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第 1節　�人口減少期の不動産政策
をめぐる経済・社会情勢

この時期は、おおむね2005（平成17）年以
降現在までを対象とする。昭和末期から平成
初期にかけて発生した資産価格の高騰による
バブル経済が崩壊した後の長い調整期を終
え、2002（平成14）年2月から始まった景気
拡大は戦後最長期間継続したが、米国のサブ
プライムローン問題に端を発した世界金融危
機に巻き込まれ、不動産市場はミニバブルが
弾け、再び混沌とした状況に陥った。

2012（平成24）年12月に発足した第二次安
倍内閣は、デフレからの脱却を最優先課題と
し、アベノミクスと呼ばれる政策方針の下で
大胆な金融政策が実施されたが1、中心政策
と言うべき構造改革は道半ばの感が強く、金
利、物価、成長率いずれも明確な転換点を示
すに至っていないのが足元の状況である。

この間の我が国経済社会は、世界市場との
結びつきや国際金融の影響がますます強ま
り、外国人観光客の訪日人数も著しく拡大し、
一般国民も様々な局面でグローバリゼーショ
ンを実感できるようになった。

他方、以前から進展していた少子高齢化の
結果、総人口が減少傾向に転じ、超高齢社会
に突入するという人類史上初めての経験を世
界に先駆けて我が国は味わいつつあると同時
に、経済面では、新たな成長エンジンを見出
せない中で、低成長構造が定着した感がある。
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第９章　人口減少期の不動産政策（上）
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そして、政策面では、マイナス金利や特区の
ような非伝統的政策が多用される時代と特徴
づけることができる。

このように、従来の延長線では対処し難い
局面にある我が国の状況を現時点で適切に表
現する言葉を求め難いので、取り敢えず人口
減少期と称しておきたい。

第 2節　人口減少期の国土政策

1．国土形成計画法

「国土総合開発法」（1950（昭和25）年5月
26日法律205号）は、全国総合開発計画の制
度創設等により国土全体についての計画行政
を確立し、戦後の国土開発の基本的な枠組み
を提供し、高度成長の基盤整備に大きな効果
を上げたと評価されるが、20世紀型国土開発
システムとしてその役割は終えたものと言え
る。

そこで、21世紀型国土管理システムとして、
「総合的な国土の形成を図るための国土総合
開発法等改正等法」（2005（平成17）年7月
29日法律89号）により、法律の名称が「国土
形成計画法」に改められるとともに、内容も
全面的に刷新された。

新法は、国土の利用、整備及び保全を推進
するための総合的かつ基本的な計画として、
全国及び広域地方を対象空間とする国土形成
計画を導入し、国が全国計画を定め、国土交
通大臣が広域地方計画を定めることとしてい
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【表 9－ 1】国土形成計画（全国計画）

（資料）各全国計画により筆者作成

第一次 第二次

閣議決定日 2008(平成 20)年 7 月 4 日 2016(平成 27)年 3 月 29 日

内

容

第１部

計画の基本的考え方

第１章 時代の潮流と国土政策上の課

題

第２章 新時代の国土構造の構築

第３章 新しい国土像実現のための戦

略的目標

第４章 計画の効果的推進

計画の基本的考え方

第１章 国土に係る状況の変化と国土

づくりの目標

第２章 国土の基本構想

第３章 国土の基本構想実現のための

具体的方向性

第２部

分野別施策の基本的方向

第１章 地域の整備に関する基本的な

施策

第２章 産業に関する基本的な施策

第３章 文化及び観光に関する基本的

な施策

第４章 交通・情報通信体系に関する

基本的な施策

第５章 防災に関する基本的な施策

第６章 国土資源及び海域の利用と保

全に関する基本的な施策

第７章 環境保全及び景観形成に関す

る基本的な施策

第８章 「新たな公」による地域づく

りの実現に向けた基本的な施

策

分野別施策の基本的方向

第１章 地域の整備に関する基本的な

施策

第２章 産業に関する基本的な施策

第３章 文化及び観光に関する基本的

な施策

第４章 交通体系、情報通信体系及び

エネルギーインフラに関する

基本的な施策

第５章 国土基盤ストックに関する基

本的な施策

第６章 防災・減災に関する基本的な

施策

第７章 国土資源及び海域の利用と保

全に関する基本的な施策

第８章 環境保全及び景観形成に関す

る基本的な施策

第９章 多様な主体による共助社会づ

くりの実現に向けた基本的な

施策

第３部

広域地方計画の策定・推進

第１章 基本的考え方

第２章 独自性のある広域地方計画の

策定

計画の効果的推進及び広域地方計画の策

定・推進

第１章 計画の効果的推進

第２章 広域地方計画の策定・推進

る。広域地方計画の策定権者は大臣であるが、
計画の内容及びその実施に関し必要な事項に
ついて協議するため、国の関係各地方行政機
関、関係都府県及び関係指定都市により、広
域地方計画協議会を組織する点に特徴があ
る。

