準となっている。このように都市再生特別地区は、指定

容積率が低いほど事業に対して大きな影響を与えているといえる。 
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図 4-15 指定容積率と割増不動産価値割合の関係 
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4-5 小括 

 

本章をとりまとめると下記の 5 点に集約される。 

 

① 東京都と大阪市に集中している都再生特別地区 

都市再生特別地区は、2013 年 3 月末時点で 60 地区 131.6ha が指定されており、変更や

廃止をふくめると 63件の都市計画決定が行われている。この地区数及び指定面積の約 7割、

都市再生特別地区による割増床面積の約 8割は東京都と大阪市で占められている。これは、

都市再生緊急整備地域の指定面積割合よりも二大都市に集中しており、民間都市開発投資

の活発さを表現しているといえる。 

 

② 自治体によって異なる割増容積率の設定状況 

都市再生特別地区による割増容積率は全国平均で 387%であり、最大は梅田二丁目地区

（大阪市）の 900％であった。割増容積率と指定容積率の関係をみると、東京都は指定容積

率が 1,000％未満の地区では割増容積率が 200~600％の範囲で設定されているが、1,000％

以上は 400％未満に設定されている。そのため、指定容積率と容積率の最高限度の関係をみ

ると概ね正の相関がみられる。一方、大阪市は指定容積率が 600~1,000％の範囲で都市再

生特別地区が指定されているが、割増容積率は 150~900％と広範囲に設定されており、指

定容積率と容積率の最高限度の関係をみても正の相関はみられない。このことから大阪市

は、東京都よりも指定容積率の水準にとらわれずに柔軟な割増容積率を設定しているとい

える。 

 

③ 多種多様な公共貢献の創出 

東京都における都市再生特別地区の公共貢献を整理すると、「広場・通路分野、交通分野、

都市機能分野、地域貢献分野、防災分野、環境・景観分野」という 6 つの共通分野と事業

特性を踏まえた独自分野に分類される。このうち地域貢献は他分野と比較しても整備のみ

ならず運営に関しても様々な提案がなされており、民間事業者の創意工夫による提案を公

共貢献とする都市再生特別地区の特徴を具現化したものであるといえる。また、いくつか

の地区では、地区外における公共貢献も提案しており、こうした域外貢献の取り組みは年々

増加する傾向にある。一方、公共貢献の変遷をみると、初期に指定された地区では広場・

通路分野といった事前確定型の特例制度でも評価されていた分野の取り組みが多かった。

しかし、指定された地区が増加するにつれて広場・通路分野の取組割合は低下し、防災分

野や環境・景観分野、さらに地域貢献分野の取り組みが増加している。こうした多種多様

な公共貢献が創出している要因には、「他地区と同様の公共貢献は評価されにくいこと、東

京都と民間事業者双方において提案を創出するノウハウが積み重なってきたこと」が考え

られる。 
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④ 民間事業者の創意工夫を活かした地域貢献施設の整備・運営の提案 

近年、公共貢献として増加している地域貢献施設の整備・運営の提案をみると、提案し

た時期や地域における課題を解決するために民間事業者の創意工夫を活かした取り組みが

展開されている。例えば大手町地区 B-1 では、国際金融拠点強化という当時の政策を踏ま

えて国際金融機能の強化に向けた金融教育文化・交流センターや国際医療サービス施設の

整備・運営を提案し、京橋三丁目 1 地区では、中小規模事業所が集積する地区特性を考慮

して周辺事業所と一体となった地域的な環境対策への取り組みを行う京橋環境ステーショ

ンの整備・運営を提案している。こうした取り組みは、民間事業者が自ら地域における課

題を発見し、その課題解決の取り組みを外部の専門機関や地域コミュニティ組織などの多

様な関係主体と提携して実現している。こうした取り組みは、協議型の特例制度である都

市再生特別地区の成果といえる。 

 

⑤ 事業全体に大きな影響を与える規制緩和 

東京都における都市再生特別地区の規制緩和による割増不動産価値を算出すると、東京

都全体では約 2.4 兆円、1 事業あたり平均 941 億円の割増不動産価値が公共貢献の対価とし

て付与されていた。また、事業全体の価値に占める割増不動産価値の割合は約 24％であり、

これは同時期に特定街区を活用した事業における約 2 倍の割合となる。このことから、都

市再生特別地区は事前確定ガの特例制度と比較しても、事業全体により大きな影響を与え

ているといえる。 

 

 

 

 

 

                                                   
 
1 自治体に対するヒアリング調査は、札幌市市民まちづくり局都心まちづくり推進室、仙台市都

市整備局都市計画課、東京都都市整備局都市づくり政策部開発企画課、横浜市都市整備局都心

再生課、岐阜県都市建築部都市政策課、浜松市都市整備部都市計画課、名古屋市住宅都市局都

市計画部都市計画課、大阪市都市計画局計画部都市計画課、大阪府都市整備部総合計画課、神

戸市都市計画総局計画部計画課、広島市都市整備局都市計画課、香川県土木部都市計画課、北

九州市建築都市局計画部都市計画課に 2011 年 4 月 24 日から 5 月 9 日にかけて電話及びメー

ルにて実施した。さらに札幌市は 2009 年 11 月 11 日、東京都は 2009 年 11 月 10 日及び 2011
年 3 月 23 日、名古屋市は 2010 年 1 月 29 日、大阪市は 2009 年 11 月 27 日及び 2011 年 3 月

25 日、神戸市は 2010 年 2 月 16 日、広島市は 2009 年 11 月 9 日に訪問した。 
2 都市再生特別措置法附則第 2 条では、施行後 10 年以内に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するとされている。 
3 MICE とは、Meeting（会議・研修・セミナー）、Incentive tour（報奨・招待旅行）、Convention 
または Conference（大会・学会・国際会議）、Exhibition（展示会）の頭文字をとった造語で

ある。 
4 京橋二丁目 16 地区では、公共貢献である「最先端の建築・環境技術の活用による環境負荷の
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低減、緑豊かな都市空間の創出、地域の活性化に向けた機能の導入、街区再編・駅前空間整備

による街歩き機能の拡充」に関して、全体で 88 頁からなる都市計画素案のうち 50 頁分記載

されている。 
5 国土交通省「都市計画運用指針（第 6 版）」では、都市再生特別地区の（2）基本的な考え方に

おいて「その際、当該都市開発事業とあわせて当該都市再生特別地区の区域外の土地の区域に

おいて幅広い環境貢献の取組（緑地の保全・創出、歴史的建造物等の保存・活用、親水空間の

整備、必要な都市機能の整備・管理等の都市全体からみた都市の魅力の向上等に資する取組）

を民間事業者が行う場合にあっては、これを積極的に評価することも考えられる。（後略）」と

の文言が追加された。さらに（3）配慮すべき事項として「⑥ 幅広い環境貢献の取組の評価に

当たっては、環境貢献が同一都市計画区域内におけるものであるなど都市計画決定権者が的確

に対応することが可能な範囲のものであること、また、当該環境貢献の効果は、短期的なもの

ではなく、都市再生特別地区の活用により特別の容積率等が定められた建築物の存続予定期間

等を考慮して、協定の締結等により一定期間以上継続的に維持され得ると認められるものであ

ることに留意が必要である。その際、地区外の環境貢献については当該貢献の効果の継続性に

資するような都市計画（特別緑地保全地区、伝統的建造物群保存地区等）を併せて定めること

が望ましい。」との文言が追加された。 
6 国土交通省成長戦略会議「国土交通省成長戦略（平成 22 年 5 月 17 日）」では、住宅・都市分

野の成長戦略として大都市イノベーション創出戦略を提示し、課題に対応した政策案として

「③大都市の枢要地区で、従来の容積率規制に拘らず、民間事業者の都市の成長に寄与する幅

広い環境貢献の取組を評価して容積率を大幅に緩和する(平成 22 年度早期) 」と明記された。 
7 民間事業者に対するヒアリング調査は、三菱地所㈱（2009年 10月 6日）、ヒューリック㈱（2009
年 10 月 15 日）、西日本旅客鉄道㈱（2009 年 10 月 9 日）、東和不動産㈱（2010 年 1 月 29 日）、

神戸新聞社㈱（2010 年 2 月 2 日）に実施した。 
8 大手町連鎖型都市再生プロジェクトとは、大手町地区 13ha を対象に大手町合同庁舎跡地を種

地とし、順番に建替えを実施して地区全体を更新していくものであり、第 5 次の都市再生プロ

ジェクトにも指定されている。この連鎖型再開発は、大手町地区に存在する既存建築物を利用

しつつ移転先の土地に新たな建築物を整備し、竣工後に直接移転できる利点が存在する。 
9 内閣官房地域活性化統合本部会合とは、2007 年 10 月の閣議決定において、より効果的な取組

を実施するために特段の事情がない限り地域活性化関係の 5 本部（都市再生本部、構造改革特

別区域推進本部、地域再生本部、中心市街地活性化本部及び総合特別区域推進本部）を合同で

開催することとしたものである。 
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第5章 都市再生特別地区の指定手続きの実態 
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5-1 本章の目的 

 

都市再生特別地区の制度検討段階では、都市再生特別措置法に基づく提案制度によって

民間事業者が作成した都市計画素案を基に都市計画決定する方法（以下、「提案制度による

指定」とする）が想定されていた。しかし、現在指定されている都市再生特別地区の中に

は、民間事業者との協議を経て自治体が都市計画素案を作成して都市計画決定する方法（以

下、「通常手続きによる指定」とする）が存在するだけでなく、自治体によって何れかの方

法に限定するなど実際の運用は異なっている。 

本章では、全国における都市再生特別地区の指定手続きの実態に関して、指定手続きの

要綱・要領等の収集・整理や担当職員に対するヒアリング調査を基に明らかにする。また

提案手続きによる指定の実態を明らかにするため、同指定方法による実績が最も多い東京

都と詳細資料が収集出来た浜松市を対象に都市計画審議会資料及び議事録等の収集・整理

や担当職員に対するヒアリング調査を基に分析する。一方、通常手続きによる指定の実態

を明らかにするため、同指定方法による実績が最も多い大阪市を対象に都市計画審議会資

料及び議事録等の収集・整理や担当職員に対するヒアリング調査を基に分析する。 

なお、本章の主たる部分は北崎（2011）及び北崎・有田（2013）を基調としている。 
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5-2 全国における都市再生特別地区指定の運用実態 

 

2013 年 3 月末時点で都市再生特別地区は全国 60 地区指定されており、変更や廃止を含

めると 63 件の都市計画決定が行われていた。この 60 地区の指定方法を整理したのが表 5-1

である。これをみると、提案制度及び通常手続きの両方によって指定されているのは札幌

市、仙台市、広島市、提案手続きによってのみ指定されているのは東京都、横浜市、岐阜

市、浜松市、名古屋市、高槻市、神戸市、高松市、通常の手続きのみによって指定されて

いるのは大阪市、北九州市である。このうち東京都、浜松市、名古屋市では、提案制度に

関する要綱・要領等において、民間事業者の創意工夫を最大限発揮するため、提案制度に

よる指定を基本とすることを明記している。一方、自治体に対するヒアリング調査による

と、大阪市では民間事業者の提案に要する負担を抑制し、提案内容の履行を確実にするた

め、民間事業者との協議を経て通常手続きによる指定を基本としている。また両方の手続

きによって指定されている札幌市や広島市では、自治体が積極的に関与している市街地再

開発事業において通常手続きで指定している。2-3-3 でみたように制度検討段階では、提案

制度と都市再生特別地区は一体的に運用されることが想定されたが、実際の運用では必ず

しも一体的に運用されておらず、各自治体の実情に踏まえた運用となっていることが明ら

かとなった。提案制度に関する要綱・要領等を有している自治体は、札幌市、仙台市、東

京都、横浜市、浜松市、名古屋市、神戸市、広島市の 8 自治体であるが、神戸市では 2012 

年 4 月に制定されたため、2004 年 3 月に指定された三宮駅前第 1 地区には活用されて

いない。 

表 5-1 自治体別の都市再生特別地区の指定及び都市計画決定状況 

 地区数 
都市計画決定件数 要綱要領

の有無 提案手続 通常手続 

東京都 24 26  ○ 

大阪市 15  15 × 

名古屋市 6 6  ○ 

広島市 3 2 1 ○ 

高松市 2 2  × 

札幌市 2 1 1 ○ 

仙台市 2 1 1 ○ 

浜松市 1 2  ○ 

横浜市 1 1  ○ 

岐阜市 1 1  × 

高槻市 1 1  × 

神戸市 1 1  ○ 

北九州市 1  1 × 

全国合計 60 44 19  

注）高松市は香川県、岐阜市は岐阜県、高槻市は大阪府が都市再生特

別地区の都市計画決定権限を有する自治体である。 

出所）自治体に対するヒアリング調査を基に作成 
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5-3 提案制度による指定の運用実態 

 

本節では、活用実績が無い神戸市を除く 7 自治体の提案制度に関する要綱・要領等を収

集・比較し、各自治体の担当職員に対するヒアリング調査を行うことで、提案制度による

指定の運用実態を明らかにする。さらに提案制度による指定が最多である東京都と詳細な

資料を収集することが出来た浜松市を対象に、既往文献や都市計画審議会等への提出資料

及び議事録によって、提案制度による公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する運用実態

を明らかにする。 

 

5-3-1 提案制度に関する要綱・要領等の比較 

 

各自治体の提案制度に関する要綱・要領等を整理したのが表 5-2 及び表 5-3 である。 

以下、各項目に関する比較を行う。 

 

（1）要綱・要領等の構成 

7 自治体における要綱・要領等の構成をみると、札幌市、仙台市、広島市は都市計画法

に基づく提案制度に関する要綱・要領等と一体で作成しており、その他の自治体は都市再

生特別措置法に基づく提案制度に関して個別に作成している。この要綱・要領等に記載さ

れている項目は、「提案手続きの流れ、提出書類、都市再生特別地区の指定に関する都市計

画の決定又は変更 （以下、「 都市計画決定等」とする）の必要性の判断根拠及び方法、判

断結果の公表方法」などである。 

 

（2）提案手続きの流れ 

都市再生特別地区の提案手続きの流れをみると、全ての自治体において民間事業者との

事前相談を経たうえで、都市計画素案を提出することが定められている。また、札幌市を

除く 6 自治体では、都市計画審議会で審議する前に都市計画決定等の必要性の検討又は判

断を要綱・要領等に基づいて設置された機関で実施している。この機関によって都市計画

決定等の必要性が認められた場合、他の都市計画と同様に都市計画審議会へ付議され、都

市計画決定等に至る手続きとなっている。 

 

（3）法定外の提出書類 

都市再生特別地区を提案する場合、都市再生特別措置法施行規則に基づいて「都市計画

素案、都市再生事業に関する計画書、都市再生事業に関する次に掲げる図書、地権者等の

同意を得たことを証する書類、環境影響評価法に規定する公告を行ったことを証する書類」

を提出する必要がある。この提出書類に加えて、要綱・要領等を策定している自治体では、

「 都市計画素案を説明する資料、提案資格を証明する資料、周辺住民等への説明又は協議
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状況に関する資料、周辺環境等への影響に関する資料、周辺のまちづくりや環境への配慮

に関する資料」などの提出を求めている。これらの書類は、自治体によって名称は異なる

ものの類似する記載内容となっている。なお、一部書類は必要に応じて提出を求めるなど

自治体によって取り扱いは異なる。 

 

（4）都市計画決定等の必要性を判断する根拠 

都市計画決定等の必要性を判断する根拠としては、多くの自治体において 「上位計画と

の適合、都市再生への貢献、都市基盤との調和、区域内外の住民との合意、周辺環境への

配慮、事業の必要性と実効性」が定められている。また東京都、浜松市、名古屋市では、

提案された事業の容積率や高さの限度が公共貢献にふさわしい適切なものとなっているか

を判断するため、「容積率の限度等の設定」が定められている。なお他自治体では、提案さ

れた規制緩和が公共貢献に見合うものどうかについては明確な判断根拠とされていない。 

 

（5）都市計画決定等の必要性を検討又は判断する機関 

各自治体に設置されている機関の構成員をみると、全て自治体職員で占められており、

外部の学識経験者や実務者等の有識者、地域住民や市民団体等の代表者は含まれていない。

機関の役割をみると、提案内容の検討や事前の評価のみを行う役割と、都市計画決定等の

必要性を判断する役割に分けることが出来る。提案内容を検討又は評価する役割を有した

機関として、仙台市では提案に関係する課の意見集約を行うための検討会議、名古屋市で

は提案内容を事前評価するための評価検討会、広島市では提案内容を事前に審査するため

の都市計画提案審査委員会を設置している。一方、東京都、浜松市では、提案内容を検討

又は評価する役割を有した機関である検討会（課長級の職員から構成）に加えて、都市計

画決定等の必要性を判断する役割を有した審査会（部長級の職員から構成）との二段階の

構成となっている。この検討会は、事前相談でも開催することが可能となっており、都市

計画素案の提出後の迅速な事務処理を行うために二段階の構成となっている。 

 

（6）提案内容の履行担保 

都市再生特別地区は、幅広い提案内容が評価対象となるため、全て提案内容の履行を都

市計画決定等によって担保することは出来ない。そのため、提案内容の履行担保をみると、

東京都のみ記載があり都市計画決定事項以外の提案内容の実現のため、民間事業者と都市

計画決定権者や公共施設管理者等との協定を締結することを明記している。 
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表 5-2 提案制度に関する要綱・要領等の比較① 

札幌市 仙台市 東京都 横浜市

名称

都市計画法及び
都市再生特別措置法による
札幌市都市計画提案制度

について

仙台市
都市計画提案制度の手続き

に関する要領

東京都における
都市再生特別地区の

運用について

横浜市都市再生特別地区等
に関する都市計画提案制度

手続要領

制定
時期

2003年6月 2005年2月 2002年12月 2003年2月

提案
手続き
の流れ

・事前相談
・都市計画素案の提出
・都決等の必要性判断
・都市計画案の作成
・都市計画審議会へ説明
・都市計画案の縦覧
・都市計画審議会へ付議
・都決等の告示

・事前相談
・都市計画素案の提出
・検討会議
　（関係課意見集約）
・都決等の必要性判断
・都市計画案の作成
・都市計画案の縦覧
・都市計画審議会へ付議
・都決等の告示

