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■都市計画の体系
　Town Planning System

Town Planning

都市計画

■都市計画制度の変遷
　Changes in the Town 
　Planning System

　明治維新以降の都市化の急進により、全国的に計画的
な市街地形成の必要性が生じたため、大正8年に旧都市
計画法が制定された。これにより、わが国でも近代的都
市計画制度が整ったが、戦後、昭和30年代半ばに始まっ
た高度経済成長を通じて、人口と産業が都市に急激に集
中し、公害や交通混雑等の都市問題が深刻化してきた。
　しかし、旧都市計画法は地方自治への未対応や不十分
な土地利用規制など、戦後の都市問題に対応するには極
めて時代遅れなものであったため、昭和43年には旧法が
全面改訂され、新しい都市計画法が制定された。
　この都市計画法は、その後、地区計画制度の創設（昭
和55年）、用途地域の細分化（平成４年）、都市計画に
おける地方分権の推進（平成10年､11年）など、時代の
潮流に沿った改正を逐次行いながら現在に至っている。

Changes in the Town Planning System　From the Mei j i 
Resto ration on,  rapi d urbani zation create d a need f or  
planned city f ormation all over  Japan,  lea ding to the 
enactment of  the f ormer Town Planning Law in 1919.   
This law provi ded Japan with a system f or  modern town 
planning ,  but during the intense post - war  economic 
growt h per i od begi nni ng ar ound 1960 ci t i es 
experien ced a sudden concent ration of  population and 
in dust ry,  and urban problems such as poll ution and 
t raff i c congestion became increasingly se vere.
　Nonetheless ,  the f ormer Town Planning Law,  which 
la cked responsi veness to lo cal authorities and had an 
ina dequate lan d use system,  was out date d and unable 
to handle these post - war  urban challenges .  I n 1968,  
the f ormer Town Planning Law was comprehensi vely 
revise d into the new Town Plan ning Law.
　The new law remains in f orce to this day,  having 
undergone regul ar  revi si ons t o ref l ect  soci et al  
changes,  notably the esta blishment of  the Dist r i ct 

■現行の都市計画制度
　Current Town Planning 
　System

　都市計画の目的は、適正な制限を課して合理的な土地
利用を図ることにより、健康で文化的な都市生活及び機
能的な都市活動を確保することにある。都道府県は、都
市計画の策定により一体の都市として総合的に整備、開
発、保全を行う区域として、都市計画区域を指定する。
　個別の都市計画は、原則、都市計画区域内で定められ
る。主な都市計画の種類は以下のとおりである。
①「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」
　　都市計画区域内の主要な都市計画の方針を示したも
の。

②「区域区分」
計画的な市街化を促進するため、都市計画区域を市

街化区域と市街化調整区域とに区分する計画。
③「地域地区」
用途地域など、建築物の用途や形態などを規制し、

土地の合理的な利用を図るための計画。
④「都市施設」
　　道路、公園､下水道などの都市の基盤施設の計画。

⑤「市街地開発事業」
土地区画整理事業や市街地再開発事業など、ある程
度広い範囲の区域を一体的に開発又は整備する事業

の計画。
⑥「地区計画」
地域地区等の土地利用制度を補完し、地域に合った
きめ細かいまちづくりを進めるための地区レベルの

計画。
　以上のうち、①、②など、広域的、根幹的な都市計画
は都道府県が定め、その他については市町村が定める。
　また、都市計画として定めるものではないが、市町村
は都市の将来像を明示し、都市計画全体の一体性の確保、
市民と一体となったまちづくりの推進等を図るものとし
て、住民意見を反映した上で、「市町村の都市計画に関
する基本的な方針」を定めている。この方針は、市町村
の基本構想及び「都市計画区域の整備、開発及び保全の
方針」に即して策定される。
　以上の体系から、都道府県が定める都市計画は、「都
市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即して、市
町村が定める都市計画は、「都市計画区域の整備、開発
及び保全の方針」及び「市町村の都市計画に関する基本
的な方針」に即して定められる。