これまで、第一次、第二次の全国計画、地
方広域計画が策定されており、全国計画の概
要は【表 9－ 1】のとおりである。第一次計
画では「新たな公」を基軸とする地域づくり、
第二次計画では対流促進型国土の形成を提示
した点が特徴である。

なお、「東北開発促進法」（1957（昭和32）

年法律110号）、「九州地方開発促進法」（1959
（昭和34）年法律60号）、「四国地方開発促進
法」（1960（昭和35年）法律63号）、「北陸地
方開発促進法」（同年法律171号）、「中国地方
開発促進法」（同年法律172号）は、いずれも
廃止された。

2 ．�地理空間情報活用推進基本法（NSDI
法）

国 土 空 間 デ ー タ基 盤（NSDI：National 
Spatial Data Infrastructure）は、現在、世
界中の国々で整備されつつある国家の社会情
報基盤である。インターネット網が通信イン
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フラであるならば、NSDIは、国土情報コン
テンツのインフラであると言われる。日本に
おけるNSDI政策を推進するための法制度上
の基本的枠組みとして、2007（平成19）年5
月30日法律63号により「地理空間情報活用推
進基本法」が制定された。

政府は、地理空間情報の活用の推進に関す
る施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、地理空間情報活用推進基本計画を策定す
る。地理情報システム（GIS）に関する施策
としては、国及び地方公共団体は、行政事務
においてGIS利用の拡大やGISによる公共サ
ービスの多様化・質の向上等を講じ、新世代
の地理情報システム（次世代GIS）の整備及
び活用の推進のため、基盤地図情報の整備、
更新等を行うとともに、都市計画、公共施設・
農地・森林等の管理、地籍調査、不動産登記、
税務、統計等の地図関連業務において基盤地
図情報の相互活用に努め、さらに基盤地図情
報をインターネットを利用して無償で提供す
る。

第 3節　土地情報の整備・提供

1．不動産取引価格情報提供制度

2003（平成15）年12月19日に取りまとめら
れた国土交通省土地政策審議会建議「土地市
場の条件整備の推進について」は2、「物件
が特定できないように配慮した情報提供が、
現時点では、最も国民の理解が得られやすい
方法であると考えられる」とし、具体的には
次の情報を提示した。

（更地の場合）位置の概要、地目、取引時点、
面積、取引価額（土地価格）

（マンションの場合）位置の概要、地目、取
引時点、取引価額（総額）、上物の床面積、
種類

（建付地（上物付き）の場合）位置の概要、

地目、取引時点、面積、取引価額（総額、
分離可能な場合は土地価格及び上物価格）、
上物の床面積、種類
これを受けて国土交通省は、アンケートを

通じて取引当事者から任意に取引情報を得
て、ホームページ上に公開するシステムを構
築し、2006（平成18）年4月より三大都市圏
の政令指定都市等を対象として公開を開始し
た3。翌年度からは、全国の地価公示対象区
域等ほぼ全国を対象とし、宅地（土地）、宅
地（土地と建物）、中古マンション等、農地、
林地の取引に関する情報を土地総合情報シス
テムを通じて公開している。項目は、所在地

（町・大字レベル）、取引時期、取引価格（有
効数字2桁）、土地の面積・形状、建物の用途・
構造、床面積、建築年、前面道路、最寄駅、
用途地域、建ぺい率、容積率等である。

さらに、2009（平成21）年度からは、主要
都市において土地取引価格の基本統計量（土
地面積当たり単価の平均値等）を公表してい
る。

2017（平成29）年10月31日現在の提供件数
（累計）は約315万件であり、アクセス件数は
月平均約766万件に達する。

2 ．レインズ情報の提供

レインズでは、都県別・地区別に中古マン
ション、中古・新築戸建住宅、土地（100 〜
200㎡）の成約・新規登録・在庫状況などを
月・四半期・年別に公表するとともに、大都
市部の賃貸物件の成約状況を四半期ごとに公
表している。

さらに、国土交通省が不動産投資・流通市
場の活性化のために米国で普及している
S&P/ケース・シラー住宅価格指数4のよう
な指標整備が必要であるとの報告書を取りま
とめたことを受け5、レインズの既存マンシ
ョンの成約価格情報を利用して、2011（平成
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29）年4月から株式会社東京証券取引所が
「東証住宅価格指数」を作成・公表を開始し
た。その後、2015（平成29）年1月からは、
日本不動産研究所が「不動研住宅価格指数」
として公表している。