・事前相談
・都市計画素案の提出
・検討会
　（評価方針等検討調整）
・審査会
　（都決等の必要性判断）
・都市計画案の作成
・都市計画案の縦覧
・都市計画審議会へ付議
・都決等の告示

・事前相談
・都市計画素案の提出
・都市再生評価委員会
　（都決等の必要性判断）
・都市計画素案の作成
・公聴会の開催
・都市計画案の縦覧
・都市計画審議会へ付議
・都決等の告示

法定
外の
提出
書類

○必須
●必要
　に応
　じて

○計画提案書
○提案資格を有することを
　証明する書類
●事業計画書
●土地所有者等の同意形成
　に関する計画報告書
●周辺住民等に対する説明
　の経過報告書
●まちづくりや環境への配
　慮事項

○計画説明書
○街づくりの方針等との適
　合に関する資料
○周辺住民等への説明の経
　緯に関する資料
○周辺環境等への影響の検
　討に関する資料
○提案内容の説明に必要と
　思われる資料

○都市計画素案の必要性と
　妥当性についてどのよう
　に考えたのかを示す説明
　資料
○提案に先立ち計画内容等
　について住民等への説明
　状況等に関する資料

●都市基盤及び都市環境へ
　の影響に対する確認状況
　調書
●地権者及び周辺住民への
　説明経過書
●都市再生の貢献に関する
　説明書
●その他計画内容の説明に
　必要と思われる資料

都決等
必要性

の
判断
根拠

・国土計画又は地方計画
　に関する計画に適合
・都市計画区域マスタープ
　ラン等
・札幌市のまちづくりに関
　する方針・計画・指針
・提案区域内及び周辺区域
　の住民合意状況
・周辺環境に与える影響
・事業の必要性と実効性

・仙台21プラン、仙塩広域
　都市計画基本方針、都市
　開発方針等、仙台市都市
　計画の方針、地域整備方
　針との適合
・区域内外の住民との調整
　状況
・区域内外の環境の保全及
　び創造への配慮状況
・早期の事業化の可能性

・地域整備方針や都市計画
　区域マスタープラン等と
　の整合
・環境への配慮
・都市基盤との調和
・都市再生への貢献
・容積率の限度等の設定
・用途の取り扱い
・都市計画決定事項以外
　の取り扱い

・横浜市のまちづくりの方
　針に則していること
・当該土地の周辺環境等に
　配慮されていること
・周辺の住民との調整が整
　い、おおむね賛同が得ら
　れること
・法律、条例、規則、要綱
　等に即していること
・誘導する建築物が都市の
　再生に貢献すること

都決等
必要性
を検討
判断す
る機関

記載なし ・検討会議
（都市整備局計画部長、
　提案に関係する課長）

・検討会
（理事、関係各部課長）
・審査会
（都市整備局長、次長、
　技監、理事、関係部長）

・都市再生評価委員会
（所管課及び関係各課）

履行
担保

記載なし 記載なし 都決事項以外は事業者との
間で協定を締結

記載なし

事前
相談の
記録

記載なし
【事前相談の記録は作成し
　ていない】

計画提案相談受付シート
を作成し保管する
【実際は作成していない】

打合せ記録等について記録
を作成する
【文書保存期間1年未満の
　ため都決後に処分】

記載なし
【作成していない】

機関の
記録

機関なし 記載なし
【議事録や資料は保管】

記載なし
【議事録は作成しているが
　上記と同様に処分】

記載なし
【作成していない】

提案数 1件 1件 26件 1件

都決数 民間提案1件、通常手続1件 民間提案1件、通常手続1件 民間提案26件 民間提案1件

注）【】はヒアリングによって明らかとなった運用状況  
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表 5-3 提案制度に関する要綱・要領等の比較② 

浜松市 名古屋市 広島市

名称
浜松市における

都市再生特別地区の
運用指針について

都市再生特別地区運用指針
都市再生特別措置法

に基づく計画提案の手続
に関する要綱

広島市
都市計画提案制度

手続き要領

制定
時期

2007年7月
運用指針：2010年9月
要綱：2008年10月

2003年7月

提案
手続き
の流れ

・事前相談
・都市計画素案の提出
・都市再生特別地区検討会
　（検討調整を実施）
・都市再生特別地区審査会
　（都決等の必要性判断）
・都市計画素案の作成
・公聴会の開催
・都市計画案の縦覧
・都市計画審議会へ付議
・都決等の告示

・事前協議
・都市計画素案の提出
・評価検討会
　（提案内容の評価）
・都決等の必要性判断
・都市計画素案の作成
・公聴会の開催
・都市計画案の縦覧
・都市計画審議会へ付議
・都決等の告示

・事前相談
・都市計画素案の提出
・都市計画提案審査委員会
・都決等の必要性断
・都市計画素案の作成
・公聴会、説明会等の開催
・都市計画案の縦覧
・都市計画審議会への付議
・都決等の告示

法定
外の
提出
書類

○必須
●必要
　に応
　じて

○都市計画素案の必要性と
　妥当性についての説明資
　料を提出
○提案に先立ち計画内容等
　について住民等への説明
　状況等に関する資料

●都市計画の素案の対象と
　なる土地の区域内及びそ
　の周辺の環境への影響に
　関する資料
●土地所有者等及び住民等
　への説明の経緯に関する
　資料
●その他計画提案の妥当性
　を明らかにするために
　必要な資料

○関係機関との協議状況に
　関する資料
●周辺環境への影響に関す
　る資料
●周辺住民等への説明の経
　緯に関する資料
●その他提案内容の説明に
　必要な資料

都決等
必要性

の
判断
根拠

・地域整備方針や都市計画
　区域マスタープラン等と
　の整合
・環境への配慮
・都市基盤との調和
・都市再生への効果
・容積率の限度等の設定
・用途の取り扱い
・都市再生事業の見通し
・住民等の意見の配慮

・地域整備方針や都市計画
　マスタープランとの整合
・周辺環境への配慮
・都市基盤との調和
・都市再生への効果
・容積率の限度等の設定
・用途の取り扱い
・都市再生事業の見通し
・住民等の意見への配慮

・広島市のまちづくりの方
　針への適合性及びまちづ
　くりへの寄与の度合い
・区域内の住民及び周辺住
　民との調整状況
・提案に係る区域内外の環
　境の保全及び創造への配
　慮状況
・地域整備方針への適合性
・事業実施の確実性

都決等
必要性
を検討
判断す
る機関

・審査会
（都市計画部長及び関係
　各部長、中央区長）
・検討会
（関係各課長）

評価検討会
（所管課及び関係各課）

・審査委員会
（都市整備局長、次長、
　都市計画担当部長及び
　関係局・区の担当部長）
　必要に応じて作業部会

履行
担保

記載なし 記載なし 記載なし

事前
相談の
記録

打合せ記録等を作成する
【正式な記録は作成してい
　ない】

記載なし
【作成していない】

相談記録シートを作成する
ように努める
【任意作成のため実際は作
　成していない】

機関の
記録

記載なし
【検討会及び審査会
　の双方で作成している】

記載なし
【作成していない】

記載なし
【議事概要のみを作成、
　判断根拠の適合を確認】

提案数 2件 6件 2件

都決数 民間提案2件（1件廃止） 民間提案6件 民間提案2件、通常手続1件  
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5-3-2 提案制度による指定の運用実態 

 

提案制度を効果的に運用するためには、提案内容の過大評価や過小評価を防いで適切な

対価を与えるため、提案内容の評価と対価の設定が最も重要である。そこで各自治体にお

いて提案内容である公共貢献の評価と、その対価である規制緩和の設定がどの段階で協議

されているのかをヒアリング調査で確認して整理した。その結果、全ての自治体において

事前相談の段階で実施しているとのことであった。これは、各自治体において、都市計画

素案が提出された案件の全てが都市計画決定等に至っていることからも裏付けられる。こ

うした協議における公平性や公正性を確保するためには、協議過程の透明性が強く求めら

れる。 

各自治体の要綱・要領等において事前相談の記録に関する記述を確認したのが表 5-4 であ

る。これをみると、仙台市、東京都、浜松市、広島市においては事前相談の記録を作成す

ることが明記されていた。しかしながら、その運用実態を確認した結果、仙台市や浜松市

では実際に作成されておらず、広島市も記録作成は任意のため作成されていなかった。ま

た東京都では、記録を作成しているが文書保存期間を一年未満に設定しており、都市計画

決定後に処分しているとのことであった。さらに要綱・要領等において事前相談の記録に

関する記述が明記されていない札幌市、横浜市、名古屋市にも確認したところ、記録は作

成されていなかった。 

以上のことから、全ての自治体において提案内容の評価と対価の設定に関する協議内容

が保存されていない状態にあり、第三者によって検証出来ない状態になっていることが明

らかとなった。 

一方、要綱・要領等において都市計画決定等の必要性を判断する機関の議事録等が作成

されているかを確認したところ、仙台市、東京都、浜松市、広島市では作成されており、

名古屋市、横浜市では作成されていなかった。このうち、東京都では事前相談と同様に都

市計画決定後に処分しており、広島市では議事概要のみの作成に留まっていた。 

以上のことから、多くの自治体では都市計画決定等の必要性の判断を自治体職員のみで

行っているが、事前相談と同様に第三者によって検証出来ない状態になっていることが明

らかとなった。 

 

表 5-4 提案数及び都市計画決定数の状況と協議記録に関する運用実態 

 
民間 

提案数 

都市 

計画 

決定数 

事前相談の記録 各機関の記録 

要綱要領

の記載 
運用実態 

要綱要領

の記載 
運用実態 

東京都 26 26 
記録を 

作成する 

都決後に 

処分 
記載なし 

都決後に 

処分 

名古屋市 6 6 記載なし 
作成して 

いない 
記載なし 

作成して 

いない 

広島市 2 2 作成を 作成して 記載なし 議事概要は
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民間 

提案数 

都市 

計画 

決定数 

事前相談の記録 各機関の記録 

要綱要領

の記載 
運用実態 

要綱要領

の記載 
運用実態 

務める いない 作成 

札幌市 1 1 記載なし 
作成して 

いない 
－ － 

仙台市 1 1 
作成し 

保管する 

作成して 

いない 
記載なし 

議事録は 

作成 

浜松市 2 2 作成する 
作成して 

いない 
記載なし 

議事録は 

作成 

横浜市 1 1 記載なし 
作成して 

いない 
記載なし 

作成して 

いない 

出所）各自治体の要綱・要領等及び担当職員ヒアリング調査を基に作成 
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5-3-3 東京都における指定手続きの実態 

 

（1）提案手続きの流れ 

5-3-1 でみたように、東京都の提案手続きでは、正式提案の前に民間事業者は事前相談を

行うこととされている。民間事業者は、この事前相談において、法に基づく必要図書の他

に、公共貢献や規制緩和の必要性と妥当性を示す説明資料を提出し、東京都都市整備局都

市づくり政策部開発企画課との複数回にわたる協議を行っている。正式提案後は、局内に

設置された都市再生特別地区検討会 （提案された案件ごとに評価項目、評価方針などを検

討調整する部課長級の会合）及び審査会（検討会の結果を踏まえ都市計画決定・変更の必

要性を判断する局次長級の会合）によって審査が行われる。その後、区への意見聴取を経

て 2 週間の縦覧を行い、東京都議会都市整備委員会に報告した後、東京都都市計画審議会

に付議され、都市計画決定の有無が判断される。これらの手続きのうち、図 5-1 に示すよう

に最も時間を要するのが事前相談であり、東京都や民間事業者へのヒアリング調査による

と 1 件あたり約 6 カ月から 1 年の期間を要している。 

 

検
討
会
（部
課
長
級
）

審
査
会
（局
次
長
級
）

関係局との調整

都
市
計
画
案
の
作
成

都
市
計
画
法
17
条
縦
覧

都
市
計
画
決
定

告
示

事
業
者
か
ら
の
正
式
提
案

事
業
者
か
ら
の
相
談

担
当
課
と
の
協
議

都
市
計
画
審
議
会
付
議

正式提案期間（6か月間）事前相談期間（6か月間～1年間）

都議会へ報告
 

出所）東京都担当職員ヒアリングより作成 

図 5-1 東京都における都市再生特別地区の指定手続き 

 

 

（2）公共貢献の評価と規制緩和の設定の実態 

5-3-2 でみたように、東京都においても正式提案された案件のうち、都市計画決定に至ら

なかったものは存在しないため、公共貢献の評価や規制緩和の設定は事前相談の場におい

て決定されているといえる。しかし、事前相談の記録は文書保存期間が一年未満に設定さ

れており、かつ都市計画決定後に処分されているため、第三者によって事前相談の過程を

明らかにすることは困難である。また、都市計画素案においても公共貢献の評価結果や規

制緩和の設定根拠に関する具体的な説明は記述されていない。そこで公共貢献の評価結果

や規制緩和の設定根拠に関して記述されていた三浦（2011）を参考に大崎駅西口 A 地区に
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おける事前相談の実態を明らかにする。 

 

大崎駅西口 A 地区は、京浜工業地帯の一角として駅周辺に大規模な工場や研究所が位置

し、その後背地に小規模な店舗や木造住宅が密集していた地域に位置する。当地区は 1983

年の東京都長期計画において大崎駅周辺が副都心に指定されたことで再開発の機運が高ま

り、1994 年に大崎駅西口中地区第一種市街地再開発準備組合が設立された。当初は再開発

地区計画の活用を想定していたため、2002 年の市街地再開発事業の都市計画決定と同時に

再開発地区計画も決定され、指定容積率 300％から 560％まで緩和された。この段階では事

務所を中心とした事業計画であったが、事務所床の大量供給による需給環境の悪化（いわ

ゆる「2003 年問題」）の影響を受けて、保留床取得者が決まらずに事業が進捗しない状態に

あった。そこで事業計画を住宅中心に変更し、さらに民間事業者によって自由度の高い提

案が可能な都市再生特別地区を活用することを検討した。 

再開発準備組合では、2004 年 10 月に東京都へ都市再生特別地区の正式提案を行った。

新たな事業計画では、約 1.4 万㎡の敷地に延床面積約 12.9 万㎡の住宅・店舗・事務所から

構成される建築物を整備することとした。この提案では、地区にふさわしい施設整備とし

て「良質なストックとなる都市型集合住宅の供給（約 1,120 戸、7.25 万㎡）、敷地面積 30％

を目標とした緑化」、地域に求められる機能導入として「約 850 ㎡の文化・コミュニティ施

設や認証保育所、利便施設等の確保を行う約 1,000 ㎡のアプリケーションラボ（情報発信・

展示・交流機能を有する研究施設）」、都市基盤施設の整備として「歩行者通路の増加、広

場状空地の増加、歩行者デッキや交差点改良の関連施設」を提示し、指定容積率 300％から

650％まで緩和することを提案した。大崎駅西口 A 地区の事業概要は、表 5-5 のとおりであ

る。 

 

表 5-5 大崎駅西口 A 地区における事業概要 

施設概要 竣工写真 

所在地 東京都品川区大崎二丁目 

 

用途地域 
準工業地域、近隣商業地域、防火地域、

再開発等促進区を定める地区計画 

主要用途 住宅、店舗、事務所、公共公益施設 

事業期間 1991 年 1 月～2009 年 9 月 

敷地面積 約 14,289 ㎡ 

延床面積 約 129,093 ㎡ 

建物階数 住宅棟：地上 39 階、地下 2 階、129m 

事業手法 市街地再開発事業 

都市再生 

への貢献 

� 地区にふさわしい施設整備 

� 地域に求められる機能導入 

� 都市基盤施設の整備 

割増容積率 300%（300%⇒650%） 

出所）東京都資料を基に作成（竣工写真は筆者撮影） 
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 三浦（2011）によると、事前相談では公共貢献の評価と規制緩和の設定を検討するため、

公共貢献の各項目を容積率で評価されたとしている。その結果が図 5-2 である。これをみる

と、広場や歩行者デッキ等の都市基盤施設の整備は 100%、の文化・コミュニティ施設や認

証保育所等の地域に求められる機能導入は 13％、地区にふさわしい施設整備である都市型

集合住宅の供給は 650%、街並み景観の形成は 58%、環境負荷の低減は 10%と評価され、

合計 831％の割増容積率となった。その結果、容積率の最高限度は割増容積率を指定容積率

300%に加えて 1,131%と評価されたが、最終的に周辺市街地に与える影響や 150m の航空

法による高さ制限等を考慮し、さらに事業成立性の観点を踏まえて容積率の最高限度は

650%とされた。 

 

指定容積率
300%

事前協議
における評価

都市計画素案
における
提案内容

都市型集合住宅の供給
650%

都市基盤施設
の整備100%

環境負荷の低減

10%

合計
1,131%

指定容積率
300%

割増容積率
350%

街並み景観の形成
58%

地域に求められる
機能の導入13%

� 周辺市街地への影響
� 航空法による高さ制限
� 事業成立性の観点

合計
650%

 

出所）三浦（2011）を基に作成 

図 5-2 大崎駅西口 A 地区における公共貢献の評価結果と規制緩和の設定根拠 

 

 この事前相談における検討結果をみると、東京都における都市再生特別地区の運用実態

には 3 つの特徴が存在する。第一に「事前確定型の特例制度と同様の手法による公共貢献

の評価」である。事前相談では、それぞれの公共貢献を容積率で評価し、指定容積率に積

み上げて容積率の最高限度を設定していた。これは、事前確定型の特例制度と全く同様の

手法である。2-2-3 の特区制度の具体化でもみたように、都市再生特別地区は事前確定型の

特例制度の問題点であった積上型運用の脱却を一つの目的としていた。しかし、東京都に

おいては依然として事前確定型の特例制度と同様の手法を用いている。この理由として、

都市開発行政に長年携わってきた東京都職員へのヒアリング調査1によれば、先行者利益を

防ぎ優良な民間都市開発を多数創出する意図があったとしている。2-3-5 でもみたように、

東京都では都市再生緊急整備地域指定後の民間事業者へのアンケートにおいて、32 のプロ

ジェクトのうち半数が都市再生特別地区の活用を検討していた。そのため、容積率の最高

限度を無制限に設定することが可能となった場合、事業の優良性とは無関係に規制緩和の

恩恵を享受することが可能となり、民間都市開発の低質化と建築床面積の大量供給が発生

する恐れがあった。これを未然に防ぐためにも、東京都では事前確定型の特例制度による

運用を踏襲し、都市再生特別地区においても公共貢献を容積率で評価して、それに見合っ
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た緩和容積率を設定するという仕組みを導入したといえる。 