Curr ent Town Planning System　The purpose of  town 
pl anni ng i s t o pl an rat i onal  use of  l and wi t h 
appropriate rest r i ctions in order  to ensure healthy 
and cult ural urban li ving as well as fu nctional urban 
acti vities .  I n dete rmining town planning ,  pref ect ural 
governments designate town planning jur is di ction to 
comprehensi vely buil d,  develo p,  and maintain as an 
urban unit .  
　I n prin ci ple ,  speci f i c town planning is dete rmined 
within the town planning jur is di ction .  The maj or  
ty pes o f  town planning a re:
① Pol i ci es rel at ed t o t he bui l di ng,  devel opment ,  and 
mai nt enance o f  the town planning jur is di ction
Concept that sti pulates the maj or  town planning 

poli cies within the town planning jur is di ction
② Di vision o f  planning jur is di ction
Plans that di vi de the area of  the town planning 
jur is di ction into an urbani zation promotion area 

and an urbani zation control area in order  to promote 
planned urbani zation
③  Zoning
Plans that regulate use of  lan d,  buil ding use and 

t ype,  et c.  t o make t he r at i onal  use of  l and,  
in cl uding Zones f or  Certain Uses
④  Urban f acilities

Planning of  basi c in fr ast ruct ure,  such as roads,  
parks,  an d sewerage
⑤  Urban develo pment proj ects
Plans f or  integ rate d develo pment or  improvement of  

la rge t racts of  lan d,  such as lan d readju stment 
programs and urban redevelo pment  programs
⑥  Dist r i ct plan
Di st ri ct - l evel  pl ans f or suppl ement i ng l and use pl ans 

f or zones,  et c. ,  and f or promot i ng caref ul l y consi dered 
urban devel opment  adapt ed t o t he needs of  t he di st ri ct  
　 Of  t he above t ypes of  pl ans,  pref ect ural  government s 
det ermi ne basi c,  broad- area t own pl anni ng such as 
cat egori es ① and ②,  and muni ci pal i t i es det ermi ne 
ot her cat egori es.
　Moreover,  t hough t hese are not  det ermi ned as t own 
pl anni ng,  muni ci pal i t i es det ermi ne “Basi c Pol i ci es f or 
Ci t y and Town Pl anni ng” t o cl ari f y t hei r vi si on f or 
t he ci t y,  ensure t he uni t y of  t he ent i re muni ci pal  
pl an,  and,  by ref l ect i ng t he vi ews of  t he resi dent s,  
f urt her urban devel opment  carri ed out  i n concert  wi t h 
t he resi dent s.  These pol i ci es are adopt ed i n accordance 
wi t h muni ci pal i t i es’ basi c concept s and “Pol i ci es 
rel at ed t o t he Bui l di ng,  Devel opment ,  and Mai nt enance 
of  t he Town Pl anni ng Juri sdi ct i on. ”
　In accordance wi t h t he above syst em,  ci t y pl anni ng 
det ermi ned by pref ect ures conf orms t o “Pol i ci es 
rel at ed t o t he Bui l di ng,  Devel opment ,  and Mai nt enance 
of  t he Town Pl anni ng Juri sdi ct i on, ” whereas t hose 
det ermi ned by muni ci pal i t i es conf orm t o “Pol i ci es 
rel at ed t o t he Bui l di ng,  Devel opment ,  and Mai nt enance 
of  t he Town Pl anni ng Juri sdi ct i on” as wel l  as “Basi c 

市街化区域
Urbanization Promotion Area

市街化調整区域
Urbanization Contro l  Area

用途地域
Zones f or Certain U ses

高度利用地区
I ntensi ve Land Uti l ization Zone

防火地域

準防火地域

Fire Pre vention Zone（Primary）

Fire Pre vention Zone（Secondary）

駐車場整備地区
Area to be Pro vi ded wit h Par kin g Faci l itie s

臨港地区
Harbour Di stri ct

流通業務地区
Di strib ution I ndustr y Zone

その他
Ot hers

緑地保全地区
Open Space Conservation Area

風致地区
Di stri ct o f  Nat ura l  Beaut y

特定街区
Desi gnated Bl ock o f  Land
（For comprehensi ve devel opment）

特別用途地区
Zones f or Specia l  Uses

高度地区
Hei ght Contro l  Zone

12 － 4

10－3

10－4

区 域 区 分
Di vi sion o f  Pl anning Juri sdi ction

11都市施設
Urban Faci l it y

道路
Road

都市高速鉄道
Urban Rapi d Rai l /Gui deway Transit Systems

地区計画等
Di stri ct P l an,  et c.