3 ．都市部の地籍調査の推進

戦後、荒廃した国土の現状を把握し、再生
の基盤となる土地相互の権利関係を明確にす
るため、1筆ごとの境界を確認し、成果を地
図と簿冊に作成する地籍調査事業が1951（昭
和26）年度から進められている。しかし、そ
の達成率は全国で約半分、特に都市部では2
割に達しないほど遅れている。

そこで、都市部の街区の基礎的データ整備
を図る都市再生街区基本調査が2004（平成
16）年度から進められている。この調査は、
街区の官民境界等に関する資料の収集と現地
踏査、街区基準点整備・街区点測量、公図の
数値化、データベース化により実施される。

4 ．土地基本調査

国土交通省では、「土地基本法」に基づき
土地、建物の所有及び利用の状況を把握して、
土地を有効に活用するための政策を進めてい
くために必要となる統計データを得ることを
目的とする土地基本調査を1993（平成5）年
以降5年ごとに実施している。

この調査は、法人土地基本調査、法人建物
調査、世帯に係る土地基本統計により構成さ
れ、最後の統計は総務省が実施する住宅・土
地統計調査の結果から集計している6。

5 ．所有者不明土地問題

人口減少は、マクロ経済においてはストッ
ク過剰の問題をもたらすが、不動産分野にお
いては、空き家・空き地の増加現象に代表さ
れる土地の過少利用問題をもたらす。空き家

の問題と対策については、第 8節 5．で取り
上げることとし、ここでは土地に絞って述べ
るが、土地の過少利用問題の行きつく先が所
有者不明土地問題である7。

国土交通省が2014（平成26）年に行ったサ
ンプル調査によると、最後に所有権に関する
登記が行われた年が50年以上前のものが19.8
％に達しており、同省はこの結果により、所
有者の所在の把握が難しい土地は私有地の約
2割に該当すると分析している8。また、法
務省が2017（平成29）年に行ったサンプル調
査によると、50年以上登記の変更がなされず、
相続登記が未了となっているおそれのある土
地は、大都市で6.6％、中小都市・中山間地
域では26.6％に達しているという。さらに、
農林水産省が2016（平成28）年に行った調査
によると、登記名義人が死亡していることが
確認された農地と、生死が確認できず相続未
登記となっているおそれのある農地の合計
は、日本の全農地面積の約2割に達するとい
う。

このような状況に対し、国土交通省は2016
（平成28）年3月「所有者の所在の把握が難
しい土地に関する探索・利活用のためのガイ
ドライン（第1版）」を公表した9。このガ
イドラインは、不在者財産管理制度、相続財
産管理制度、失踪宣告制度など既存制度の活
用方法を示しているが、これらによっては限
界がある。

そこで、2017（平成29）年6月9日に閣議
決定された「未来投資戦略2017―Society 5.0
の実現に向けた改革―」の具体的施策の中で

「所有者不明土地の解消に向け、相続登記が
長期にわたり行われていない土地を調査して
所有者の把握を容易にするため、制度改正を
含めた具体的施策の検討を行い、来年度中を
目途に検討結果に応じた所要の措置を講じ
る」こととされ、早ければ2019（平成31）年
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に新たな法制度が導入されることとなった。

第 4節　人口減少期の不動産私法

1．民法改正

⑴　経緯
「民法」は第1編総則、第2編物権、第3

編債権、第4編親族、第5編相続から成って
おり、第4編と第5編は「日本国憲法」制定
に合わせて全面的な改正が行われたが、第1
編〜第3編は2004（平成16）年12月1日法律
147号により表記をカタカナ文語体からひら
がな口語体に改めた以外は、部分的な改正に
とどまっていた。

そして、この間、「借地借家法」、「消費者
契約法」等多くの特別法により実質的な改正
が行われ、特別法がない領域においては、判
例により新たな法規範が数多く構築され、「民
法」の条文以外に膨大な規範群が不動産取引
をはじめ私人間の法律関係の拠り所となって
いる。

こうした状況下で2009（平成21）年10月、
法務大臣から法制審議会に対する諮問を契機
に公式の改正作業が開始され、「民法の一部
を改正する法律」が2017（平成29）年6月2
日法律45号として公布され、3年以内に施行
されることとなった。

⑵　不動産取引上のポイント
民法改正に関する背景、目的、具体的な内

容については、既に数多くの論考が公刊され
ており、今後さらに増えるものと見込まれる
ので、それらに譲ることとして、本稿では不
動産取引上の主要なポイントを示しておきた
い。