しかし、事前相談の検討結果をみると、完全に事前確定型の特例制度の運用を踏襲して

いるのではない。第二の特徴として挙げられるのが「事前確定型の特例制度よりも大きな

容積率評価」である。大崎駅西口 A 地区における都市機能分野や地域貢献分野の公共貢献

の評価を床面積に換算した結果が表 5-6 である。これをみると、都市機能分野である都市型

集合住宅の供給は約 92,950 ㎡、地域貢献分野である地域に求められる機能導入は約 1,860

㎡となった。これは、各施設が必要とする床面積を満たすことから2、この 2 つの公共貢献

は必要とする床面積と同程度と評価されたといえる。一方、広場・通路分野である都市基

盤施設の整備に対する評価は、床面積に換算して 14,300 ㎡の評価であったが、これは整備

する都市基盤施設として提示された約 780 ㎡の地区幹線道路、約 720 ㎡の区画道路、約 640

㎡の歩行者通路、約 870 ㎡の広場状空地を合計した約 3,000 ㎡の 5 倍程度に相当する。こ

のように大崎駅西口 A 地区では、都市機能分野や地域貢献分野は必要とする床面積分、広

場・通路分野は提供された敷地面積の 5 倍程度の床面積分で評価されたと考えられる。こ

れは事前確定型の特例制度よりも大幅に評価されている。例えば、再開発等促進区を定め

る地区計画の場合、地域社会のコミュニティの向上に貢献する施設は必要とする床面積の

50％分のみしか割増容積率として認められない。また、空地によって 100％の割増容積率

を得るためには、敷地面積の 60％（当地区の敷地では約 8,400 ㎡に相当）を有効空地とし

て確保する必要がある。このことから、都市再生特別地区の公共貢献は、事前確定型の特

例制度よりも大幅に評価されているといえる。 

 

表 5-6 公共貢献に対する割増容積率の床面積換算 

公共貢献 規制緩和 

分野 提案内容 貢献床面積 容積率 床面積 

都市 

機能 
都市型住宅 約 72,500 ㎡ 650% 約 92,950 ㎡ 

広場 

通路 

地区幹線道路 約 780 ㎡ 

約3,000㎡ 100% 約 14,300 ㎡ 
区画道路 約 720 ㎡ 

歩行者通路 約 640 ㎡ 

広場状空地 約 870 ㎡ 

地域 

貢献 

文化・コミュニティ施設、

認証保育所、利便施設 
約 850 ㎡ 

約1,850㎡ 13% 約 1,860 ㎡ 

アプリケーションラボ 約 1,000 ㎡ 

出所）東京都都市計画審議会資料及び三浦（2011）を基に作成 

 

 第三の特徴として挙げられるのが「諸条件を踏まえた上での容積率の最高限度の決定」

である。大崎駅西口 A 地区では公共貢献を容積率で評価した結果、容積率の最高限度が指

定容積率の 4 倍弱となった。しかし、最終的に「周辺市街地への影響、他法令の制約、事

業の収益性」の観点から、容積率の最高限度は指定容積率の 2 倍強に引き下げられた。事
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前確定型の特例制度では、あらかじめ都市構造上の位置づけにおいて容積率の最高限度の

上限が設定されていた。しかし、都市再生特別地区の容積率の最高限度はあらかじめ設定

されておらず、諸条件を勘案して決定しているといえる。 

 

（3）都市計画審議会等における議論 

制度検討段階では、民間事業者からの提案を都市計画審議会で議論することを想定して

いた。それでは、こうした公共貢献の評価結果や規制緩和の設定根拠は、提案後の都市計

画審議会等でどの程度議論されているのだろうか。そこで提案後に開催されている東京都

都市整備委員会3（以下、「委員会」とする）と東京都都市計画審議会4（以下、「審議会」と

する）の議事録を用いて明らかにしてみる。 

 委員会及び審議会の議事録から、各委員と事務局である東京都都市整備局の発言内容及

び発言量（議事録の文字数）を整理したのが図 5-3 及び図 5-4 である。委員会及び審議会で

の議論は、大きく「①事業の妥当性（事業概要及び必要性、地権者の同意、周辺住民への

説明、区の同意、区域の形状等）」、「 ②公共貢献の内容（公共貢献の詳細説明、必要性、

効果、担保方法、評価及び規制緩和の決定理由）」、「③規制緩和による影響（環境負荷、発

生交通量、駐車場等）」 の三つに分けることが出来る。この他に都市再生特別地区の審査

手続きのあり方や東京都における都市再生の方向性を質疑したものが数件存在した。 

 このなかで、最も多く議論されていたのが「②公共貢献の内容」であり、なかでも公共

貢献の評価方法や規制緩和の設定根拠に関するものが多かった。この質疑内容を抜粋した

のが表 5-7 である。これをみると、「提案された公共貢献をどのように評価し、割増容積率

等の規制緩和をどのようにして決定するに至ったか」という質問に対して、事務局である

東京都都市整備局では、「従来の都市開発諸制度におけるような一律の運用基準は定めず、

都市整備局内の審査会等において、公共貢献に応じて総合的に判断して決定している。」 と

の回答に終始しており、具体的な算出根拠は明らかにしてはいない。そのため、審議会の

一部委員からは「規制緩和の根拠が不透明であり、手続き上問題がある。」 と発言するな

ど公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する議論は行われていないといえる。 
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27%

35%

24%

14%

事業の妥当性
公共貢献の内容
規制緩和による影響
その他

都市整備委員会での発言内容及び発言量

54%

44%

評価及び設定根拠

担保方法

効果

必要性

詳細説明

公共貢献の内容内訳

 

図 5-3 東京都議会都市整備委員会における議論内容 

 

18%

46%

22%

14%

事業の妥当性
公共貢献の内容

規制緩和による影響
その他

都市計画審議会での発言内容及び発言量

29%

57%

評価及び設定根拠

担保方法

効果

必要性

詳細説明

公共貢献の内容内訳

 

図 5-4 東京都都市計画審議会における議論内容 

 

 

表 5-7 公共貢献の評価及び規制緩和の決定理由に関する審議会での質疑（下線は筆者による） 

地区名 発言者 発言内容 

大崎駅 

西口 

A 地区 

 

2005 年 

2 月 9 日

開催 

委員 （前略） 

最後にちょっとどういうふうに、この間、容積率が変えられたのかだけ質問して、

答えていただいて、もう一つ最後の結論だけを言いたいというふうに思います。 

事務局 容積率の最高限度についてでございますけれども、これは地区幹線道路等の都市

基盤整備ですとか、密集市街地の解消と都市型住宅の供給に都心居住の推進、ある

いは街並み景観に配慮した低層建築物の配置、生活支援施設等、地域に求められる

機能の導入と。当初ご説明したような提案内容を総合的に評価いたしまして、その

提案の内容が妥当であるというふうに判断したものでございます。前回は 560%でご

ざいましたけれども、前回との比較につきましては、都市基盤整備、施設とのバラ
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地区名 発言者 発言内容 

ンスの面から、交通処理計画との検証をしておりまして、都市計画の素案の 30 ペー

ジ以降にその検討内容が記載されておりますけれども、今回はその業務系から住宅

系への変更であるということもありまして、容積率が増大しても、交通負荷につい

ては、ほとんど変わらないといった結果になっております。（後略） 

委員 議長、もう終わります。終わりますけれども、ちゃんと答えてくださいよ。今 560

出しましたけれども、その 560 の前は幾つだったのかと。560 が今回の 75 ページに

は、特区提案ですから、書いてありませんけれども、これ、650 になったんでしょ

う。（後略） 

西新宿 

一丁目 

７地区 

 

2006 年 

2月 10日 

開催 

委員 この建物の容積率 1,370、高さ制限 210 メートルにしておりますけれども、この

根拠は何ですか。 

事務局 先ほどもご説明の中で申し上げましたけれども、この計画につきましては、まず

都市再生特別地区につきましては、民間事業者の創意工夫を引き出すために、民間

事業者からの提案によることを基本としておりまして、審査におきましても、一律

の基準によらずに都市再生の貢献の度合に応じて総合的に判断して容積率を設定す

るということとしております。今回の計画では、地下、地上、デッキの各レベルに

おけます歩行者ネットワークの形成、広場など空地の整備、また、一般にも開放さ

れたホールを中心とする文化交流施設の整備などを都市再生への貢献という観点か

ら総合的に評価したものでございまして、1,370%の提案は妥当なものというふうに

判断したものでございます。 

委員 （前略）目で見たって、この建てようとしている敷地、ここに容積を、このセンタ

ービルや三井ビルやこの都庁よりも容積率を緩和している。それは今言った緑化だ

とか、デッキだとか、2 つの 600 と 450 ですか、そのホールを、これは文化施設だ

からとか、そういう貢献があるからということを挙げていますけれども、余りにも

ちょっと不自然というか、その根拠というものが、私は都民にというか、示せない

のではないかというふうに思えてならないです。（後略） 

大手町 

一丁目 

6 地区 

 

日本橋 

室町東 

地区 

 

2007 年 

7月 27日

開催 

委員 （前略）まず最初に伺うことは、この大手町一丁目 6 地区では、容積率を 1,300 か

ら1,600へと300%アップしています。また、日本橋室町東地区では、760%から1,300％

へと、こちらは 540%もアップするわけですけれども、その評価の内訳はどうなって

いるんでしょうか。 

事務局 大手町一丁目 6地区でございますが、当該地区は、指定容積率 1,300%でございま

して、地区計画により、1,000%を超える場合は一定の育成用途を導入することなど

が条件となっております。今回の計画では、大手町の森の整備、東西線コンコース

の拡幅や地下通路、広場の整備、地域に必要なホテル機能の導入などの貢献を行う

こととしております。こうした都市再生貢献を総合的に評価し、1,600%は妥当であ

ると判断したものでございます。 

また、日本橋室町東地区につきましては、当該地区は容積率 800%及び 700%が指定

されておりまして、5 つの街区全体の平均で 760%となっており、また、機能更新型

高度利用地区が定められております。本計画では、商業、文化交流、住宅など、地

域に求められる機能を導入するとともに、福徳神社周辺の広場、地下歩行者ネット

ワーク、周辺区道の電線類の地中化や街並み景観形成などの貢献を行うこととして

おります。これらの都市再生貢献を総合的に評価して、1,300%は妥当であると判断

したものでございます。 

委員 今、いろいろ聞いていても、結論的には総合的に評価してという言葉で、妥当なも

のという判断だというんですけれども、なぜ大手町のほうが 300%で、日本橋のほう

がプラス 540%かという、その物差しというか、評価の基準が、この 2件じゃなくて、
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地区名 発言者 発言内容 

今までも特区提案出された中で、やっぱりなかなかはっきりしてないんですね。確

かに、環境に配慮したとか、いろいろ挙げられているんですけれども、この点は今

後また、ほかの件でやりたいと思うので（後略） 

銀座 

四丁目 

6 地区 

 

渋谷 

二丁目 

21 地区 

 

2008 年 

2 月 7 日 

開催 

委員 今、答弁がありましたように、容積率をそれぞれの地域において、やっぱり 400%以

上増やしているんですよね。アップされている。その評価の根拠は何でしょうか。 

事務局 この容積の割り増しということでございますけれども、銀座地区におきましては、

国際的な商業区域の形成を図るという、この地域の整備方針に即したプロジェクト

であること、機能更新型高度利用地区が設定、今、指定されてございますが、その

条件にも適合していると、こういうことを前提といたしまして、有効空地等の整備、

託児スペースなどの導入機能のほか、敷地外の区道や地下空間の整備につきまして、

他の開発諸制度における評価も踏まえながら、総合的な評価を行っているものでご

ざいます。 

また、渋谷地区におきましては、先進的な生活文化等の発信拠点の形成、駅施設

の機能更新と再編、安全で安心な歩行者空間の形成を図るという地域の整備方針に

即したプロジェクトであること。また、細分化された土地の集約化、銀座線移設に

伴う駅中心部の拡大による副都心の核としての位置づけのものを前提といたしまし

て、歩行者ネットワークの整備、文化施設などの導入機能のほか、地下接続広場空

間の整備、銀座線移設に伴う駅空間の確保や橋梁の一部整備、橋脚の一部整備につ

いて、これも他の開発諸制度における評価も踏まえながら総合的な評価を行い、こ

の容積率の割り増しというものを評価したというものでございます。 

委員 結局、個々、じゃあ、この部分で何％というのは出ないんですよね。そういうよ

うな積み上げというか積算じゃない。だから、だれにもわかる物差しというか、公

正な基準などがなくて、いつも総合的な判断をして、評価して、こういう結果にな

ったと。結局は、今まで民間事業者の提案、これを変えさせるとかいうことをさせ

るということがないんですよね。提案どおり、いつもこういう大幅な容積率の緩和

といいますか、アップを認めているのが現状じゃないかと思います。これではだめ

だと思います。（後略） 

丸の内 

二丁目 

7 地区 

 

2009 年 

2 月 6 日 

開催 

委員 （前半省略）その都市再生の貢献という意味であろうかと思いますけれども、この

110%が新たに上増しされると。この内容について、どうも内容がわからない、また、

その内容がどのような要素で、具体的に 110%を積み増ししたということが、私のと

ころにもお伺いに来る方がいらっしゃいます。この 110%の上増しにつきまして、具

体的な、わかりやすい説明をお願いをしたいと思います。 

事務局 この都市再生特別地区の運用でございますけれども、国の指針などにおきまして、

有効空地や導入施設など、個別の条件を満たせば一定の容積率の緩和を認めるとい

った、特定街区のような積み上げ型の運用を行うのではなく、都市の魅力や国際競

争力を高めるなど、都市再生の効果等に着目した柔軟な考え方のもとに、一律の基

準によらない、1 件ごとの個別審査により、容積率などについて総合的に評価する

ことというふうになってございます。 

こうしたことから、今回の計画について見ますと、業務機能の更新とともに、多

様な機能の導入、風格ある町並みの形成、歩行者ネットワークの形成などを求める、

地域の整備方針に則したプロジェクトとなっております。具体的には、整備方針に

対応いたしまして、国際ビジネス拠点の形成に向けた業務機能の更新・高度化を行

い、あわせて国際ビジネス・観光情報センター、総合ミュージアム、カンファレン

スセンター等の情報交流や文化の機能を導入するとともに、中央郵便局の建物をで

きる限り保存いたしまして、東京駅前の歴史的な景観の継承を図るほか、東京駅前
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地区名 発言者 発言内容 

の地下通路を拡充整備し、また緑化の充実に取り組むなど、公共貢献を行うもので

ございます。 

出所）東京都都市計画審議会議事録を基に作成 
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5-3-4 浜松市における指定手続きの実態 

 

（1）提案手続きの流れ 

浜松市の提案手続きは、東京都の提案手続きを参考にして作成されたため、図 5-5 に示す

ように手続きは東京都とかなり類似している。浜松市においても事前相談の記録はされて

いないが、審査会の判断に必要な検討調整を行う検討会と都市計画決定等の必要性の判断

を行う審議会の議事録が保存されているため、これらを参考に 2009 年 5 月に指定された浜

松駅前旭・砂山地区を対象に公共貢献の評価結果や規制緩和の設定根拠に関する実態を明

らかにする。 
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出所）浜松市資料を基に作成 

図 5-5 浜松市における都市再生特別地区の指定手続き 

 

（2）公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する実態 

浜松駅前旭・砂山地区は、浜松市と遠州鉄道㈱の共同出資5によって設立された浜松都市

開発㈱が整備・運営する複合施設フォルテの建替事業として、遠州鉄道㈱から 2008 年 12

月に提案された。この事業では、約 3,255 ㎡の敷地に延べ床面積約 4.0 万㎡の店舗・事務所・

公共公益施設から構成される建築物を整備したものである。都市再生特別地区の指定は、

南側にある遠鉄百貨店を含む約 1.2 万㎡に指定された。さらに、フォルテ跡地に整備する建

築物と遠鉄百貨店を一体化するため、浜松市は両敷地の間にある都市計画道路 8・4・7 号

旭平田線（幅員 22m、延長 90m）を廃止し、遠州鉄道㈱は行政財産の目的外使用許可を得

て上空及び地下に建築物を設置した。なお廃止された市道は、浜松市が所有する歩行者専

用通路兼広場としたため、道路の付け替えは行っていない。この提案では、約 2.7 万㎡の広

域集客型商業機能の導入、フォルテを代替する公共公益機能（交番、市民サービスセンタ

ー、図書館）・文化機能（約 2,700 ㎡の多目的ホール）・業務機能（約 1.1 万㎡の事務所）の

導入、複合機能の相乗効果による都市活動の活発化と多様化などを提示し、指定容積率

600％から 1,250％まで緩和することを提案した。なお、地区全体では 600％から 831％の

緩和となる。浜松駅前旭・砂山地区の事業概要は、表 5-8 のとおりである。 
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表 5-8 浜松駅前旭・砂山地区における事業概要 

施設概要 竣工イメージ図 

所在地 浜松市中区旭町及び砂山町 

 

 

用途地域 商業地域、防火地域、地区計画 

主要用途 店舗、事務所、公共公益施設 

事業期間 2009 年～2011 年 

敷地面積 
北地区：3,255 ㎡ 

（地区全体：11,900 ㎡) 

延床面積 北地区：40,100 ㎡ 

建物階数 北地区：地上 13 階、地下 2 階、65m 

事業手法 － 

都市再生 

への貢献 

� 広域集客型商業機能 

� 都市景観の向上 

� 高度利用 

� 賑わい機能 

� 都市基盤向上 

� 文化交流・公共公益機能 

� 安全安心機能 

割増容積率 北地区 650%（600%⇒1,250%） 

出所）浜松市都市計画審議会資料を基に作成 

（竣工イメージ図は遠州鉄道㈱プレスリリース 2009/8/11 より転載） 

 