※の市街地開発事業及び
※の都市施設の予定区域
Di stri ct s I nitia ll y Desi gnated f or Urban
Devel opment Proj ect s and Urban
Faci l itie s maked wit h ※

地域地区
Zone,  Di stri ct ,  or Area

保進区域
Area Desi gnated f or Devel opment wit hin
Fi xed Time Limit

遊休土地転換利用促進地区
Vacant l and where suitab l e l and use i s
encouraged

被災市街地復興推進地域
Area Desi gnated f or Promotin g t he
Reconstr uction o f  Damaged Urban Area

公園
Park

広場
Publ i c Square or P l ayground

下水道
Sewerage

汚物処理場
Raw Sewage Treatment Pl ant

地域冷暖房施設
Regional  Air - conditionin g Faci l it y

河川
Ri ver

運河
Canal

学校
School

図書館
Librar y

病院
Hospita l

市場
Market

火葬場
Crematori um

一団地の住宅施設※
Coll ecti ve Housin g Faci l it y

一団地の官公庁施設※
Admini strati ve Centre

流通業務団地※
Coll ecti ve Di strib ution Faci l itie s

防水の施設
Fl ood Pre vention Faci l it y

記念施設
Memorial  Pl ace

その他
Ot hers

広島市において定めているものを示す
Desi gnated in Hiro shima Cit y

凡例 key

県決定 
Val i dated b y Pre f ect ure 

市決定（政令市） 
Val i dated b y Cit y（Gover nment ordinance- desi gnated cit y）

（注）数字は都市計画法の条項を示す。
Note  Numbers re f er to re l evant section s and 
         subsection s in Town Pl anning Law.
　　

と畜場
Sl aughter House

ごみ焼却場
Ref use I ncinera ction P l ant

墓園
Cemetery

緑地
Green Tract / Stri p o f  Recreationa l  Land

駐車場
Parkin g Faci l it y

自動車ターミナル
Bus or Tr uck Terminal

土地区画整理事業

平成16年1月現在 As of Jan 2 004

Land Readj ustment Pro gram

新住宅市街地開発事業※
New Resi dentia l  Area Devel opment Program

工業団地造成事業※
I ndustria l  Estate Devel opment Program

市街地再開発事業
Urban Redevel opment Program

新都市基盤整備事業※
New Town I nf rastr uct ure Devel opment Program

住宅街区整備事業
Resi dentia l  Bl ock Devel opment Program

地区計画
Di stri ct P l an

8

7

10－2

その他
Ot hers

12市街地開発事業
Urban Devel opment Proj ect

12－2

市街地開発事業等予定区域
Area initia ll y desi gnated f or Urban Devel opment
Proj ect ,  et c.
（Proj ect to be intiate d wit hin f i xed time l imit ）

■現在の都市計画の主な内容
     Current Town Planning

平成16年1月現在
As of  Jan 2004

名　称　Descr i ption 規　模　Scale

記念施設　Memor ial Pla ces

道　路　Roads

下水道　Sewerage

公　園　Parks

緑　地
Green Tracts/Str i ps of  Recreational Land

用途地域　Zones for  Certain Uses

土地区画整理事業
Land Readj ustment Programs

１カ所（12. 21ha）　1site (12. 21 hectares)

146路線（418. 44km）　146 roads (418. 44kilometer )

排水区域15,191ha　15,191 hectares of  sewerage disposal area

410カ所（619. 69ha）　410 lo cations (619. 69 hectares)

14カ所（423. 2ha）その内河岸緑地2カ所（33. 6ha）
14 lo cations (423. 2 hectares) ,  in cl uding 2 green str i ps of
recreational land on the r i ver  banks (33. 6 hectares)

12種類（15,298ha）twelve types (15,298 hectares )

14カ所（1,541ha）
14 sites (1,541 hectares)

市町村の都市計画に関する基本的な方針
Basi c Pol i cie s f or Cit y and Town Pl anning

都市計画区域
Town Pl anning Juri sdi ction

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
Drawin g up o f  Pol i cie s f or t he Bui l din g,  Devel opment,  and Maintenan ce of  t he Town Pl anning Juri sdi ction