第一に、「民法」の条文では瑕疵が契約不
適合に置き換えられ（562条）、「宅地建物取
引業法」等も同様の改正が行われたが、「品

確法」は変更がない10。従って、新築住宅に
関しては、瑕疵概念が引き続き用いられると
いう点である。

第二に、買主が契約不適合（瑕疵）の存在
を知った場合、現行法では1年以内に請求し
なければならないとされていたのを通知で足
りることとした点は、買主にとっては有利な
改正であるが11、5年という新たな時効制度
にかかることとなる点は、買主にとっては留
意すべき改正である（166条1項一号）。

第三に、賃貸借において賃貸人が必要な修
繕をしない場合、賃借人が代わって修繕する
ことができる旨の規定の新設は（607条の2）、
賃借人の居住や事業の安定的な継続を確保す
る観点からは妥当な条文である。ただし、老
朽化して耐震性にも欠ける建物であって、賃
貸人が期間満了を契機に撤去することを考え
て修繕しない場合、賃借人が高額の費用を投
じて修繕を行い、その償還を請求したときに
両当事者間のバランスをどのように調整する
かは悩ましい問題である。この場合、同条は
任意規定なので特約により排除可能であり、
実務上は問題ではないと解することも可能で
ある12。

2 ．不動産登記法改正

⑴　改正理由
2001（平成13）年1月22日のe-Japan戦略

における「我が国が5年以内に世界最先端の
IT国家になる」という目標を実現するため
に、「2003年までに、国が提供する実質的に
すべての行政手続きをインターネット経由で
可能とする」との方針に従い、「不動産登記
法」の105年ぶりの大改正が行われ、2004（平
成16）年6月18日法律123号「不動産登記法」
及び同日法律124号「不動産登記法の施行に
伴う関係法律の整備等に関する法律」として
公布された。法文形式を片仮名文語体から現
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代語化に改める等、新法制定方式がとられた。
インターネットを利用する不動産登記の電子
申請は、2005（平成17）年3月22日から開始
された。

⑵　法のスキーム
①　登記原因証書及び申請書副本の廃止と登

記原因証明情報提供の新設
従前、登記原因証書がない場合には、申請

書副本を添付することで登記申請が可能であ
った。新法では、申請書副本添付による登記
申請は廃止され、登記原因証書に代えて登記
原因証明情報（売買であれば、売買契約書・
領収書、登記所用に作成した証明書、抵当権
設定では抵当権設定契約書、抵当権抹消では
解除証書等）の提供が必要となる。
②　オンライン申請の導入と出頭主義の廃止

申請の方法に関して、オンライン申請で行
う方法と申請情報を記載した書面を窓口で提
出して行う方法の二つの方法を規定してい
る。
③　登記識別情報の制度導入

旧法の本人確認手段として機能してきた登
記済証の制度が廃止され、電子証明書及び電
子署名による本人性確認を補強する機能を担
うものである。登記識別情報は「当該登記申
請を申請していることを確認するために用い
られる符号その他の情報であって、登記名義
人を識別することができるもの」で、登記済
証のような物ではなく、オンライン指定庁に
おいて交付される12桁のアラビア数字その他
の組合せにより構成され、一不動産一名義人
に対し作成される。
④　登記識別情報を提供できない場合の本人

確認（保証書制度に代わる制度）
保証書制度を廃止し、登記識別情報（登記

済証）の提供ができない場合には、事前通知
手続による本人確認制度を原則とした。そし

て、出頭主義を廃止したことに伴う処置とし
て、申請人の利便性の向上を図りつつ、登記
申請の真実性確保の要請に答えるため、登記
官が申請人となるべき者以外の者が申請して
いると、疑うにたる相当な事情がある場合に
行使する限定的な権限ではあるが、真に必要
な場合における本人確認調査権限を登記官の
義務として規定した。
⑤　資格者代理人の果たす役割

登記識別情報が提供できないときの資格者
代理人による本人確認情報の提供を認めると
ともに、資格者代理人である土地家屋調査士
が作成した不動産の調査に関する報告書を提
出した場合、登記官が実地調査をする必要が
ないと認めたときは実地調査を省略できるこ
ととした。

⑶　筆界特定制度
2005（平成17）年4月13日法律29号により

筆界特定制度が導入された。これは、土地の
所有権の登記名義人等の申請に基づき、筆界
特定調査官が、外部専門家である筆界調査委
員（法務局長から任命された土地家屋調査
士・弁護士・司法書士）の意見を踏まえて、
土地の筆界の現地における位置を特定する制
度である13。