2008 年 12 月に行われた検討会では、事務局から提案内容の説明が行われた後、事務局

が作成した審査の視点に関する評価（案）に対して意見を求めている。この審査の視点に

関する評価（案）とは、「浜松市における都市再生特別地区の運用指針について」に記載さ

れている都市計画決定等の必要性の判断根拠が、民間事業者からの提案内容に記載されて

いるか否かを確認したものである。検討会では、一名の委員から「都市計画として決定す

るからには、この事業が地域の活性化に本当に必要なのか各課で真剣に議論する必要があ

る。特に都市計画道路旭平田線については、イベント広場の機能強化とか、両方の建物を

つなぐ床の設置の話とかサンクンガーデンの美装化等について提案がされているが、公共

的な部分についてはしっかりと検討する必要がある。民間事業者側には十分注意を促し、

しっかり指導をお願いしたい。」との意見が出されたのみであり、公共貢献の評価や規制緩

和の設定に関する質疑は行われていなかった。 

一方、2009 年 1 月に行われた審査会では、検討会同様に提案内容の説明が行われた後、

委員から割増容積率の設定根拠に関する質疑がなされた。事務局は、都市再生特別地区の

割増容積率が公共貢献に応じて与えられるものではなく、容積率の最高限度は事業が成立

し、周辺環境への配慮が確保されるのであれば上限がないことを説明している。さらに他
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の委員から容積率の最高限度に関する質疑がなされ、民間事業者から提出された資料に記

載されているとの回答を行っている。この資料の中で「容積率の限度等の設定」を記載し

た箇所をみると、浜松駅前旭 ・砂山地区の北地区では 指定容積率 600％に 650％の割増

容積率を提案している。この設定根拠には、浜松駅前地区の魅力向上に貢献するため、図

5-6 に示したように新たな広域集客型都心商業機能の導入（床面積 2.7 万㎡）、従前建築物

の公共公益機能と文化機能の継承（床面積 0.3 万㎡）、新たな業務機能の導入（床面積 1.1 

万㎡）を実現するため、計 4.0 万㎡の延床面積が必要であると記載されている。このうち

新たな広域集客型商業機能の規模の算出には、人口 100 万人以下の政令指定都市に立地す

る百貨店の売場面積を比較し、最低水準にある浜松市の売場面積を他都市と同程度にする

ために必要な規模が根拠となっている。これらの質疑が行われた後、審議会では民間事業

者の提案を都市計画素案として了承するに至っている。 

なお、2009 年 4 月に行われた都市計画審議会では、公共貢献の設定と規制緩和の根拠に

関する質疑は行われておらず、2009 年 5 月に都市計画決定された。 

 

人口
百貨店

売場面積

浜松市 81万人
24千㎡（現状）
⇒38千㎡（将来）

千葉市 94万人 81千㎡

新潟市 81万人 82千㎡

堺市 83万人 42千㎡

北九州市 99万人 108千㎡

商業機能の設定根拠

 

商業機能
（26,800㎡）

※売場面積14千㎡

業務機能
（10,600㎡）

既存建物
（遠鉄百貨店）

※売場面積24千㎡

公共公益機能
（2,700㎡）

休憩
ギャラリー

通路

北地区
（3,255㎡）

南地区
（6,720㎡）

中地区
（1,925㎡）

延床面積
約40,100㎡

容積率
約1,235％

 

出所）浜松市都市計画審議会資料を基に作成 

図 5-6 浜松駅前旭・砂山地区における容積率の最高限度の根拠 

 

 この検討会及び審査会での検討結果をみると、浜松市における都市再生特別地区の運用

実態には 2 つの特徴が存在する。第一に「事業内容の全てを公共貢献として評価」してい

る点である。民間事業者から提出された資料には、公共貢献として建物の全用途が公共貢

献として評価されており、公共公益機能・文化機能・業務機能は従前建物の床面積を確保

することが評価され、商業機能は他自治体における百貨店売場面積で見劣りする分を補う

ことが評価されていた。第二に「事業が必要とする規制緩和を設定」している点である。

前述の通り、事業内容の全てが公共貢献と評価されたため、規制緩和も公共貢献に必要な

床面積を確保する方針となっていた。また、審査会では容積率の最高限度を事業が成立し、

周辺環境への配慮が確保されるのであれば上限がないことを明言していた。 
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5-4 通常手続きによる指定の運用実態 

 

本節では、通常手続きによる指定が最多である大阪市を対象に、都市計画審議会資料及

び議事録や担当職員に対するヒアリング調査によって、通常手続きによる公共貢献の評価

と規制緩和の設定に関する運用実態を明らかにする。 

 

5-4-1 大阪市における指定手続きの流れ 

 

 大阪市では、民間事業者からの都市再生特別地区の指定に関する要請を受けて、図 5-7

に示すように大阪市が主導して都市計画素案を作成し、都市計画審議会に付議する手続き

を採用している。この都市計画素案は、民間事業者と大阪市との約 1 年間にわたる数度の

協議を経て、上位計画に適合した公共貢献の内容を具体化している。また、都市再生特別

地区の指定と同時に地区計画を指定することで、公共公益施設等の整備を担保している。

この民間事業者と大阪市との協議経過は、指定手続きの透明性を確保するため、大阪市都

市計画審議会において参考資料として提出されており、提案内容である公共貢献がどのよ

うに評価され、規制緩和が設定されるに至っているかを把握することが出来る。 
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出所）大阪市担当職員ヒアリングを基に作成 

図 5-7 大阪市における都市再生特別地区の指定手続き 
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5-4-2 大阪市における公共貢献の評価と規制緩和の設定の実態 

 大阪市では、事前相談を踏まえて都市計画素案を作成するため、公共貢献の評価や規制

緩和の設定は事前相談の場において決定されている。この事前相談の経過をまとめた記録

を用いて、大阪駅北地区、中之島四つ橋筋地区、大阪駅西地区を対象に公共貢献の評価と

規制緩和の設定に関する実態を明らかにする。 

 

（1）大阪駅北地区における事前相談の検討経過 

大阪駅北地区は、JR 大阪駅北側に位置する梅田貨物駅を中心とするコンテナヤード跡地

のうち、先行開発区域として 2006 年 5 月と 11 月にわたって民間事業者に落札された区

域に指定された。落札した民間事業者は、公共貢献として「ナレッジ・キャピタル機能6及

びその支援機能の導入、歩行者ネットワークやオープンスペースの整備、屋上庭園などの

都市環境の向上に向けた取り組み」を提案し、800％の指定容積率に 335％の緩和容積率を

求めていた。大阪駅北地区の事業概要は、表 5-9 のとおりである。 

 

表 5-9 大阪駅北地区における事業概要 

施設概要 竣工イメージ図 

所在地 大阪市北区大深町 

 

用途地域 商業地域 

主要用途 事務所、店舗、住宅、宿泊施設 

事業期間 2010 年 3 月～2013 年 4 月 

敷地面積 約 242,117 ㎡ 

延床面積 約 556,700 ㎡ 

建物階数 

南館：地上 38 階、地下 1階、179.5m 

北館 B：地上 38 階、地下 3階、175m 

北館 C：地上 33 階、地下 3階、154m 

住宅：地上 48 階、地下 1階、174m 

事業手法 － 

都市再生 

への貢献 

� 都市機能の導入 

� 歩行者ネットワークの整備 

� 公共的空間の整備 

� 都市環境の整備 

割増容積率 620%（655%⇒1,275%） 

出所）大阪市資料を基に作成 

（竣工イメージ図は一般社団法人グランフロント大阪 TMO ホームページより転載） 

 

大阪駅北地区の事業相談の協議経過を整理したのが表 5-10 である。その後、土地の引き

渡しが行われた 2007 年 5 月に大阪市と民間事業者との第 1 回の協議が行われた。この

第 1 回の協議では、新たな公共貢献として「ナレッジ・キャピタルの連携強化を図るため
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の建物低層部の一体化、分譲住宅棟の北側独立配置」を提案し、落札時の提案を大きく上

回る 750％の緩和容積率を求めた。これに対して大阪市は、建物配置の変更は妥当である

と判断したが、「 ナレッジ・キャピタル機能の拡充、歩行者デッキの整備、建物の建て詰

まり感の解消」が必要であることから、継続協議としている。 

2007 年 8 月に行われた第 2 回の協議では、新たな公共貢献として、「 ナレッジ・キャ

ピタル機能の拡充（全延床面積に占める割合 14％⇒17％）、 阪急梅田駅方面とを結ぶ歩行

者デッキの整備と維持管理、屋上庭園の充実、高層棟の断面縮小による建て詰まり感の改

善」を提案し、670％の緩和容積率を求めた。これに対して大阪市は、基本的な公共貢献は

了承したため地区計画の原案を策定するとしたが、緩和容積率に関しては引き続き継続協

議としている。 

2007 年 12 月に行われた第 3 回の協議では、新たな公共貢献として北東部にオープン

スペースの確保を提案し、 620％の緩和容積率を求めた。これに対して大阪市は、新たな

公共貢献が追加され、公共貢献に見合った緩和容積率であると判断し、都市計画素案を作

成するに至っている。 

 

表 5-10 大阪北地区における事前相談の協議経過 

時期 

民間事業者提案 

大阪市の対応 
公共貢献 

規制 

緩和 

 

民間事

業者決

定時 

 

2006 年 

11 月 

 

①都市機能 

・ ナレッジ・キャピタル機能及び支援機能導入 

②歩行者ネットワーク 

・ 都市回廊・創造の道の歩行者ネットワーク整備 

③公共的空間 

・ 自然軸・ナレッジプラザのオープンスペース整備 

④都市環境 

・ 屋上庭園等の都市環境の向上 

割増 

容積率 

335% 

 

 

第 1 回 

協議 

 

2007 年 

5 月 

 

・ 分譲住宅を他建物から分離 

・ 建物低層部の一体化 

割増 

容積率 

750% 

・ ナレッジ・キャピタル機能の

一層の拡充 

・ 阪急梅田駅方面とを結ぶ歩行

者デッキの整備 

・ 建物の建て詰まり感等の課題

解消 

 

第 2 回 

協議 

 

2007 年 

8 月 

 

・ ナレッジ・キャピタルの機能拡充（全体面積の

うち 14⇒17%） 

・ ナレッジ・キャピタル機能にはインキュベーシ

ョンサポート機能を備えたナレッジオフィスや

多目的に使用するシアター、ナレッジプラザに

面した交流空間であるナレッジリングを新設 

・ 阪急梅田駅方面への歩行者デッキを整備・運営 

・ 屋上庭園の充実 

割増 

容積率 

670% 

・ 基本的な公共貢献が固まった

ことから地区計画原案の策定 

・ 容積率につていは継続協議 
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時期 

民間事業者提案 

大阪市の対応 
公共貢献 

規制 

緩和 

・ 高層棟の断面縮小による建詰まり感の改善 

第 3回 

協議 

 

2007 年 

12 月 

 

・ 地区北東部に自然軸とつながるオープンスペー

スの確保 

 

割増 

容積率 

650% 

公共貢献に見合った緩和容積率

であると判断 

出所）大阪市都市計画審議会資料を基に作成 
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（2）中之島四つ橋筋地区における事前相談の検討経過 

中之島四つ橋筋地区は、中之島の四つ橋筋を挟んだ新朝日ビルディングと朝日新聞ビ

ル・大阪朝日ビルを解体し、2 棟の超高層ビルへと建て替える事業の区域に指定された。中

之島四つ端筋地区の事業概要は、表 5-11 のとおりである。この事業では、地権者から再開

発計画が公表された 2007 年 4 月に第 1 回の協議が行われた。第 1 回の協議では、民間事業

者から公共貢献として「既存のフェスティバルホールの機能継承、地下街及び低層部商業

施設における賑わいの創出、民間事業者の特性を活かした報道関連の情報発信、地下街・

地下鉄駅の地上・地下のバリアフリー対応、敷地内の歩行者空間の充実、展望スペースの

設置、沿道及び中層部屋上緑化、防災備蓄倉庫の設置」を提案し、1,000％の基準容積率に

600％の緩和容積率を求めた。中之島四つ橋筋地区の事業相談の協議経過を整理したのが表

5-12 である。 

 

表 5-11 中之島四つ端筋地区における事業概要 

施設概要 竣工イメージ図 

所在地 大阪市北区中之島二丁目 

 

用途地域 商業地域 

主要用途 事務所、劇場、店舗、宿泊施設 

事業期間 2010 年 1 月～2017 年夏 

敷地面積 東：約 8,150 ㎡、西：約 8,200 ㎡ 

延床面積 
東地区：約 146,212 ㎡ 

西地区：約 131,200 ㎡ 

建物階数 
東地区：地上 39 階、地下 3 階、200m 

西地区：地上 42 階、地下 4 階、200m 

事業手法 － 

都市再生 

への貢献 

� 都市機能（劇場、商業機能、情報発

信機能、文化交流機能）の導入 

� ネットワークワークの充実 

� 公共空間の確保 

� 都市環境への配慮 

� 都市基盤の充実 

割増容積率 600%（1,000%⇒1,600%） 

出所）大阪市資料を基に作成（竣工イメージ図は㈱朝日新聞社プレスリリース 2013/1/4 より転載） 

 

これに対して大阪市では、提案内容を中之島の活性化に貢献し、都市再生に資するもの

と評価した上で、緩和容積率は「ホールとの連携や市民を対象とした都市機能の充実、景

観面への配慮、敷地内外における歩行者環境の改善と歩行者ネットワークの充実、都市基

盤の充実、地球環境保全への配慮」などに関して不十分であることから、継続協議として

いる。 

2007 年 5 月に行われた第 2 回の協議では、新たな公共貢献として「地下街出入口の敷地

内移設、阪神高速道路下躯体の耐震補強、地下街の耐震補強と設備等の改善、公共用駐輪
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場の設置」が提案された。また、景観面は、近代建築として評価の高い既存建築物のデザ

インを継承することに配慮することが提案された。これに対して大阪市では、歩行者環境

の改善、景観面の配慮、都市基盤の充実は評価した上で、緩和容積率に見合う公共貢献と

してはまだ不十分であると判断し、「地下鉄駅の乗り換え動線のバリアフリー対応、公共用

駐輪場が完成するまでの暫定公共駐輪場の確保、都市機能の充実、地球環境保全への配慮」

に関して引き続き検討を求めた。 

2007 年 11 月に行われた第 3 回の協議では、新たな公共貢献として「地域・市民・読者

との交流の場となる文化・交流機能の導入、地下鉄駅連絡通路の美装化と敷地外のバリア

フリー対応、将来的な地下歩行者通路の整備、暫定公共駐輪場」が提案された。これに対

して大阪市では、新たに追加された文化交流機能と歩行者環境の一層の改善を評価した上

で、「西側街区の都市機能の一層の充実、地球環境保全への配慮」に関して引き続き検討を

求めた。 

2008 年 1 月に行われた第 4 回の協議では、民間事業者から新たな公共貢献として「大学

のサテライトキャンパスの誘致、ホールとの連携により相乗効果をもたらすホテルの誘致」

を提案し、地球環境保全への配慮として「河川水を利用した地域冷暖房施設の導入の検討」

を提案した。これに対して大阪市では、公共貢献が緩和容積率に見合うと判断し、都市計

画素案を作成するに至った。 

 

表 5-12 中之島四つ橋筋地区における事前相談の協議経過 

時期 

民間事業者提案 

大阪市の対応 
公共貢献 

規制 

緩和 

 

第 1 回 

協議 

 

2007 年 

4 月 

 

都市機能の導入 

・ フェスティバルホールの機能継承・グレードアッ

プ 

・ 地下街及び低層部商業施設におけるにぎわいの

創出 

・ 民間事業者の特性を活かした報道関係の企画や

資料展示等による情報発信機能 

交通ネットワークの充実 

・ 地下街・中之島線渡辺駅とし地域内の地上・地下

レベルとのバリアフリー対応 

公共空間の確保 

・ 敷地内の地下及び地上レベルにおける歩行者空

間の充実 

・ 市民に開放された展望スペースの設置 

都市基盤の充実 

・ 高い耐震性能の確保と帰宅困難者等のため備蓄

倉庫の設置 

割増 

容積率 

600% 

・ フェスティバルホールとの連

携や市民を対象とした都市機

能の充実 

・ 中之島に立地し既存建築物が

広く市民に親しまれているこ

とを踏まえた景観面への配慮 

・ 敷地内外における歩行者環境

の改善と歩行者ネットワーク

の充実 

・ 都市基盤の充実 

・ ヒートアイランド対策等、地

球環境保全への配慮 

 

第 2 回 

共空間の確保 

・ 地下街出入口の敷地内移設による舗道幅員確保 

割増 

容積率 

・ 中之島線渡辺橋駅から地下鉄

肥後橋駅までの乗換え動線の
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時期 

民間事業者提案 

大阪市の対応 
公共貢献 

規制 

緩和 

協議 

 

2007 年 

5 月 

 

都市基盤の充実 

・ 阪神高速道路の下躯体の耐震補強 

・ 地下街の耐震補強と設備等の改善 

・ 公共用駐輪場（400 台以上）の設置 

600 バリアフリー対応等、地下に

おける歩行者ネットワークの

充実 

・ 当事業計画による公共用駐輪

場が完成するまでの暫定的な

公共用駐輪場の確保 

・ 都市機能の充実 

・ 地球環境保全への配慮 

 

第 3 回 

協議 

 

2007 年 

11 月 

 

都市機能の導入 

・ 地域・市民・読者との交流の場となる文化・交

流機能 

交通ネットワークの充実 

・ 地下鉄肥後橋駅地下連絡通路の美装化と敷地外

におけるバリアフリー対応 

・ 中之島の地下歩行者ネットワーク計画に基づい

た地下慨より東側の将来的な地下歩行者通路の

整備 

公共空間の確保 

・ 道路内の車両停車スペース廃止による歩道幅員

の確保 

都市基盤の充実 

・ 暫定公共用駐輪場（80 台以上）の設置 

割増 

容積率 

600% 

・ 西側街区における都市機能の

一層の充実 

・ ヒートアイランド対策当、地

球環境保全への配慮 

 