個別の都市計画の決定
Determination o f  I ndi vi dual  Town Pl anning

18 － 26 － 2

5 準都市計画区域
Quasi - Town Pl anning Juri sdi ction

5 － 2

都市計画
Town Pl anning 
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都市計画

■都市計画の決定手続き
　Procedures for  
　Determining 
　Town Planning

　都道府県または市町村が都市計画を定める場合、都市
計画法の規定により、関係機関との協議、住民からの意
見聴取、都市計画審議会での審議などの手続きを経るこ
とが必要とされている。
　住民からの意見聴取の方法については、都市計画の案
の縦覧及び意見書の受付を行うほか、必要に応じて、都
市計画の案の作成段階において、公聴会・説明会等を開
催することが求められる。
　また、都市計画の決定は、従来、行政の発意をきっか
けとして進められることが多かったが、まちづくりへの
市民参加の促進を図るため、平成14年に都市計画法が改
正され、所定の要件を満たせば、土地所有者やまちづく
り活動を目的とするＮＰＯ法人等が、都道府県または市
町村に対し都市計画の提案ができる制度がつくられた。

Procedures f or  Det ermi ni ng Town Pl anni ng　When 
prefectural or municipal governments determine town 
planning in accordance wit h t he provisions of t he 
Town Planning Law,  t hey must discuss it wit h related 
entities ,  ta ke into consideration t he views of t he 
r esi dent s,  and undergo pr ocedures such as 
deli beration by town planning councils .
　The residents ’ views may be ascertained t hrough 
several procedures .   The town planning draft may be 
open to t he public for ins pection or written opinions 
solicited .  When necessar y,  at t he stage of drawing up 
drafts for t he town planning ,  t he cit y is to hold 
public hearings or e xplanator y meetings .
　In t he past ,  determination of town planning was 
of t en i ni t i at ed and dr i ven f orwar d by 
admi ni st r at i ons,  but  t o encour age r esi dent  
partici pation in town develo pment,  t he Town Planning 
Law was revised in 2002.  The revision created a syst em 
t o al l ow l andowners or NPOs (non- prof i t  organi zat i ons) 
who aim to engage in town develo pment to propose town 

■広島圏都市計画区域
　Hi roshi ma Region 
　Town Planning 
　Juri sdi ction

　広島市の都市計画区域は、本市及び周辺の３市５町（大
竹市、廿日市市、呉市、大野町、府中町、海田町、坂町、
熊野町）で構成される広島圏都市計画区域に属している。
平成16年５月時点での区域全体の面積は688. 76km2、こ
のうち、広島市分の面積は399.0 6km2となっている。
　広島県は、当該区域を一体の都市として、総合的に整
備、開発、保全するための方針として、平成16年5月に、
「広島圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を
定めた。この中では、都市計画の基本理念として「安全
で安心できる快適な都市づくり」が、都市圏の将来像と
して「中四国地方の先進的な高次都市機能を担う中枢拠
点都市圏」が揚げられ、その上で地域毎の将来都市構造、
区域区分の方針及び主要な都市計画の決定の方針が示さ
れている。

Hi roshi ma Regi on Town Pl anni ng Jur i sdi ct i on　
Hiros hima Cit y and t hree cities and fi ve towns in its 
proximit y make up t he Hiros hima Region Town Planning 
Jurisdiction .  The cities are Ota ke Cit y,  Hatsu kaic hi 
Cit y,  and Kure Cit y.  The towns are Ono- cho,  Fuchu-
cho,  Kaita - cho,  Saka- cho,  and Kumano- cho.  As of May,  
2004,  t he entire area comprises 688. 76km2.  Of t his 
area ,  Hiros hima Cit y comprises 399.0 6km2.
　As a pol i cy f or  bui l di ng,  devel opi ng,  and 
maintaining t he concerned area as a unified cit y,  in 
May 2004,  Hiros hima Prefecture determined t he Polic y 
f or  Bui l di ng,  Devel opi ng,  and Mai nt ai ni ng t he 
Hiros hima Region Town Planning Jurisdiction .  Wit hin 
t his ,  based on t he underl ying concept of “safe ,  
secure,  and comf or t abl e ci t y devel opment , ” t he 
vision for t he metropolis set fort h in t he polic y is :  
“a central core metropolis wit h advanced,  hig h- le vel 
f unct i ons f or  t he Chugoku- Shi koku regi on. ” I t  
furt her states t he policies for each district ’s 

■広島市の都市計画に
　関する基本的な方針
　Basi c Poli ci es 
　pertaining to 
　Hi roshi ma 
　Town Planning