私人が筆界を争う制度として、従前から境
界確定訴訟があるが、筆界特定制度は、裁判
外で、登記官が筆界についての認識を示す制
度である。

3 ．マンション関係法

⑴　�被災区分所有建物の再建等に関する特別
措置法（被災マンション法）改正

阪神・淡路大震災を受けて制定された「被
災マンション法」は、区分所有建物が滅失し
た場合、敷地共有者の議決権の5分の4の多
数決により再建できる旨規定している。
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これに対し、東日本大震災では、滅失した
建物に残っている住宅ローンに加えて、新た
に建築する建物のローンも組まなければなら
ないという二重ローンの問題が表面化し、再
建せずに建物を売却する事例が現れた。この
ような被災マンションの将来に関するニーズ
の多様化に対応するため、2013（平成25）年
6月26日法律62号により次の改正が行われ
た。

第一に、大規模な災害により重大な被害を
受けた区分所有建物について敷地共有者の議
決権の5分の4以上の多数により取り壊しや
売却を実現する決議制度を創設した。

第二に、大規模な災害により滅失した区分
所有建物の敷地について、5分の4以上の多
数により売却を実現する決議制度を創設し
た。

⑵　マンション建替え円滑化法改正
国土交通省によれば、2014（平成26）年末

時点でマンションストック総数613万戸のう
ち、旧耐震基準に基づき建設されたものは
106万戸存在する。そして、これまでのマン
ション建替えの実績は累計で183件、約1万
4千戸にとどまっている。

耐震性が不足するマンションの対応策とし
ては、改修、建替え、取壊しの方法がある。
そのうち、改修については、第 7節 6．で述
べる「耐震改修促進法」改正により議決要件
が4分の3から過半数に緩和されるととも
に、容積率緩和の特例が設けられた。

そして、2014（平成26）年6月13日法律69
号は、法律名を「マンションの建替え等の円
滑化に関する法律」に改めるとともに、耐震
性が不足するマンションの建替え及び取壊し
に関し特例を設けた。

すなわち、建替えについては、要件緩和は
ないが、容積率の緩和特例を設けた。

取壊しについては、「民法」上は全員の賛
成が必要であるところ、特定行政庁により認
定を受けた要除却認定マンションの場合、区
分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分
の価格の各5分の4以上の多数によりマンシ
ョン敷地売却決議ができることとした。

⑶　市街地再開発事業による建替え
マンションを含む住宅団地を市街地再開発

事業（都市計画事業）として建て替える場合、
「区分所有法」による一括建替え決議は不要
であり、地権者の3分の2以上の合意を得て
再開発組合の設立認可を受けることにより事
業が可能であるが、従前は一筆共有の敷地で
事業を行うときは、組合員数が1人になり、
議決に全員同意が必要となるため、実際に合
意形成が困難であった。

そこで、「都市再生特別措置法」の2016（平
成28）年6月7日法律第72号による改正によ
り「都市再開発法」を改正し、一筆共有の敷
地で事業を行う場合、各共有者が1人の組合
員となるものとし、全体3分の2以上の合意
による再開発事業の実施を可能にした。

これにより、全国の旧耐震基準の1,550団
地、約50万戸が対象になるものと見込まれて
いる。

4 ．�大規模な災害の被災地における借地
借家に関する特別措置法

「大規模な災害の被災地における借地借家
に関する特別措置法」（2013（平成25）年法
律61号）は、第 4章第 3節 4．で述べた「罹
災都市借地借家臨時処理法」に代わる新法と
して制定された。
「罹災都市借地借家臨時処理法」は、戦後

の大規模災害に対し個別の政令により適用さ
れたが、阪神・淡路大震災にも適用されたこ
とについて、旧借家人を保護し過ぎるとの批
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判が提起された14。そこで、同法が廃止され、
新法が制定されたが、その内容は次の通りで
ある。

第一に、優先借地権制度を廃止した。
第二に、優先借家権制度を廃止し、従前の

賃貸人による通知制度を新設した。
第三に、借地人の保護のための規律を改

正・新設した。すなわち、①何ら公示なく借
地権を対抗することができる期間を6ヶ月間
とし、政令施行の日から3年間は掲示による
対抗力を認めることとした。②借地上の建物
が滅失した場合、借地人による借地契約の解
約や、賃貸人が借地権の譲渡を承諾しない場
合について、裁判所の許可を求める申立てを
認めることとした15。

第四に、被災地短期借地権を仮設住宅等の
ために新設した。これは、存続期間を5年以
下とし、かつ、契約の更新（更新の請求及び
土地の使用の継続によるものを含む。）及び
建物の築造による存続期間の延長がないこと
とする旨を定めるものであり、契約は書面に
よってしなければならない。