第４回 

協議 

 

2008 年 

1 月 

 

都市機能の導入 

・ 大学のサテライトキャンパスの誘致 

・ フェスティバルホールとの連携により相乗効果

をもたらす格調高いホテルの誘致 

都市環境への配慮 

・ 自然エネルギー利用等の省エネ・省資源対応や

中之島で取り組んでいる河川水を利用した地域

冷暖房施設の導入 

割増 

容積率 

600% 

公共貢献に見合った緩和容積率

であると判断 

出所）大阪市都市計画審議会資料を基に作成 
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（3）大阪駅西地区における事前相談の協議経過 

大阪駅西地区は、JR 大阪駅西側に位置する大阪中央郵便局庁舎を建て替える事業の区域

に指定された。大阪駅西地区の事業概要は、表 5-13 のとおりである。この事業では、2006 

年 2 月に民間事業者から大阪市に都市再生特別地区等を活用して建替えを検討したいと

の申し出を受けて意見交換が開始された。 

大阪駅西地区の事業相談の協議経過を整理したのが表 5-14 である。2007 年 2 月に行わ

れた第 1 回の協議では、民間事業者は公共貢献として、「世界的に知名度のあるエンター

テイメントを提供する劇場の導入、商業・業務機能の導入、歩行者動線のバリアフリー化、

歩行者専用通路や地上及び地下多目的広場の整備」などを提案し、850％の基準容積率に 

650％の緩和容積率を求めた。 

 

表 5-13 大阪駅西地区における事業概要 

施設概要 竣工イメージ図 

所在地 大阪市北区梅田三丁目 

 

用途地域 商業地域、防火地域 

主要用途 事務所、劇場、店舗 

事業期間 着工延期 

敷地面積 約 8,900 ㎡ 

延床面積 約 217,000 ㎡ 

建物階数 地上 40 階、地下 3 階、187m 

事業手法 － 

都市再生 

への貢献 

� 都市機能（文化機能、商業・業務機

能）の導入 

� 歩行者ネットワークの充実 

� 公共空間の確保 

� 都市環境への配慮 

� その他基盤整備（敷地共同化、防災

面への配慮） 

割増容積率 650%（850%⇒1,500%） 

出所）大阪市資料を基に作成（竣工イメージ図は日本郵政㈱プレスリリースより転載） 

 

これに対して大阪市は、提案内容を大阪駅周辺の活性化に貢献し、都市再生に資するも

のと評価した上で、緩和容積率は「大阪駅北地区や JR 大阪駅と連絡する歩行者動線整備の

検討、地下多目的広場と地下鉄駅コンコースとの一体的な空間形成、商業・業務施設のイ

メージ拡充、駐輪場の検討、環境・防災への配慮」に関して不十分であることを理由に継

続協議としている。 

2007 年 5 月に行われた第 2 回の協議では、新たな公共貢献として「大阪駅北地区・JR

大阪駅と連絡する歩行者デッキの整備、地下鉄多目的広場・地下鉄駅コンコースを一体化

するガーデンアベニューの拡張整備、外構等の緑化、駐輪場の整備」が提案された。また、

これまでの公共貢献の充実として、商業・業務機能の導入として大阪の国際的拠点にふさ
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わしい企業の誘致を検討することも提案された。 

これに対して大阪市は、歩行者ネットワークの充実については評価したものの緩和容積

率に見合う公共貢献としては不十分であると判断し、「歩行者専用デッキの整備時期の確定、

ガーデンアベニューの拡張整備の実現可能性、商業・業務機能のイメージの具体化、歩行

者デッキの受け皿となる空間の確保、地上多目的広場のグレード検討」などに関して引き

続き検討を求めた。 

2008 年 2 月に行われた第 3 回の協議では、これまでの公共貢献の充実として「1,700 

席規模の劇場の設置、市内でも最大級の基準床面積と最先端の性能を確保して国際的拠点

にふさわしい企業の誘致、西梅田のテイストと調和する関西初出店の店舗やライフスタイ

ル創造型の店舗の展開、緑溢れる地上多目的広場の整備」が提案された。また、新たな公

共貢献として「歩行者デッキの受け皿となる立体多目的広場の整備」が提案された。これ

に対して大阪市は、都市機能の具体化や公共空間の確保については評価したものの「歩行

者専用デッキの整備時期の確定、ガーデンアベニューの拡張整備の実現可能性、環境配慮

への具体的な対応」に関して引き続き検討を求めた。 

2008 年 6 月に行われた第 4 回の協議では、これまでの公共貢献の充実として「ガーデ

ンアベニューの拡張整備の実現可能性の確認、建物完成時期にあわせた歩行者デッキの整

備、建物中層部における屋上緑化、地域冷暖房やエネルギー管理システムの導入による温

室効果ガスの抑制」が提案された。これに対して大阪市は、公共貢献が緩和容積率に見合

うと判断し、都市計画素案を作成するに至っている。 

 

表 5-14 大阪西地区における事前相談の協議経過 

時期 

民間事業者提案 

大阪市の対応 
公共貢献 

規制 

緩和 

 

第 1 回 

協議 

 

2007 年 

2 月 

 

都市機能の導入 

・ 文化機能（劇場）の導入 

・ 商業・業務機能の導入 

歩行者ネットワークの充実 

・ 歩行者動線のバリアフリー化 

・ ガーデンアベニューとの大きく開放された地下

接続 

公共空間の確保 

・ 建築物の低層部に多目的通路の整備 

・ 西梅田地区と連続した歩行者専用通路 

・ 西梅田地区と連携した地上多目的広場の確保 

・ 地下多目的広場の整備 

その他基盤整備 

・ 敷地の共同化 

割増 

容積率 

650% 

・ 大阪駅北地区、JR 大阪駅方面

へと連絡する歩行者動線整備

の検討 

・ 地区南東角の地下多目的広場

と地下鉄西梅田駅コンコース

との一体的な空間形成 

・ 業務・商業施設のイメージ拡

充 

・ 周辺状況を踏まえた駐輪場計

画の検討 

・ 環境、防災への配慮 

 

第 2 回 

都市機能の導入 

・ 商業・業務機能の導入⇒大阪の国際的拠点に相

割増 

容積率 

・ 大阪駅北地区方面とを結ぶ

JR 高架下の歩行者用通路の
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時期 

民間事業者提案 

大阪市の対応 
公共貢献 

規制 

緩和 

協議 

 

2007 年 

5 月 

 

応しい企業の誘致を検討 

歩行者ネットワークの充実 

・ 大阪駅南広場と当地区とを結ぶ歩行者立体通路

の整備 

・ ガーデンアベニュー東端部の拡張 

その他基盤整備 

・ 周辺状況を踏まえた駐輪場の整備 

・ 防災面への配慮⇒ガーデンアベニュー接続部に

おける十分な吹き抜けの設置 

都市環境への配慮 

・ 環境負荷の低減⇒外構等の緑化を行うとともに

建築・設備上の対応について検討 

650% 整備時期の確定 

・ ガーデンアベニュー東端部の

拡張工事が可能かどうかの確

認 

・ 導入する都市機能についてイ

メージの具体化 

・ 当地区における歩行者用立体

通路の受けとなる 2階レベル

のたまり空間の確保 

・ 計画地南西角の地上多目的広

場のグレードの検討 

 

第 3 回 

協議 

 

2008 年 

2 月 

 

都市機能の充実 

・ 文化機能（劇場）の導入⇒世界的なエンターテ

イメントを上演できる約 1,700 席規模の劇場を

設置 

・ 商業・業務機能の導入 

⇒業務施設は大阪でも最大級の基準階床面積と

最先端の性能を確保し、大阪の国際拠点に相応

しい企業の誘致を図る 

⇒商業施設については、大人のまち西梅田のテ

イストと調和する関西初出店の店舗等、ライフ

スタイル創造型の店舗群からなる展開を図る 

公共空間の確保 

・ 西梅田地区と整合した地上多目的広場の確保⇒

南西角の地上多目的広場を緑溢れる広場として

整備 

・ 立体多目的広場の整備⇒東西歩行者デッキの受

け皿となるたまり空間として、建物 2階南東角

に立体多目的広場を整備 

割増 

容積率 

650% 

・ 大阪駅北地区方面と結ぶ JR

高架下の歩行者用通路の整備

時期の確定 

・ ガーデンアベニュー東端部の

拡張工事が可能かどうかの確

認 

・ 環境配慮についてのより具体

的な対応 

 

第４回 

協議 

 

2008 年 

6 月 

 

歩行者ネットワークの充実 

・ ガーデンアベニュー東端部の拡張及び整備確認 

・ 大阪駅北地区方面と結ぶ JR高架下の歩行者用通

路⇒歩行者用通路は建物の完成時期に合わせて

整備 

都市環境への配慮 

・ 環境負荷の低減⇒建物中層部における屋上緑

化、地域冷暖房やビルエネルギー管理システム

等を採用することによる温室効果ガスの抑制 

割増 

容積率 

650% 

公共貢献に見合った緩和容積率

であると判断 

出所）大阪市都市計画審議会資料を基に作成 
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（4）3 地区の事前相談にみる公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する実態 

以上の 3 地区の事前相談の協議経過をみると、大阪市では民間事業者の創意工夫を最大

限活用するという都市再生特別地区創設の趣旨等を踏まえて、民間事業者からの提案を基

に事前相談において公共貢献の具体化を行っている。また公共貢献の実施を担保するため、

民間事業者からの提案を基に道路、公園、広場等の配置や規模を地区計画によって追加指

定するなど重層的な運用を行っている。 

規制緩和の設定は、民間事業者から提案された割増容積率に公共貢献が見合っているか

否かを定性的に判断しており、公共貢献が不足している場合には追加を促していた。その

ため、当初案から割増容積率を増加させた大阪北地区以外の 2 地区では、民間事業者から

提案された割増容積率で都市計画決定がなされている。大阪市担当職員に対するヒアリン

グ調査によれば、割増容積率の設定根拠として公共貢献別に容積率で評価して積み上げる

という事前確定型の特例制度による手法は用いておらず、割増容積率と公共貢献が見合っ

ているか否かを定性的に判断しているとのことであった。 

一方、表 5-15 に示したように大阪市都市計画審議会では、大阪駅北地区と中之島四つ橋

筋地区において東京都と同じく公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する質疑が行われて

いたが、事務局である大阪市計画調整局の担当職員からは公共貢献を総合的に勘案して決

定しているとの回答に終始している状況にある。 

 

表 5-15 公共貢献の評価及び規制緩和の決定理由に関する審議会での質疑（下線は筆者による） 

地区名 発言者 発言内容 

大阪駅 

北地区 

 

2008 年 

2 月 8 日

開催 

委員 （前略） 

先ほどいろいろ説明があったときに、その追加の公共貢献要素の説明、これは聞

かせていただきましたね。しかし、その容積率等の具体的な設定方法、こういった

ことについて説明していただきたいと思うんです。それで、その貢献に見合ってる

ものなのかどうか、その辺についてはちょっと今の説明ではわからなかったんです

が。 

事務局 先ほどご説明しました参考資料の別紙２というところでございますけれども、一

覧表を示させていただいております。私ども、こういったまちづくりを考えていき

ます上で重要な視点としましては、大阪駅の周辺でございますので、大阪のこれか

らの発展を支えていくために必要な機能として、都市機能がどういった形で充実し

ていくのか、そういった観点からナレッジ機能の導入というのを大きく評価させて

いただいております。  

それから冒頭、部長の方からご説明しましたように、この周辺の交通環境の改善、

そういった観点から、まず歩車分離の関係から歩行者ネットワークをいかに形成し

ていくのかと、そういったことで私どもとしましては、地区内の歩行者ネットワー

ク及び地区外との歩行者ネットワークとの整備、そういった点を評価させていただ

いております。  

それから、公共的空間といたしまして、出来るだけこういった都心の一等地でご

ざいまして、水と緑あふれる広場をつくっていただくと、そういった観点から、オ

ープンスペースをいかにとっていただくのかといった点を評価させていただいてお

ります。 
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地区名 発言者 発言内容 

あと、環境対策といたしまして、近年いろいろ言われておりますヒートアイラン

ド対策として、屋上緑化をどの程度していただくのか、あるいは環境負荷の低減を

どれぐらいしていただくのか、そういったことを総合的に勘案させていただきまし

て、今回の 620％を提案させていただいております。  

なお、私どもこれまで、これは都市再生特別地区でございますけれども、その以

前に地区計画に基づきまして、こういった公共貢献要素につきまして総合的に判断

して、容積率のご提案させていただいておりまして、他地区と比較いたしましても

大きな容積率のアップにはなっておらないと、そのように考えております。 

委員 今お聞きしましたけれども、やはりこの 620％が上乗せされた、その理由が今の

説明ではなかなか、ほなそれが 600％やったらどやねんと、700％やったらどうやね

んと、そういったことには全然つながってこないように思うんですね。やはり企業

が収益でどれだけ儲かる、それで、大阪市あるいは地域に対しての貢献がどうなっ

ているのか、そういった具体的な、それがぴったり合ってなくても、そういう指標

というものが必要ではないかと、こんなふうに思います。それで、そのときそのと

きの定性的なものだけでこういったことが決められるというのは、非常に不透明さ

が残ると、このことをちょっと申しあげておきます。 

（後略） 

中之島 

四つ橋筋 

地区 

 

2008 年 

5月 13日

開催 

委員 今、部長のほうから容積率に見合う判断が出来るということで、1,600％の話が出

てた訳ですけど、全体的にどれぐらいの判断でその 1,600％というふうにされてい

るのかというのをもう少しお聞かせいただきたい。 

（後略） 

事務局 今のご質問の、まず 1,600％の根拠でございます。「参考資料」の右肩に別紙１と

書いてあるページをご覧いただきたいんですけれども、こちらのほうに、こ 

の容積率を評価する尺度といたしまして、左側に記しておりますように都市機能

の導入、交通ネットワークの充実、公共空間の確保、都市環境への配慮、それから

都市機能の充実と、こういった５点の指標を決めさせていただいております。これ

らをバランスよく公共貢献要素として空間なり施設を整備していただく、そういう

観点で今回、トータルでプラス 600％の緩和ということを考えさせていただいてお

ります。 

（中略） 

今回特に民間事業者の民間事業者のほうでこのようなホールを再整備し、運営して

いただくためには、今後、減価償却等出てまいりますので数億円の赤字が毎年考え

られると試算しておりまして、この不採算部分を延べ床の増床で補っていただくと

いうことで、民間事業者による文化振興策が継続して実施していけるのではないか

と考えております。この点に加え、阪神高速道路、地下街の耐震化でありますとか

河川水によります地域冷暖房システムの導入と、こういった点も総じて評価しまし

て、今回、プラス 600％を提案させていただいております。 

出所）大阪市都市計画審議会議事録を基に作成 

 

 

5-4-3 大阪市における提案された公共貢献の整備・運営状況 

 本項では、前述の 3 地区の中から既に竣工している大阪駅北地区を対象に公共貢献がど

のように整備・運営されているのかを明らかにする。 
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 大阪駅北地区は 2013 年 4 月に竣工し、グランドフロント大阪と名付けられた。提案され

た公共貢献の中でも最大規模を有し、次世代の大阪における新産業創出を目的としたナレ

ッジ・キャピタル機能（約 8.2 万㎡）は、最新技術を体験できる展示スペース・カフェ・イ

ベントスペースの「ザ・ラボ」、一歩先の生活を体験できるショールーム「フューチャーラ

イフショールーム」、多種多様な情報を発信する多目的劇場「ナレッジシアター」、ビジネ

スマン・研究者・クリエーターなどが交流する会員制サロン「ナレッジサロン」、小規模・

短期間から利用できる「コラボラボオフィス」、企業や大学・研究機関が集積する「ナレッ

ジオフィス」、貸し会議室の「カンファレンスルーム」、1,700 ㎡のホールと 70～230 ㎡の

会議室から構成される「コンベンションセンター」、イベントなどを定期的に開催する吹抜

空間の「ナレッジプラザ」として整備・運営されている。これらのナレッジ・キャピタル

機能の位置関係を示したのが図 5-8 である。 

 

 
出所）一般社団法人グランフロント大阪 TMO ホームページより転載 

図 5-8 ナレッジキャピタルの位置図（上）及びフロアマップ（下） 
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この中でも最も多くの空間を占めているのがフューチャーライフショールームである。

このフーチャーライフショールームには、ダイキン工業㈱、積水ハウス㈱、サントリー酒

類㈱などの関西を代表する企業が自社の商品に関連する事象に関して学習や体験できる空

間を設置している一方で、中には他の商業施設にも入居しているテナントが数多くみられ

る。例えば、丸の内ビルディングの地下 1 階に入居している植物工場を併設したサブウェ

イ、銀座や神戸にも出店している足を測定するランニングラボを併設したアシックスショ

ップ、全国 52 店舗を有する登山用品・アウトドア用品を扱う専門店の好日山荘、さらには

図 5-9 及び図 5-10 に示したようにドコモショップ、au ショップ、ソフトバンクショップま

でもが入居している。これらのテナントは、通常の商業施設に入居しているテナントと何

ら変わらず、これが当初提案したナレッジ・キャピタル機能には該当しないものといえる。 

 

 
出所）一般社団法人グランフロント大阪 TMO ホームページより転載 

図 5-9 2 階にあるソフトバンクショップ（図中 A）とドコモショップ（図中 E） 

 

 

出所）一般社団法人グランフロント大阪 TMO ホームページより転載 

図 5-10 4 階にあるアシックスストア大阪（図中 A）と au ショップ（図中 F） 
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5-5 運用実態にみる都市再生特別地区指定の問題点 

 

本節では、前節までの運用実態を踏まえて都市再生特別地区指定の問題点を整理する。 

 

5-5-1 各自治体における運用実態の比較 

 