　広島市では、平成10年に「広島市基本構想」を、平成
11年には「第4次広島市基本計画」を策定した。続いて、
平成13年には、これらの上位計画において示されている
「国際平和文化都市」としての本市の都市像を具現化す
るため、都市計画の視点からの総合的な指針として、ま
た、地域の特性を生かし、市民と行政とが一体となって
まちづくりを進めるための指針として、「広島市の都市
計画に関する基本的な方針」を策定した。
　本方針は、基本姿勢として、「新たな時代を切り拓く、
多様な都市機能を備えた魅力と活力ある都市づくり」、
「豊かで美しい水と緑を生かした環境と共生する都市づ
くり」、「安全、快適で質の高い都市づくり」の３つを
掲げ、これらに沿って、広島市全域及び各行政区におけ
る土地利用、都市施設の整備、都市環境の形成などの考
え方を示している。目標年次は平成22年としている。
　広島市が都市計画を定めるに当たっては、この基本的
な方針に即した計画となっていることが必要とされ、そ
の上で、地域の実情や計画の熟度などを考慮して、適切
な時期に都市計画決定の手続きが行われる。

Basic Policies pertaining to Hiros hima Town Planning
　
　The Cit y of Hiros hima adopted t he Basic Concepts of 
t he Cit y of Hiros hima in 1998,  and t he 4t h Basic Plan 
of t he Cit y of Hiros hima in 1999.  I n 2001,  t he Basic 
Cit y Planning Polic y for Hiros hima Town Planning was 
adopted as a comprehensi ve guideline ,  from t he town 
planning pers pecti ve,  to gi ve concrete shape to t he 
i mage of  “an i nt ernat i onal  ci t y of  peace and 
culture , ” whic h was set fort h in t he preceding 
plans .  I t also ser ves as a guideline for making t he 
best use of regional features and in vol ving t he 
residents in town planning .
　The polic y sets t hree basic goals :  1)  develo pment 
toward t he goal of becoming a cit y of charm and 
vitalit y offering a variet y of cit y functions t hat 
open t he door to a new age;  2)  environmentall y 
friendl y develo pment t hat gi ves maximum consideration 
to harmonious coexistence wit h t he cit y’s abundant 
and beautiful waters and greenery:  3)  develo pment 
t hat enhances safet y,  comfort ,  and a hig h qualit y of 
life .  The polic y la ys out ,  in accordance wit h t hese 
goals ,  approaches to land use over t he cit y as a 
whol e and i n each admi ni st r at i ve di st r i ct ,  
improvements to t he cit y infrastructure ,  and creation 
of t he urban environment.  The year 2010 has been set 
as t he target year for attainment of t he polic y 

■A ■B
■都市計画の決定手続き
　Procedure of
　Designation in
　Conformi ty with
　Town Planning Law

■広島圏都市計画区域
　Hi roshi ma Region
　Town Planning
　Juri sdi ction

■広島県が定める場合
　Plan Vali dated
　by Hi roshi ma
　Prefecture

A

■広島市が定める場合
　Plan Vali dated
　by Hi roshi ma Ci ty

B

協議

原案の作成
Drawing up of
Original Plan

公聴会・説明会
Publi c Hearing or
Explanat ory Meeting s

意見書の提出
Present at ion of
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Plan by Pr ef ect ure
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市の意見
Opinions of
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都市計画審議会
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Town Planning
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国土交通大臣または広島県知事
Mini st ar of lan d,  infra st ruct ure 
and t ransport at ion or Hiro shi ma 
Pref ect ural Governer 

告示及び縦覧
Publi c Not ifi cat ion of
Deci sion an d Exhi bi t ion
of Plan

市による都市計画の決定（※）
Deci sion concerning Vali dat ion of
Plan by Ci ty

要旨
Summari es

※都市計画決定に当たっては、国土交通大臣の同意を要する場合がある。
※I n making deci sions concerning the vali dation of  town plans,  i t may be
　necessary to recei ve approval by Mini star  of  land,  infr astructure and 　
　transportation

※都市計画決定に当たっては、国土交通大臣または広島県知事の同意を要する。
　なお、国土交通大臣の同意を要する際には、広島県知事の意見の添付を要する。
※I n making deci sions concerning the vali dation of  town plans,
　i t may be necessary to recei ve approval by Mini star  of  land,  infr astructure and 
transportation or  Hi roshi ma Prefectural Governer.  　When the approval by Mini star  of  
land,  infr astructure and transportation i s requi red,  Hi roshi ma Prefectural Governor’s 
opinion shoul d al so be taken in to consi deration.
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