第 5節　人口減少期の都市政策

1．中心市街地活性化政策

⑴　当初のまちづくり三法
中心市街地は、文化、伝統、商業面で「町

の顔」として役割を果たしてきた。しかし、
近年では、モータリゼーションの進行で郊外
に大規模店舗が展開したこと、中心市街地は
高地価と土地細分化故に車社会への対応や再
開発が容易ではないこと等のため、多くの都
市で中心市街地に空き店舗が増えるなどの空
洞化が進行している。そこで、これまでいく
つかの大きな政策展開があったが、これに対
してさまざまな議論が行われている16。

まず、土地区画整理などの公共施設整備と

中小商業などの商業の面的進行方策を同時に
展開することを目的として、1998（平成10）
年6月3日法律92号により「中心市街地にお
ける市街地の整備改善及び商業等の活性化の
一体的推進に関する法律」（中心市街地活性
化法）が制定された。

主務大臣は、中心市街地の整備改善及び商
業活性化のための基本方針を定める。市町村
は、基本方針に基づき、本法による措置を講
ずる中心市街地の位置及び区域、実施される
べき事業の内容等を定めた基本計画を策定す
る。この基本計画に基づき、土地区画整理事
業を活用した公共施設の整備、都市再開発資
金貸付制度拡充などの措置が執られる。

中心市街地整備推進機構（TMO：Town 
Management Organization） は、 市 町 村 が
指定した公益法人であり、中心市街地整備事
業を行う者に対し情報提供などの援助を行
い、建築物などの整備改善事業を行い、さら
に、土地の取得・管理、空き店舗の賃借と転
貸等の業務を行うことができる。実際には、
商工会議所がこの機構の受け皿として予定さ
れた。

本法は、区画整理事業などのハード面の都
市整備だけに止まらず、商業振興というソフ
ト面にも同時に対象としていること、TMO
という民間団体を実施主体として重視してい
ることが特徴である17。

また、「大規模小売店舗立地法」（大店立地
法。同年6月3日法律91号）が成立し、店舗
面積、営業時間等小売業者との商業調整を行
ってきた「大規模店舗法」（1973（昭和48）
年法律109号）を2000（平成12）年に廃止して、
大型店の出店に際して周辺の生活環境（交通、
騒音、廃棄物等）の保持の観点からの配慮を
求める方式に代わった。

さらに、特別用途地区、特定用途制限地域
といったゾーニングにより地域毎に大型店の
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適正な立地を実現しようとする改正「都市計
画法」と合わせて、まちづくり三法のスキー
ムが作られた。

⑵　まちづくり三法の改正
当初のまちづくり三法は、商工会議所によ

るTMOの不振等により所期の成果を上げら
れなかったことから見直しが行われた結果

（「都市計画法」の改正は後述）、「中心市街地
活性化法」については、2006（平成18）年6
月7日法律54号により名称を「中心市街地の
活性化に関する法律」に改めるとともに、内
容も大幅に改正された。なお、同時に、「特
定商業集積の整備の促進に関する特別措置
法」（1991（平成3）年法律82号）が廃止さ
れた。

改正法により政府は、中心市街地の活性化
を図るための基本方針を定め、市町村は、基
本方針に基づき、中心市街地の活性化に関す
る施策を総合的かつ一体的に推進するための
基本計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申
請することができる。基本計画の実施等につ
いて協議するため、中心市街地整備推進機構、
まちづくりを行う会社、商工会、商工会議所、
公益法人等は、中心市街地活性化協議会を組
織することができる。

認定された基本計画に基づく事業に対する
特例として、土地区画整理事業の換地計画に
おいて都市福利施設、公営住宅等のための保
留地を定めることができ、路外駐車場を都市
公園の地下に占用させる、土地・建築物の所
有者との契約に基づき行う公共空地の設置・
管理、中心市街地整備機構による保存樹・保
存樹林の管理、中心市街地共同住宅供給事業
の計画制度等が規定されている。また、都道
府県・政令市は、「大店立地法」の特例として、
大規模小売店舗の迅速な立地を促進する第一
種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるこ

とができ、大規模小売店舗の設置者は周辺地
域の生活環境の保持についての適正な配慮を
して立地しなければならない。市町村長は、
非営利法人を中心市街地活性化推進機構に指
定して、事業の実施、土地等の管理等を行わ
せることができる。