3 自治体における公共貢献の評価方法を比較したのが表 5-16 である。これをみると、東

京都や大阪市では事業内容の中から公共貢献となる取り組みに関して定量的・定性的に必

要性や効果を評価していたのに対して、浜松市では事業内容の全てが公共貢献として評価

されていた。一方、規制緩和の設定根拠では、東京都が指定容積率に公共貢献別の容積率

評価結果を積み上げて諸条件を勘案していたのに対して、大阪市では提案された割増容積

率が公共貢献に相応しいか否かを定性的に判断するだけであった。また浜松市では、事業

内容の全てが公共貢献となることから、民間事業者が必要とする容積率がそのまま設定さ

れていた。 

こうした運用実態の違いは、各自治体における都市開発圧力の差が大きく影響している

と考えられる。浜松市では、相次ぐ百貨店撤退により中心市街地の拠点性は著しく低下し

ていたため、新たな商業機能や業務機能の導入は公共貢献として高く評価されたといえる。

しかし、拠点性の低下がみられない東京都や大阪市では、新たな商業機能や業務機能を導

入するだけでは公共貢献として評価されていない。例えば、松坂屋銀座店の建替えを契機

に指定された銀座六丁目 10 地区では、国際的な商業・観光拠点の形成が公共貢献として評

価されたが、これは周辺の細分化された土地を市街地再開発事業で大街区化することが評

価されたものである。また大阪中央郵便局庁舎建替えを契機に指定された大阪駅西地区で

は、当初公共貢献として提案した業務・商業機能の具体化が求められ、国際拠点に相応し

い企業の誘致や西梅田のテイストと調和する関西初出店の店舗展開を提案することで、よ

うやく公共貢献として評価されるに至っている。 

一方、規制緩和の設定根拠においても、各自治体の都市開発圧力の差が表れているとい

える。東京都では、先行者利益を防ぐために自治体側が評価した割増容積率を民間事業者

に提示していたのに対して、大阪市や浜松市では事業として成立させるために民間事業者

が提案した割増容積率が付与されていた。なかでも浜松市では、都市再生特別地区内の都

市計画道路を廃止し、民間事業者に対する目的外使用許可を与えて上空及び地下に建築物

の設置を認める支援を行っていた。このように都市開発圧力の差は、公共貢献の要求水準

や規制緩和の許容水準に影響を与えることで公共貢献の評価方法や規制緩和の設定根拠と

いう運用に違いが現れるだけでなく、自治体と民間事業者のパワーバランスに大きな影響

を与えることで自治体側に過度な負担を生じさせる恐れがある。なお、浜松市以外の地方

圏の自治体では、東京都や大阪市と類似した運用を行っている事例もあるため、地方圏の

全ての自治体が浜松市と同様の運用を行っているとはいえない。 
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表 5-16 公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する比較 

 公共貢献の評価方法 規制緩和の設定根拠 

東京都 
公共貢献となる取り組みに関して定量的・定

性的に必要性や効果を評価 

指定容積率に公共貢献別の容積率評価結果

を積み上げて諸条件を勘案して設定 

大阪市 
公共貢献となる取り組みに関して定性的に

必要性を評価 

提案された割増容積率が公共貢献に相応し

いかを定性的に判断して設定 

浜松市 事業内容の全てを公共貢献として評価 事業が必要とする容積率を設定 

従来の 

特例制度 
事前に評価対象は列挙 

公共貢献別の容積率評価結果を指定容積率

に積み上げて設定 
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5-5-2 各自治体における運用実態の問題点 

 

 5-2 から 5-4 で明らかとなった運用実態をみると、現在の都市再生特別地区の指定手続き

には 5 つの問題点が存在する。運営実態及び問題点を整理したのが図 5-11 である。 

 

東京都

提案

制度
共通

公共貢献評価と規制緩和設定は事前協議で決定

事前協議は自治体職員のみで記録は未保存

従来の特例制度と同様の積上方式による評価

従来の特例制度よりも大幅に評価

公共貢献と規制緩和のバランスを定性的に評価

多くは事業者が当初提案した規制緩和で決定

不確実性の高い公共貢献まで評価

事業が必要とする規制緩和を設定

事業内容の全てを公共貢献として評価

大阪市

浜松市

運営実態 問題点

周辺環境や事業採算性を考慮し規制緩和を設定

極めて透明性の低い

指定手続き

不確実性の高い
公共貢献の存在

困難な公共貢献と

規制緩和の関係性保持

自治体職員のみの
不十分な評価・設定体制

不完全なソフト分野提案
の履行担保

①①①①
手続手続手続手続きのきのきのきの
透明性確保透明性確保透明性確保透明性確保

②②②②
評価対象評価対象評価対象評価対象のののの
妥当性確保妥当性確保妥当性確保妥当性確保

③③③③

規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和のののの
設定根拠設定根拠設定根拠設定根拠のののの
適切性確保適切性確保適切性確保適切性確保

④④④④
評価評価評価評価・・・・設定設定設定設定
体制体制体制体制のののの構築構築構築構築

⑤⑤⑤⑤
公共貢献公共貢献公共貢献公共貢献のののの
履行担保履行担保履行担保履行担保

課題

 
図 5-11 都市再生特別地区における運用実態と問題点及び課題 

 

（1）極めて透明性の低い指定手続き 

事前確定型の特例制度は、合理性が確保されているかは別として、事前に公共貢献の設

定方法や規制緩和の設定根拠が明示されていた。しかし、事前に公共貢献の評価方法や規

制緩和の設定根拠が明示されていない協議型の特例制度である都市再生特別地区は、公共

貢献がどのように評価され、どのような根拠を持って規制緩和が行われたのかという説明

責任が強く求められるものである。この説明責任を確保するためには、協議経過を全面的

に公開するか、協議過程に民間事業者と自治体職員以外の第三者によるチェックが必須で

あると考える。しかし、何れの自治体もこの説明責任を十分に果たしている運用を行って

いるとはいえず、極めて密室性が高い手続きとなっている。 

 

（2）不確実性の高い公共貢献の存在 

大阪市では、公共貢献の実現可能性を高めるため、大阪駅西地区の事前相談においてガ

ーデンアベニューの拡張整備の実現可否や歩行者デッキの整備時期の確定をさせる工夫を

行っていた。一方、商業・業務機能の導入は具体化が不十分であったため、当初は公共貢

献として評価されなかったが、その後の協議を経て、国際的拠点にふさわしい企業の誘致

や西梅田のテイストと調和する店舗展開等を実施することで評価されるに至っている。し

かし、企業や店舗の誘致は、民間事業者が自ら整備・運営主体となる公共貢献と比較して
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実現の不確実性が高く、そのような提案まで公共貢献として認めることは不適切であると

いえる。大阪市では、民間事業者から提案された公共貢献を全て評価対象としていたが、

不確実性が高く都市計画決定段階で具体化できない公共貢献は評価の対象外とし、具体化

した段階で随時都市計画変更等の対応を行うことが望ましい。 

 

（3）困難な公共貢献と規制緩和の関係性保持 

 3 自治体では、何れも公共貢献と規制緩和の関係性を保持することを掲げていた。そのた

め、東京都では事前確定型の特例制度と同様に公共貢献別に容積率評価を行う一方で、大

阪市では規制緩和に公共貢献が相応しいか否かを定性的に判断していた。しかし、大阪駅

西口 A 地区では、事前確定型の特例制度において上限のあった住宅の導入や広場・通路の

整備が大きく評価されたため、最終的に諸条件を勘案して決定された。しかし、これでは

実質的に公共貢献の容積率評価の意味を成しておらず、公共貢献の地域的・時間的価値は

考慮されていないといえる。 

また浜松駅前旭・砂山地区では、規制緩和の設定根拠として、他都市と同水準の百貨店

売場面積を確保することが提案されていた。しかし、都心の商業機能には百貨店のみなら

ず、総合スーパーやショッピングセンター等も該当するため、緩和容積率の設定根拠とし

ては十分とは言えない。 

さらに大阪駅北地区では、民間事業者選定時の公共貢献として「ナレッジ・キャピタル

機能（全延床面積の約 14%）、歩行者ネットワークの整備、オープンスペースの整備、屋上

緑化等の都市環境の向上」を提案し、335％の緩和容積率を求めていた。その後、大阪市と

の協議を経て、緩和容積率は 620％まで増加したが、追加された公共貢献は「建物配置の変

更、ナレッジ・キャピタル機能の拡充（全延床面積の約 14%⇒17%）、阪急梅田駅方面への

歩行者デッキの整備・維持、屋上庭園の充実、高層棟の断面縮小による建て詰まり感の解

消」のみであった。この割増容積率と公共貢献を比較すると、割増容積率は 335％から 620％

と約 1.9 倍に増加したにも関わらず、都市計画審議会資料からは公共貢献も同程度の増加が

あったとは考えられない。 

 

（4）自治体職員のみの不十分な評価・設定体制 

3 自治体における公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する協議では、民間事業者と自治

体職員のみで議論されており、都市計画審議会にも具体的な協議内容は共有されていない

状態であった。そのため、各自治体の公共貢献の評価結果や規制緩和の設定根拠において

は、前述のとおりいくつもの疑義が存在する。 

大阪駅北地区では、2006 年 2 月に民間事業者募集が開始され、2008 年 2 月に都市計画

決定に至っており着工まで約 2 年間を要した。民間事業者が募集された 2006 年は、J-REIT

や私募ファンドが急成長している時期でもあり、地方都市への不動産投資額が東京都より

も上回っている時期であった7。そのため大阪市でも、不動産売買件数が対前年比 7 割増加8
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となり、オフィスの空室率や平均賃料も改善傾向に転じた。しかし、土地の引き渡しを受

けて協議を開始した 2007 年になると、大阪市のオフィスの空室率や平均賃料の改善傾向は

緩やかとなり、不動産市況が転換した9。そのため、民間事業者募集時に提案した緩和容積

率の不動産価値が減少したため、提案した公共貢献を維持し、事業採算性を確保するため

には、協議において緩和容積率を増加しなければならない状況にあったと類推できる。こ

うした緩和容積率の不動産価値を適切に判断するには、自治体職員のみでは困難であり、

不動産市場や不動産開発事業に熟知した有識者が必要不可欠である。 

 

（5）不完全なソフト分野提案の履行担保 

 都市再生特別地区は、用途、容積率、建ぺい率、高さ、壁面の位置の制限のみを定める

ことが可能であり、新たな都市機能の導入や公共公益施設の整備・運営・維持管理等の実

施を担保することは困難である。そのため、全ての公共貢献の実施を担保するためには、

地区計画等の指定や民間事業者との協定を別途締結する必要がある。しかし、こうした取

り組みを行っているのは東京都や大阪市のみであり、その取り組みも全ての提案内容の履

行は担保出来ていない。 

 東京都では、民間事業者との間で「対象区域、提案内容の遵守、施設等の整備及び維持

管理等、履行の確認等、是正等の措置、地位の承継、提案内容の変更」から構成される全

案件同一内容の協定を締結している。このうち公共貢献の担保は、「施設等の整備及び維持

管理等」と「履行の確認等」において記載されている。この施設等の整備及び維持管理等

では、主にハード分野の取り組みである公共貢献の整備と維持管理の履行を明記している。

一方、履行の確認等では、建築確認申請時、建築物竣工時、その他東京都が必要と判断し

た場合（概ね年一回程度）に提案された公共貢献の実施を確認している。これらの公共貢

献の実施確認の拠所は、都市計画審議会に提出された都市計画素案のみであるが、この都

市計画素案には具体的な記述に乏しい公共貢献もあり、「案」や「イメージ」と記載されて

いる公共貢献の実施確認は、民間事業者と東京都との間に齟齬が生じる恐れがある。特に

ソフト分野の公共貢献は、任意の協定による担保しかないため、多様化する公共貢献を担

保するには不十分な仕組みであるといえる。 
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5-6 小括 

 

本章をとりまとめると下記の 8 点に集約される。 

 

① 通常手続きによる指定も存在する都市再生特別地区 

都市再生特別地区の制度検討段階では、提案制度による指定が想定されていた。しかし、

大阪市では民間事業者の提案に要する負担を抑制するため、通常手続きによる指定を行っ

ている。また、提案制度に関する要綱・要領等を有している自治体においても、自治体が

積極的に関与している市街地再開発事業においては通常手続きによる指定が行われている。

そのため、2013 年 3 月末時点で全国 63 件の都市計画決定が行われているが、うち提案手

続きによる指定は 44 件、通常手続きによる指定は 19 件であった。 

 

② 提案制度を有する全ての自治体において明記されている事前相談 

提案制度に関する要綱・要領等では、全ての自治体において事前相談を経たうえで都市

計画素案を提出することが定められていた。これは、都市計画決定の確実性を高めるため、

民間事業者や自治体の双方にとって望ましい手続きといえる。しかし、都市再生特別措置

法では、都市計画素案提出後 6 ヶ月以内に都市計画決定の可否を判断する必要があるため、

事前相談で 1 年前後の時間をかけて公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する協議が行わ

れている。そのため、事前相談が実質的な提案内容に関する協議の場となっており、当初

想定していた都市計画審議会での協議は行われていない。これは、都市計画素案提出され

た全ての案件が都市計画決定されていることからも裏付けられる。 

 

③ 自治体職員から構成される内部機関による検討・審査 

都市計画素案の提出後、札幌市を除いた自治体では、都市計画審議会に付議する前に自

治体職員から構成される機関によって検討・審査が行われている。これらの機関の役割は、

都市計画審議会での審議を円滑に進めるため、あらかじめ提案内容の検討又は評価を行っ

たり、都市計画決定等の必要性があるか否かを判断する目的で設置されている。そのため、

都市計画審議会では、常に自治体の検討・評価結果を基に議論が進められているため、提

案内容の公共貢献と規制緩和が見合っているか直接審議することは出来ない。 

 

④ 記録されていない事前相談の協議経過 

提案制度を有する自治体では、公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する協議が行われ

ている事前相談の記録は作成されておらず、民間事業者と自治体が密室で協議している状

態となっている。これは、事前確定型よりも説明責任を求められる協議型の特例制度にお

いて透明性を欠く大きな要因となっている。 

一方、通常手続きによる指定を行っている大阪市では、民間事業者との協議経過を作成



 
 
 

 

‐172‐ 

 

し公開している。これは、手続きによる透明性を確保するだけではなく、協議経過を記録

することで民間事業者による公共貢献の履行を担保する目的を有している。 

 

⑤ 都市開発圧力の違いにより大きく異なる運用実態 

東京都、大阪市、浜松市における公共貢献の評価方法を比較すると、東京都や大阪市で

は、事業内容の中から公共貢献となる取り組みに関して定量的・定性的に必要性や効果を

評価していたのに対して、相次ぐ百貨店撤退により中心市街地の拠点性低下に苦慮してい

た浜松市では事業内容の全てが公共貢献として評価されていた。一方、規制緩和の設定根

拠では、東京都は先行者利益を防ぎ優良な都市開発を創出させるため、指定容積率に公共

貢献別の容積率評価結果を積み上げ諸条件を勘案していた。しかし、大阪市は民間事業者

による都市開発を積極的に支援するため、提案された割増容積率が公共貢献に相応しいか

否かを定性的に判断するだけであった。さらに浜松市では、事業内容の全てが公共貢献と

なることから、民間事業者が必要とする容積率がそのまま設定されていた。 

このように都市開発圧力の差は、公共貢献の要求水準や規制緩和の価値に影響を与える

ことで、公共貢献の評価方法や規制緩和の設定根拠という運用に違いが表れている。 

 

⑥ 具体的な議論が行われていない都市計画審議会 

制度検討段階では、民間事業者からの提案を都市計画審議会という第三者が介在する場

において議論されることを想定していた。しかし、東京都や大阪市の都市計画審議会での

議論をみると、公共貢献の評価結果や規制緩和の設定根拠に関する質問を行っている委員

に対して、事務局では総合的に判断しており具体的な評価結果や設定根拠は無いとの回答

に終始しており、実質的な議論が行われていない状態にあった。これは都市再生特別地区

の指定手続きにおいて、民間事業者と自治体職員との協議内容を第三者が精査できる唯一

の機会を自治体職員が自ら無力化させているといえる。 

 

⑦ 不十分な公共貢献の履行担保 

民間事業者からの提案によって公共貢献を評価する都市再生特別地区は、施設の運営や

維持管理などの数多くのソフト分野の取り組みが評価されている。しかし、都市再生特別

地区は、こうした多種多様な公共貢献の創出に重きを置いていなかったため、自治体が独

自に民間事業者と協定を締結するなどの取り組みが必要となっている。 

渋谷二丁目 21 地区ではアカデミーの整備・運営において提案時と異なる内容の施設が整

備されたが、文化発信拠点を形成するという当初目的は変化していなかった。一方、大阪

駅北地区では次世代の新産業創出を目的としたナレッジ・キャピタル機能に他商業施設で

もみられる商業テナントが入居していた。こうしたソフト分野の取り組みは、提案段階で

は十分に具体化出来ていないものも多く、運営段階においても時間と共に必要性や効果が

変化していくことから、常に取り組み内容を確認して修正を加え続けるという公共貢献の
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モニタリングの必要性が高まっているといえる。 

 

⑧ 都市再生特別地区の指定手続きに関する 5 つの問題点 

以上の運用実態から、都市再生特別地区の指定手続きには、「①極めて透明性の低い指定

手続き、②不確実性の高い公共貢献の存在、③困難な公共貢献と規制緩和の関係性保持、

④自治体職員のみの不十分な評価・設定体制、⑤不完全なソフト分野提案の履行担保」と

いう問題点が存在する。これらの問題点を踏まえた都市再生特別地区の運用上の課題とし

て「手続きの透明性の確保、評価対象の妥当性確保、規制緩和の設定根拠の適切性確保、

評価・設定体制の構築、公共貢献の履行担保」が挙げられる。 

 

 

 

                                                   
 
1 東京都職員 OB へのヒアリング調査は、2002 年から 2005 年にかけて都市づくり政策部長で

あった森下尚治氏、都市づくり政策部開発プロジェクト推進室に在籍していた米田亨氏に対し

て 2013 年 7 月 24 日に実施した。 
2 大崎駅西口 A 地区では、事前相談の検討によって容積率の最高限度が 650％に設定されたた

め、都市型集合住宅は事前相談の初期段階に提案した住戸数より減少したと考えられる。 
3 東京都議会都市整備委員会は、13～14 名の都議会議員から構成される常任委員会である。 
4 東京都都市計画審議会は、10 名以内の学識経験者、9 名以内の関係自治体機関職員、3 名以内