なお、コンパクトシティ政策に関する改正
は後述する。

2 ．都市再生政策

⑴　都市再生特別措置法の制定
21世紀に入り、我が国における都市の状況

のうち否定的側面を捉えて20世紀の負の遺産
であるとする見方が急速に広まった。その背
景には、バブル経済崩壊後の経済低迷・不動
産投資の不振と全国の都市が抱える共通の課
題があり、後者は具体的には、①防災上危険
な密集市街地に代表される安全性、ゆとり、
うるおいの欠ける市街地の存在、②いわゆる
新耐震基準（1981（昭和56）年建築基準法改
正）以前の建築物が半数を占め、設備の老朽
化、インテリジェント化への対応不備が見ら
れるなど、既存経済ストックの陳腐化、③東
京における国際会議開催件数の低下に象徴的
な国際競争力の低下、④バリアフリーの立ち
後れなど少子高齢化への対応の不十分、⑤全
国の市の約8割が課題と認識している中心市
街地の空洞化が挙げられる。

そこで、周辺地域への起爆剤となるような
地域に、集中的、戦略的に資金、ノウハウな
どの民間の力を振り向ける特別の措置が必要
との認識の下に、我が国の構造改革の一環と
して都市再生を推進するため、民間事業者に
よる都市再生の促進の法的スキームとして

「都市再生特別措置法」（2002（平成14）年4
月5日法律22号）が制定された。
①　都市再生本部の設置

本部は内閣に置かれ、内閣総理大臣を本部
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長とし、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で
ある都市再生基本方針の案を策定するととも
に、政令で指定される都市再生緊急整備地域
ごとに、その地域の整備に関する方針（地域
整備方針）を定める。
②　民間都市開発事業に係る認定及び支援制

度
都市再生緊急整備地域内における一定の要

件を満たす都市開発事業（都市再生事業）を
施行しようとする民間事業者は、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
ことができる。この認定の申請期限は当初、
2007（平成19）年3月31日までとされた。計
画の認定に関する処理期間は3月と定められ
ており、時間を重視する民間事業の性格を踏
まえた制度設計がなされている。認定を受け
た民間事業者に対しては、民間都市開発推進
機構からの無利子貸付等の支援が講じられ

る。
③　都市計画に係る特例措置

都市計画に都市再生特別地区を定めること
ができる。これは、同地区において既存の用
途地域等に基づく規制を全て適用除外とした
上で、自由度の高い計画を定める特別の都市
計画である。
④　手続期間の短縮

民間事業者は、都市再生事業を行うために
必要な都市計画の決定又は変更を提案でき
る。都市計画決定権者は、提案日から6月以
内に提案を踏まえた都市計画の決定若しくは
変更又はこれらをしない旨の通知をするもの
とする。また、都市再生事業を施行するため
に必要な認可、認定又は承認の申請があった
場合には、処分行政庁は、申請受理日から3
月以内に処分を行わなければならない。
⑤　都市再生緊急整備協議会

関係者調整の円滑化のため、本部長、その

【表 9－ 2】都市再生特別措置法の改正経緯
2004(平成 16)年 ・まちづくり交付金制度の創設

2005(平成 17)年18 ・民間都市再生整備事業計画の国土交通大臣による認定制度

・地方における民間プロジェクトへの民間資金誘導のための金融

支援・税制特例

・民間都市機構の出資による資金調達支援

2007(平成 19)年 ・市町村長による都市再生整備推進法人の指定制度

・市町村都市再生整備協議会

・民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長

2009(平成 21)年 ・歩行者ネットワーク協定制度

2011(平成 23)年 ・国際競争力強化を図るための特定都市再生緊急整備地域制度

・都市利便増進協定制度

2012(平成 24)年 ・防災機能の向上を図るための都市再生安全確保施設に関する協

定制度

2013(平成 26)年 ・市町村によるコンパクトなまちづくりを支援するための立地適

正化計画に関する制度

2016(平成 28)年 ・民間都市再生事業計画の大臣認定の申請期限の延長（平成 34年

3 月 31日まで）

・災害時のビル所有者とエネルギー供給施設の所有者による協定

制度

・既存ストックを残した市街地整備手法

・住宅団地の再生
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委嘱を受けた者、関係地方公共団体の長、独
立行政法人の長その他の執行機関により都市
再生緊急整備協議会を組織し、関係者間の必
要な協議を行う。

⑵　都市再生特別措置法の改正
「都市再生特別措置法」は、制定後かなり

頻繁に改正され、新たな仕組みが追加されて
きているが、その主要内容は【表 9－ 2】の
とおりである。なお、具体的な内容は、該当
する節で取り上げる。

⑶　特区制度の展開
特区と通称される仕組みの目的は、大きく

二つある。一つは、既存の制度の見直しが政
策課題と認識されている場合、特定の地域内
に限定してその適用をはずし、その効果を検
証して本格的な見直しに役立てようとするも
のである。もう一つは、全国的に共通の制度
の下で、特定の地域に限り一時的又は恒久的
に特例を適用するものである。上述した都市
再生特別地区における既存の都市計画のリセ
ットは、後者の一種である。
①　構造改革特区