の区市町村の長を代表する者、10 名以内の東京都議会議員、3 名以内の区市町村の議会を代表

する者から構成される。 
5 2008 年に浜松市は浜松都市開発㈱の持ち分を遠州鉄道㈱に売却した。 
6 大阪市（2004）「大阪駅北地区まちづくり基本計画」によると、ナレッジ・キャピタルとは「ロ

ボットをはじめとして、IT、健康・医療、ナノテク、バイオ、環境、光技術などの先端科学技

術・産業分野で高いポテンシャルを持つ研究開発拠点､大学､企業の関西における分布・集積を

活かし、研究者、クリエーター、起業家、企業、消費者などが交流して、次代の関西を担う都

市型産業やビジネスを創り出すことをめざすものであり、技術･新産業分野と合わせて、文化・

芸術や法学・経済学など様々な分野の研究者が集い、交流し、新たな知識を創造し、関西から

新しい価値を発信していく総合的な知的創造拠点」と説明されている。 
7 ㈱住信基礎研究所（2006）「 不動産プライベートファンドに関する実態調査 2006 年」によ

ると、「投資対象 エリアは前回の調査に引き続き“都内”が減少し、8%まで縮小した一方で、

“首都圏”、“関西 ”が共に拡大している。“関西 ”と“地方都市”の合計は全体の 55%とな

り、昨年に続き地方が東京圏を上回る結果となった。」 と指摘している。 
8  ㈱日経 BP（2007）「 日経不動産マーケット情報『【分析 】大阪と名古屋の取引が急増、2006 
年の不動産売買』2007 年 2 月 21 日」によると、「2006 年の売買事例は、全部で 1,720 件
あった。このうち東京圏以外の事例が、件数ベースで 33％を占めた。大阪市内の不動産売買

件数は 94 件と、前年に比べて 7 割も増加した。」と指定している。 
9 三鬼商事㈱のオフィスデータによると、大阪梅田地区の平均賃料は 1994 年から 12 年間下

落し続けたが、2006 年から上昇に転じた。しかし、2008 年には再び下落に転じている。ま

た、空室率は 2000 年以降 7~8%台で推移していたが、2005 年は 5.3%、2006 年は 3.7%、

2007 年は 3.0%まで改善した。しかし、新築ビルの供給が相次ぎ 2008 年には 4.3%、2009 年

には 8.0%まで悪化している。 
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第6章 都市再生における 

官民連携による都市計画制度のあり方 
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6-1 本章の目的 

 

 

本章では、前章までの都市再生特別地区の創設経緯・成果・運用実態と指定手続きにお

ける問題点及び課題を踏まえて、都市再生特別地区の運用改善の方向性と運用改善策を提

示する。 

 

 

 

6-2 運用改善の方向性 

 

本節では、前章までの創設経緯・成果・運用実態と指定手続きにおける問題点及び課題

を踏まえて、制度改善の方向性を論じる。 

 

（1）優先すべき公共貢献の妥当性と規制緩和の許容性の確保 

都市再生特別地区は、都市再生に貢献する事業に対して、既存の都市計画による規制を

全て適用除外とし、新たな都市計画を設定するというスポット・ゾーニングとしての運用

が期待されている。しかし、多くの自治体においては、従来の特例制度のように既存の都

市計画を基にして公共貢献に応じた規制緩和を行うインセンティブ・ゾーニングとして運

用されている。スポット・ゾーニングでは、適用条件として「公共貢献の妥当性、規制緩

和の許容性」を確保することが求められる。しかし、インセンティブ・ゾーニングはそれ

らに加えて「公共貢献と規制緩和の関係性」の確保を求められる。 

各自治体における運用実態をみると、この公共貢献と規制緩和の関係性の確保を重視す

るあまり、地域において評価されない公共貢献や許容できない規制緩和が認められる事例

が散見された。例えば、東京都では従来の特例制度による運用基準に影響されて空地や施

設導入を高く評価したり、大阪市では規制緩和に見合うまで公共貢献を追加することで不

確実性が高い取り組みが含まれている。こうした運用は、結果的に公共貢献と規制緩和の

関係性を保持することが困難となり、制度根拠を喪失することに繋がる恐れがある。その

ため、まずはスポット・ゾーニングとして運用することで公共貢献の妥当性と規制緩和の

許容性を確保することに重点を置くべきである。 

 

（2）目指すべき市街地環境の明確化 

公共貢献の妥当性や規制緩和の許容性は、「目指すべき市街地環境」と照らし合わせて公

共貢献として妥当か否か、規制緩和が許容できるか否かを判断する必要がある。しかし、

多くの自治体では、目指すべき市街地環境が明確化されておらず、民間事業者からの提案

によって場当たり的に判断しているのが現状である。 
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例えば、銀座六丁目 10 地区では、細分化された敷地を市街地再開発事業によって大街区

化することが公共貢献として評価された。一般的な都市計画において大街区化は、市街地

環境の向上に寄与する取り組みであり、公共貢献として相応しいといえる。しかし、銀座

デザイン協議会では「江戸以来の町割に影響された間口の狭い多様な専門店が連続して連

なることが街の特徴であり魅力」と考えており、こうした意見に配慮するように民間事業

者へ要望書を提出していた1。これは、銀座地区の目指すべき市街地環境において、大街区

化は公共貢献の妥当性を十分に有していたとはいえないことを意味している。また浜松駅

前旭・砂山地区では、新たな広域集客型商業機能の導入が公共貢献として評価されていた

が、なぜ中心市街地に広域集客型商業機能が必要なのか、なぜ百貨店という業態なのかと

いう説明は行われずに、最低水準にある百貨店売場面積を他都市と同程度にすることが評

価の理由とされていた。しかし、この理由では、公共貢献としての妥当性を十分に説明し

たとは言い難い状況にある。 

 目指すべき市街地環境のを明確化は、多様な関係主体が現状の市街地環境の優劣を認識

し、優れた面はさらに伸ばし劣っている面は改善すべきという考えを共有していくことに

他ならない。しかし、都市再生緊急整備地域が指定されている大都市中心部は、社会経済

情勢の変化に大きく影響されるため、現状の市街地環境の優劣を認識するには困難が伴う

ことが想定される。そのため、変化する社会経済情勢に対応して、目指すべき市街地環境

に随時修正を加えていくといった計画管理の視点が重要となる。 

 

（3）多様な関係主体による関与の推進 

協議型の特例制度は、事前確定型の特例制度とは異なり具体的な運用基準が明示されい

ないことから、積極的な情報開示を行わない限り、指定手続きの透明性は低下する傾向に

ある。そのため、前述の目指すべき市街地環境の計画管理や公共貢献の妥当性や規制緩和

の許容性の評価を適切に行うことに加えて、指定手続きの透明性を確保するためにも、専

門家、市民、周辺地権者などの多様な関係主体の関与が必要である。また、国が中心とな

って推進する特区制度という観点から所管する都市再生本部や国土交通省による関与も必

要である。 

 

以上の制度改善の方向性を示したのが図 6-1 である。緊急経済対策として民間都市開発投

資を促進することと目的とした都市再生特別地区は、従来の特例制度の課題を解決するた

めの社会実験としての役割が課せられていた。この社会実験は、従来の特例制度の課題で

ある「地域の実情にあわせて創意工夫を行うことが出来ない、社会経済情勢の変化に対応

していない既存の都市計画に積み上げる方法は合理性に欠ける」を解決するため、「事前確

定型から協議型の特例制度に転換、インセンティブ・ゾーニングからスポット・ゾーニン

グに転換」を試行するものであったと整理することが出来る。さらに前述の制度改善の方

向性から協議型のスポット・ゾーニングを適切に運用するためには、目指すべき市街地環
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境の明確が必要となり、これまでの民間事業者と自治体といった二者による関与に留まる

のではなく、多様な関係主体による関与が必要条件として求められる。これらの論点を踏

まえると、都市再生特別地区は、「事前確定型、インセンティブ・ゾーニング、二者関与」

という従来の特例制度の枠組みから「協議型、スポット・ゾーニング、多者関与」という

枠組みへの移行を目指したものであるといえる。 

 しかし、現在の自治体における運用状況をみると、「協議型、インセンティブ・ゾーニン

グ、二者関与」といった枠組みで運用されている。そのため、事前確定型から協議型に転

換するという社会実験は、民間事業者の創意工夫を活かして多様な公共貢献を創出したと

いう面においては成果を上げたが、それ以外の枠組みはまだ社会実験が行われていない状

況にあり、「スポット・ゾーニング、多者関与」を目指した運用改善が求められている。 

 

事前確定型 協議型

スポット
ゾーニング

インセンティブ
ゾーニング

二者関与

多者関与

従来従来従来従来のののの
特例制度特例制度特例制度特例制度

目指目指目指目指すべきすべきすべきすべき
都市再生都市再生都市再生都市再生
特別特別特別特別地区地区地区地区

現在現在現在現在のののの
都市都市都市都市再生再生再生再生
特別特別特別特別地区地区地区地区

運用改善の
方向性

 

図 6-1 都市再生特別地区における運用改善の方向性 
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6-3 都市再生特別地区における運用改善策の提案 

 

本節では、前節の運用改善の方向性を踏まえて、都市再生特別地区における運用改善策

を提案する。具体的な運用改善策を示したのが図 6-2 である。 

 

方針策定 事前協議 指定手続き 進捗確認 方針変更

都市再生
協議会

（国,市,企業,学識者）

都市計画
審議会

（議員,学識者）

自治体
担当部局

民間事業者

方針
決定

都市再生
本部

方針
変更

提案
受理

正式
提案

原案
作成

公告
縦覧

都市計
画決定

建築
確認

相談
受付

方針作成

地域
指定

事業者・庁内協議

提案作成

協議

事業計画作成 実施計画作成
着工 竣工 運営

意見
聴取

 

方針策定 事前協議 指定手続き 進捗確認 方針変更

都市再生
協議会

（国,市,企業,学識者）

都市計画

審議会
（議員,学識者）

自治体
担当部局

民間事業者

方針
決定

都市再生

本部
方針
変更

提案
受理

正式
提案

原案
作成

公告
縦覧

都市計
画決定

協定
締結

記録
開示

建築
確認

実施
確認

都市計
画廃止

相談
受付

方針作成

地域
指定

事業者・庁内協議

提案作成

協議

報告

事業計画作成 実施計画作成

報告

定期
報告

着工 竣工

報告

運営

報告

方針修正

意見
聴取

第三者評価

都市再生協議会
による方針策定

への関与

第三者機関による
提案検証の導入

評価・設定に関する
協議の記録・開示

計画審議会への
手続きの経過報告

提案実施状況
・事業影響の確認

定期的な
方針変更

報告

 

図 6-2 現在の運用状況（上）と運用改善策（下） 

 

① 都市再生協議会による方針策定と定期的な方針変更 

都市再生特別地区による公共貢献は、都市再生本部が作成する地域整備方針や上位計画

を踏まえて必要性が判断される仕組みとなっている。しかし、何れの計画も抽象的な文言

のみで構成されており、どのような取り組みでも公共貢献として認められる傾向にある。

特に地域整備方針は、都市再生特別地区の拠所となるため、民間事業者等の意向を踏まえ
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つつ地域内の増進すべき都市機能や公共公益施設を明示し、さらに建築形態を踏まえて将

来の市街地像を明記するという役割を託されていた。しかし、現実には自治体の意見を踏

まえて都市再生本部事務局が作成する仕組みとなっており、民間事業者等の多様な関係主

体の意向が十分に反映されているとはいえない。 

 こうした地域に関係する多様な主体の意向を反映するためにも、地域整備方針の作成を

地域別に設置されている都市再生緊急整備地域協議会に移管することが考えられる。この

協議会の構成員には、関係する自治体のみならず、地域内の民間事業者や学識経験者など

が含まれている。そのため、この協議会において抽象的な文言ではなく図面等を用いた市

街地の将来像を作成することが考えられる。 

 

② 都市計画審議会への手続きの経過報告 

現在の都市計画決定等の手続きの中において、唯一、第三者の関与する機会が都市計画

審議会である。しかし、東京都や大阪市における都市再生特別地区の指定手続きでは、事

前相談で協議された公共貢献の評価結果や規制緩和の設定根拠に関する内容が全く共有さ

れていなかった。 

民間事業者から提案される都市計画素案に含まれる内容は多く、全ての内容を限られた

時間で共有して審議することは現実的に不可能である。また、民間事業者からの提案受理

後 6 ヶ月以内に都市計画決定等の可否を判断する必要があるため、民間事業者に提案内容

の修正を要求し、再度の都市計画審議会を開催して審議することは困難と考える。そこで

事前相談の段階から、民間事業者と自治体職員の協議結果に関して都市計画審議会へ報告

させ、その協議結果に対する都市計画審議会の意見を民間事業者に伝達することで提案内

容に都市計画審議会の意見を反映させることが可能となると考える。 

 

③ 第三者機関による提案検証の導入 

東京都や大阪市のように都市開発圧力を有する地域において公共貢献と規制緩和の関係

性を保持するためには、規制緩和の設定根拠に十分な合理性を確保し、公平性・公正性を

有することが重要となる。東京都では、事前確定型の特例制度を踏襲して公共貢献別に容

積率評価を行うことを規制緩和の設定根拠としていた。しかし、容積率の不動産価値が時

間的・空間的に大きく異なる現在において、公共貢献に要した敷地面積や床面積等を用い

て容積率で評価する手法は十分な合理性を有しているとはいえない。一方、大阪市では、

規制緩和に応じた公共貢献を提案したとの定性的な判断が規制緩和の設定根拠となってい

た。しかし、大阪駅北地区の事例のように公共貢献と規制緩和の増加に関係性がみられな

い状況下においても、最終的には規制緩和に応じた公共貢献であると判断がなされていた。 

このように容積率の不動産価値を適切に判断して規制緩和を設定するには、自治体職員

のみでは困難であり、学識経験者、コンサルタント、不動産鑑定士、会計士などの専門家

の関与が必要と考えられる。例えば、ドイツにおける協議型の特例制度であるプロジェク
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ト型 B プランでは、民間事業者から自治体への説明資料や自治体から議会への説明資料に

おいて、民間事業者の負担で歴史的・文化的環境価値の評価や開発に伴い発生する環境や

交通等の影響等について第三者機関による鑑定を依頼し、その結果を鑑定書という文書で

添付していることが一般的に行われている。このように自治体が自ら評価することが困難

な公共貢献や規制緩和の設定に関しては、都市再生特別地区においても第三者機関を活用

することが効果的であると考える。 

 

④ 評価・設定に関する協議の記録・開示 

 現在の極めて透明性の低い手続きを改善するためには、事前相談から都市計画審議会の

付議に至るまでの期間において行われた全ての協議結果を詳細に記録し、開示することが

必要である。また、これらの協議記録は民間事業者と自治体の合意事項として、都市計画

素案の参考資料として添付することで公共貢献の履行担保が強化されると考えられる。 

 

⑤ 提案実施状況・事業影響のモニタリング導入 

現在、東京都での公共貢献の履行確認は、建築確認時、建築物竣工時、その他必要と判

断した時（年一回程度）に行われている。この履行確認は、公共貢献が実際に提供されて

いるか否かを確認するものであり、公共貢献による効果や規制緩和による影響を確認する

ものではない。 

近年、公共貢献はさらに多様化しており、こうした公共貢献を適切に評価し、規制緩和

を設定するためには、創出された公共貢献の効果や規制緩和による影響を計測し、次の公

共貢献の評価や規制緩和の設定の参考情報とすべきである。そのためにも、公共貢献の実

施状況や規制緩和による影響をモニタリングする仕組みが必要であると考える。 

 

⑥ 都市計画決定見直し条項の明記 

都市再生特別地区が唯一廃止された地区が2008年に指定された浜松市の鍛冶町地区であ

る。この地区は、2001 年の地元百貨店松菱の自己破産に伴って、周辺建築物とともに共同

建替えを行う松菱通りB-3ブロック第一種市街地再開発事業の区域に指定された。しかし、

核テナントとして出店予定であった㈱大丸が2009年に断念したことにより事業継続が困難

となった。そこで浜松市では、2011 年に民間事業者から再度提案を受け付ける形で都市再

生特別地区を廃止することなった。 

このように現在の都市再生特別地区には、事業内容の変更や事業中止となった場合にお

いても都市計画決定を廃止する規定は存在しないため、事業の見込みがつかない地区にお

いても指定することが可能となっている。これは早期に民間都市開発投資を促進するとい

う都市再生の趣旨に逆行するものであり、都市計画決定の有効性に一定の期限を設ける必

要があると考える。前述のドイツにおけるプロジェクト型 B プランでは、民間事業者によ

る提案内容の実施を担保するため、民間事業者と自治体との間で都市計画契約を締結し、
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その中において 3 年や 5 年程度の期限が定められるのが一般的である。この期限までに提

案内容が実施されない場合、自治体は無補償で計画を廃止する仕組みとなっている。 

 

 

 

                                                   
 
1 詳細は竹沢（2013）の第 4 章に記載されている。 
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第7章 結論 
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7-1 本研究の総括 

 

本節では、本研究の総括として第 2 章から第 6 章まで明らかとなった成果を提示する。 

 

第 2 章では、都市再生がどのように発案され、都市再生特別地区を含む都市再生施策の

構築と展開に至ったのかに関して、都市再生本部をはじめとする関係機関による公表資料

や当時の新聞記事の収集・整理、施策立案に携わった都市再生本部事務局や国土交通省都

市局都市計画課の担当職員と、施策実行に携わった東京都都市計画局都市づくり政策部の

担当職員に対するヒアリング調査を基に分析した。さらに、都市計画・建築規制の特例制

度の変遷過程に関して既往文献を基に整理することで、都市再生特別地区の位置づけを考

察した。 

その結果、都市再生は経済対策として発案され、選挙対策として実施が決定されたが、

都市再生特別地区等の民間都市開発投資を促進するための施策は小泉首相への政権交代に

よって誕生したことを明らかにした。これらの施策は、早期に効果を実現するために、地

域と時間を限った一国二制度の社会実験として、大幅な規制緩和と金融支援を行う特区制

度として創設されたことを示した。この中でも規制緩和は、無条件に規制を緩和するので

はなく従来の特例制度における課題解決を図るために、民間事業者からの提案による公共

貢献を適用条件とし、既存の都市計画に基づく規制を全て適用除外として、新たに都市計

画を設定する制度として都市再生特別地区が構築されたことを明らかにした。この都市再

生特別地区は、特例制度の変遷において、新たな市街地環境を向上する対価として一般規

制を緩和するという仕組みに位置付けられることを指摘した。 

 

第 3 章では、都市再生施策の活用実績を整理するとともに、統計指標による都市再生緊

急整備地域の市街地特性の変化を把握した。さらに都市再生施策による定量的な効果につ

いて、地価を用いたヘドニック・アプローチによる分析と建設投資額を用いたWith/Without

分析によって検証した。 

都市再生緊急整備地域は、2013 年 7 月末時点で 62 地域 8,037ha が指定され、東京圏が

大半を占めている一方で地方圏も約 3 割弱を占めていた。このうち東京都、大阪市、名古

屋市などの大都市圏では全ての統計指標において大幅に増加していたが、地方圏では想定

されていた事業が着工又は竣工に至っておらず、人口や従業者数が大きく減少している地

域が存在することを明らかにした。 

また、東京都 23 区における都市再生緊急整備地域は、地域外と比較して 1.36 倍地価

が高い状況にあり、この価格差には金融支援や地域指定による開発期待といった影響より

も規制緩和による影響が大きいことを明らかにした。一方、全国における都市再生緊急整

備地域では、地域指定後 10 年間で約 7 兆 430 億円の建設投資が行われ、今後は 8 兆

1,974 億円が見込まれる。この地域指定後 10 年間の建設投資のうち約 29％は都市再生施
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策が関与しており、都市再生特別地区分は 9,344 億円、民間都市再生事業計画分は 1 兆 979

億円の事業に関与していた。都市再生施策が活用できなかった場合、地域指定後 10 年間の

建設投資は約 5.8%、今後は 15.3％が減少する見込みであり、この減少分のうち約 9 割は都

市再生特別地区によるものであった。このことから、都市再生特別地区が民間都市開発投

資に与えた影響は大きいといえることを指摘した。 

  

第 4 章では、都市再生特別地区によって創出された公共貢献と付与された規制緩和の実

態に関して、2013 年 3 月末時点で都市再生緊急整備地域を有する 13 の自治体における状

況を明らかにした。また、指定数が最多である東京都を対象に、民間事業者から提案され

た公共貢献と規制緩和を整理し、事前確定型の特例制度との相違点を明らかにした。 

都市再生特別地区は、2013 年 3 月末時点で 60 地区 131.6ha が指定されており、変更や

廃止をふくめると 63件の都市計画決定が行われている。この地区数及び指定面積の約 7割、

都市再生特別地区による割増床面積の約 8 割は東京都と大阪市で占められている。都市再

生特別地区による割増容積率は全国平均で 387%であり、最大は梅田二丁目地区（大阪市）

の 900％であった。また、割増容積率と指定容積率の関係をみると、自治体によって規制緩

和である割増容積率の設定は大きく異なっており、大阪市は東京都よりも指定容積率の水

準にとらわれずに柔軟な割増容積率を設定していることを指摘した。 

東京都における都市再生特別地区の公共貢献をみると、「広場・通路分野、交通分野、都

市機能分野、地域貢献分野、防災分野、環境・景観分野」という 6 つの共通分野と事業特

性を踏まえた独自分野に分類された。このうち地域貢献は、他分野と比較しても整備のみ

ならず運営に関しても様々な提案がなされており、民間事業者の創意工夫による提案を公

共貢献とする都市再生特別地区の特徴を具現化したものであるといえる。一方、公共貢献

の変遷をみると、初期に指定された地区では広場・通路分野といった事前確定型の特例制

度でも評価されていた分野の取り組みが多かった。しかし、指定された地区が増加するに

つれて広場・通路分野の取組割合は低下し、防災分野や環境・景観分野、さらに地域貢献

分野の取り組みが増加しており、施設整備のみならず運営に関しても様々な提案がなされ

るなど民間事業者の創意工夫が活かされていた。こうした多種多様な公共貢献が創出して

いる要因には、「他地区と同様の公共貢献は評価されにくいこと、東京都と民間事業者双方

において提案を創出するノウハウが積み重なってきたこと」が考えられることを指摘した。

近年、公共貢献として増加している地域貢献施設の整備・運営の提案をみると、提案した

時期や地域における課題を解決するために民間事業者の創意工夫を活かした取り組みが展

開されていた。例えば大手町地区 B-1 では、国際金融拠点強化という当時の政策を踏まえ

て国際金融機能の強化に向けた金融教育文化・交流センターや国際医療サービス施設の整

備・運営を提案し、京橋三丁目 1 地区では、中小規模事業所が集積する地区特性を考慮し

て周辺事業所と一体となった地域的な環境対策への取り組みを行う京橋環境ステーション

の整備・運営を提案していた。こうした取り組みは、民間事業者が自ら地域における課題
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を発見し、その課題解決の取り組みを外部の専門機関や地域コミュニティ組織などの多様

な関係主体と提携して実現しており、こうした取り組みは協議型の特例制度である都市再

生特別地区の成果といえる。 

 

第 5 章では、全国における都市再生特別地区の指定手続きの実態に関して、指定手続き

の要綱・要領等の収集・整理や担当職員に対するヒアリング調査を基に明らかにした。ま

た指定手続きによる運用実態を明らかにするため、活用実績が多い東京都及び大阪市と詳

細資料が収集出来た浜松市を対象に都市計画審議会資料及び議事録等の収集・整理や担当

職員に対するヒアリング調査を基に分析した。これらの運用実態を踏まえて、指定手続き

における問題点及び課題を抽出した。 

都市再生特別地区の制度検討段階では、提案制度による指定が想定されていたが、大阪

市では民間事業者の提案に要する負担を抑制するため、通常手続きによる指定を行ってい

た。また、提案制度によって指定している自治体でも、自治体が積極的に関与している市

街地再開発事業においては通常手続きによる指定が行われている。その結果、2013 年 3 月

末時点で全国 63件の都市計画決定が行われているが、うち提案手続きによる指定は 44件、

通常手続きによる指定は 19 件であった。 

都市再生特別措置法では、都市計画素案提出後 6 ヶ月以内に都市計画決定の可否を判断

する必要があるため、全ての自治体において素案提出前に事前協議を実施しており、約 1

年間にわたって公共貢献の評価と規制緩和の設定に関する協議が行われていた。この事前

相談は、実質的な提案内容に関する協議の場となっており、当初想定していた都市計画審

議会での協議は行われていない。この事前協議の記録は、多くの自治体において作成され

ておらず、都市計画審議会においても公共貢献の評価結果や規制緩和の設定根拠は十分に

説明されていなかった。また、札幌市を除いた自治体では都市計画審議会に付議する前に

自治体職員から構成される機関によって検討・審査が行われており、あらかじめ提案内容

の検討又は評価を行ったり、都市計画決定等の必要性があるか否かの判断を行っていた。 

東京都、大阪市、浜松市における公共貢献の評価方法を比較すると、東京都や大阪市で

は、事業内容の中から公共貢献となる取り組みに関して定量的・定性的に必要性や効果を

評価していたのに対して、相次ぐ百貨店撤退により中心市街地の拠点性低下に苦慮してい

た浜松市では事業内容の全てが公共貢献として評価されていた。一方、規制緩和の設定根

拠では、東京都は先行者利益を防ぎ優良な都市開発を創出させるため、指定容積率に公共

貢献別の容積率評価結果を積み上げ諸条件を勘案していた。しかし、大阪市は民間事業者

による都市開発を積極的に支援するため、提案された割増容積率が公共貢献に相応しいか

否かを定性的に判断するだけであった。さらに浜松市では、事業内容の全てが公共貢献と

なることから、民間事業者が必要とする容積率がそのまま設定されていた。このように都

市開発圧力の差は、公共貢献の要求水準や規制緩和の価値に影響を与えることで、公共貢

献の評価方法や規制緩和の設定根拠という運用に違いが表れていることを指摘した。 
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以上の運用実態から、都市再生特別地区の指定手続きには、「①極めて透明性の低い指定

手続き、②不確実性の高い公共貢献の存在、③困難な公共貢献と規制緩和の関係性保持、

④自治体職員のみの不十分な評価・設定体制、⑤不完全なソフト分野提案の履行担保」と

いう問題点が存在することを指摘した。本研究では、これらの問題点を踏まえた都市再生

特別地区の運用上の課題として「手続きの透明性の確保、評価対象の妥当性確保、規制緩

和の設定根拠の適切性確保、評価・設定体制の構築、公共貢献の履行担保」を挙げた。 

 

第 6 章では、前章までの都市再生特別地区の創設経緯・成果・運用実態と指定手続きに

おける問題点及び課題を踏まえて、都市再生特別地区の運用改善の方向性を提示した。第

一に、都市再生特別地区の運用を公共貢献と規制緩和の関係性の確保に重点を置いたイン

センティブ・ゾーニングからスポット・ゾーニングに転換することで「公共貢献の妥当性

と規制緩和の許容性の確保を優先すること」、第二に民間事業者から提案された事業が公共

貢献として妥当か否か、規制緩和が許容できるか否かを判断するために「目指すべき市街

地環境を明確化すること」、第三に目指すべき市街地環境の計画管理や公共貢献の妥当性や

規制緩和の許容性の評価を適切に行うことに加えて、指定手続きの透明性を確保するため

にも「多様な関係主体による関与を推進すること」を提示した。 

さらに前述の方向性を踏まえた運用改善策として、「①都市再生協議会による方針策定と

定期的な方針変更、②都市計画審議会への手続きの経過報告、③第三者機関による提案検

証の導入、④評価・設定に関する協議の記録・開示、⑤提案実施状況・事業影響のモニタ

リング導入、⑥都市計画決定見直し条項の明記」を挙げた。 
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7-2 都市再生における官民連携による都市計画制度のあり方 

 

本研究では、都市再生特別地区の創設経緯・成果・運用実態を明らかにすることで都市

再生特別地区の指定手続きの問題点や課題を抽出し、官民が連携して都市再生を実現する

ために必要な運用改善策を提案した。本研究の結論として、今後の都市再生における官民

連携による都市計画制度のあり方について考察する。 

 

 国が主導して大都市における都市機能の高度化や居住環境の向上を民間と共に推進する

制度や事業は、都市再生特別措置法のみならず、総合特別区域法（2010 年施行）、国家戦略

特別区域法（2013 年施行）と近年増加している。こうした都市再生における官民連携によ

る制度や事業が新たに創設されている背景には、社会的背景として「大都市と地方都市」「国

と大都市」「官と民間」という 3 つの関係の変化が大きく影響していると考えられる。 

 

① 大都市と地方都市の関係の変化 

我が国における都市政策の最上位計画であった全国総合開発計画（以下、「全総」とする）

の変化をみると、第一次全総（1962 年策定）から第四次全総（1987 年策定）では、安定的

な経済成長を背景として、大都市に集中する都市機能を如何に地方都市に分散させて国土

の均衡ある発展を実現するかに重点が置かれてきた。しかし、バブル経済の崩壊後に策定

された第五次全総（1998 年策定）では、多軸型国土構造の形成という長期構想実現に向け

て 4 つの戦略が掲げられ、その一つとして「大都市のリノベーション」が明示された。こ

の大都市のリノベーションでは、基本的方向の一つとして「我が国の発展に積極的に貢献

するための高次都市機能の高質化」が提示された。これは、戦後一貫して続いてきた安定

的な経済成長が終焉したことを踏まえて、都市機能を全国に分散するのではなく、現存す

る都市機能を如何に効率的に活用するのかという視点にたって、大都市の都市機能を高度

化することに注力し、その成果を地方都市に波及させるという都市政策に変化したといえ

る。 

 

② 国と大都市の関係の変化 

 1990 年代以降、情報通信技術の進展、交通手段の発達、関税の撤廃、ビザ発給要件の緩

和などによってヒト・モノ・カネ・情報の移動が活発となり、国境という障壁は徐々に低

下してきた。これに伴って、大都市は国際的な競争環境下に置かれ、OECD（2006）でも

指摘されているように国の成長エンジンとしての役割を担うようになった。こうした認識

は、前述の第五次全総や 2001 年に社会資本整備審議会へ諮問された「都市再生のあり方は

いかにあるべきか」の最終答申である「都市再生ビジョン」にも明記されている。都市再

生ビジョンでは、東京圏及び大阪圏を国際競争力の高い世界都市とするための理由として

「経済活動の太宗を担う都市の国際競争力を高めることは、我が国全体の経済発展にかか
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わる重要な鍵である。」と表現しており、大都市の国際競争力を高めるために国が積極的に

関与する必要性が提示された。これは、大都市の国際競争力の合計が国全体の国際競争力

であるという考えとなったといえる。 

 

③ 官と民間の関係の変化 

 1980 年代までの安定的な経済成長下において、民間企業は増加する需要に対応して自ら

の商品やサービスの量的拡大に重点を置いてきた。しかし、1990 年代以降の経済成長の鈍

化によって、民間企業は商品やサービスの質的充実を図ることで収益性を向上する必要性

にせまられきた。その結果、質的充実の一環として、従来は国や自治体といった官が担っ

てきた収益性の低い公共サービスの分野にも活動領域を拡げている。例えば、第 4 章でも

みたように近年の都市開発事業では、オフィスに会議室や展示場を併設したり、分譲住宅

に保育園や医療施設を併設することが一般的となりつつある。これは、オフィスや分譲住

宅の価値を向上させるために、民間企業が自ら収益性の低い施設の導入を積極的に行って

いるとみられる。さらに近年では、施設利用者のみを対象とするのではなく、周辺居住者

や地域への来街者のために災害時の一時退避施設などを確保する都市開発事業も増加して

いる。これは施設の価値に留まらず、地域全体の価値を向上させることで他の地域との差

別化を図る狙いがあるものと考えられる。一方、国や自治体といった官は、厳しい財政状

況や職員不足によって、多様化する公共サービスに対するニーズに全て対応することが困

難となっており、民間企業をはじめとする民間の協力が必要不可欠となっている。このよ

うに公共サービスを効果的かつ効率的に提供するためには、官と民間が連携していく必要

性が高まっているといえる。 

 

以上のように 3 つの関係が大きく変化している時代に都市再生が発案及び構築されたこ

とで、国が大都市における都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を目的として規制

緩和と金融支援を行う地域を指定するという特区制度が生まれたといえる。こうした流れ

は、近年の各政権における成長戦略にも引き継がれており、総合特区や国家戦略特区とい

った新たな特区制度を生み出している。特に国家戦略特区では、これまで自治体の長が有

していた都市計画決定又は変更する行為を国が代替することが可能となるなど都市計画制

度は大きな岐路を迎えている1。 

 

 今後の都市政策の推進には、都市に対するニーズの多様化・高度化への対応や限りある

資源を有効活用するため、官民連携の必要性はより一層高まることが想定される。そのた

め、都市政策の実現手段の一つである都市計画制度も官民連携は必要不可欠な仕組みとな

っていくだろう。特に都市再生の対象となる大都市では、都市政策を担うだけの十分な能

力や信用力を有する民間が多数存在しており、効果的に都市政策を実現していくためには

必要不可欠な存在となっている。しかし、民間の様々な主体の中でも民間企業は、あくま
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でも営利を目的とした経済活動を行う主体であり、官民連携はその目的を達成するための

手段でしかない。そのため、官との問題意識やビジョンの共有、民間への適切な対価の付

与、継続的な効果検証による運用改善を行わなければ民間の能力を十分に活かすことが出

来ず、官民連携が不十分なものとなる恐れがある。 

こうした懸念を未然に防ぐためにも、第 5 章でみたように基礎自治体と民間事業者とい

った狭義の官民による連携に留まるのではなく、国、広域自治体、地元企業、市民（居住

者のみならず就業者や来街者も含む）といった広義の官民による連携が必要となる。多様

な関係主体が効果的かつ効率的に連携するためには、次の 3 つのシステムが必要と考える。

第一に「共有するシステム」である。都市再生の目指すべき将来像である地域整備方針は、

「都市再生本部が関係自治体の意見を聴いたうえで策定すること」とされており、自治体

や民間の意見が十分に反映されるシステムとは言えないのが現状であった。そのため第 6

章でも提案したように国、自治体、民間などの多様な関係主体が地域の問題点や課題を共

有し、目指すべき将来像を共に策定していくためのシステムが必要となるだろう。第二に

必要なのが「運用するシステム」である。都市再生では、都市再生に寄与する事業を創出

するため、基礎自治体と民間事業者といった二者のみの協議によって運用されてきた。し

かし、目指すべき将来像の実現への寄与の有無や新たな都市計画の設定が妥当か否かは、

目指すべき将来像の策定に関与した主体によって多面的に議論されるべきであり、そのた

めには多様な主体が運用に関与していくためのシステムが必要となる。これは、従来から

行われてきた説明会、公聴会、公告・縦覧といった官から一方的な関与ではなく、官民が

双方向にコミュニケーションできるシステムが求められるだろう。そして第三に必要なの

が「学習するシステム」である。多様な関係主体による連携は、画一的に運用できるのも

のではなく、極めて個別性が高い運用となることが想定される。そのため、官民による協

議経過やその結果創出された事業が目指すべき将来像にどのような影響を与えたのかを検

証し、次の目標像の策定や協議による運用を改善していくためのシステムが必要不可欠で

あろう。 

これらの 3 つのシステムを確立することが今後の都市再生における官民連携による都市

計画制度に求められているものであり、民間の能力を十分に活かした都市政策の実現に大

きく寄与するものであると考える。 

 

 

 

                                                   
 
1 国家戦略特別区域法第 20 条では、各区域に設置された国家戦略特区会議（国家戦略特区担当

大臣、関係自治体の長、民間事業者から構成）が都市計画素案を作成し、関係する自治体の都

市計画審議会に議を経ることで都市計画決定又は変更されたものとみなすことが可能となる

ことが明記されている。 
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