前者を法制化したのが「構造改革特別区域
法」（2002（平成14）年12月18日法律189号）
であり、その流れは次の通りである。まず、
規制の特例措置について誰でも国に提案する
ことができ、国は各省庁と調整し、対応方針
を構造改革特別区域推進本部（内閣総理大臣
を本部長、全閣僚をメンバーとする）で決定
し、基本方針を閣議決定する。これに基づく
特例措置の決定後、地方公共団体が構造改革
特別区域計画を策定し、国の認定を受けて、
計画内容を実施する。その結果を踏まえ、国
の評価・調査委員会は、地域を限定した規制
の特例措置の全国化の成否を検討する。

構造改革特区の特例措置が全国展開された

事例としては、「農地法」の特例として、農
業生産法人以外への農地の貸付などがある。
②　国際戦略総合特区・地域活性化総合特区

この仕組みを最大限活用しようとするのが
「総合特別区域法」（2011（平成23）年6月29
日法律81号）である。同法による総合特別区
域とは、我が国の経済成長のエンジンとなる
産業・機能の晶析拠点の形成を目的とする国
際戦略総合特別区域と、地域資源を最大限活
用した地域活性化の取組による地域力の向上
を目的とした地域活性化総合特別区域をいう。

これら特区においては、規制・制度の特例
措置、税制上・財政上・金融上の支援措置を
受けることができる。2011（平成23）年12月
22日に7つの国際戦略総合特区と26の地域活
性化総合特区が第1次指定されて以降、累次
の指定が行われている。

以上のほか、東日本大震災の被災地域を対
象とした復興特区や沖縄の地域制度もあり、
まさに特区制度が花盛りの状態を示している。

3 ．都市計画法改正

⑴　2006（平成18）年改正
人口減少・超高齢社会にふさわしいまちづ

くりを実現するため、また、前述したまちづ
くり三法の見直しに伴い、「都市の秩序ある
整備を図るための都市計画法等の一部を改正
する法律」（2006（平成18）年5月31日法律
46号）により、次のような大改正が行われた。
特に、広域にわたり都市構造に大きな影響を
与える大規模集客施設（特定大規模建築物）
の立地に当たっては都市計画手続を経ること
とし、地域の判断を反映した適切な立地を確
保することとしている。
①　市街化区域、用途地域における立地規制

特定大規模建築物が立地可能な用途地域を
見直し、従前の6から3（近隣商業、商業、
準工業）に限定された。
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②　非線引き白地地域等における立地規制
非線引き都市計画区域、準都市計画区域内

の白地地域では特定大規模建築物は、原則立
地不可とされた。
③　用途を緩和する地区計画制度の創設

上記①、②により規制強化される用途地域
及び非線引き都市計画区域内の白地地域で
は、特定大規模建築物の立地も認めうる開発
整備促進区を創設した。
④　準都市計画区域制度の拡充

農地を含む土地利用の整序が必要な区域等
に広く指定できるよう、準都市計画区域の要
件を緩和するとともに、指定権者を都道府県
に変更した。
⑤　都市計画手続等の円滑化、広域調整手続

の充実
都市計画提案権者の範囲を拡大して、独立

行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社そ
の他まちづくり法人・団体等を追加し、広域
調整の強化のため、都道府県知事が市町村の
都市計画決定等に対する協議同意を行う際
に、関係市町村から意見を聴取できることと
した。
⑥　開発許可制度の見直し

市街化調整区域内の大規模開発を許可でき
る基準を廃止し、病院、福祉施設、学校、庁
舎等の公共公益施設を開発許可等の対象とし
た。

⑵　地方分権に関する改正
第 8章第 3節で紹介した2000（平成12）年

改正のほか、地方分権に関する改正が累次行
われてきているが、それらをまとめると、【表
9－ 3】の通りである。

4 ．コンパクトシティ政策

⑴　コンパクトシティ＋ネットワーク
コンパクトシティの概念は一義的ではない

が19、我が国においてはもっぱら地方都市の
人口減少への対応方策の中で論じられる。

1970年から2010年の間に三大都市圏及び政
令指定都市を除く県庁所在地の人口は約2割
増加したが、DID面積は倍増した。そして、
2040年には1970年の人口規模に戻るものと予
測されている。このような数値に象徴される
現象が公共投資や行政サービスの非効率化、
省資源・省エネルギーの阻害、利便性の低下、
災害脆弱性の増大をもたらしているとの認識
の下、限られた資源の集中的・効率的な利用
で持続可能な都市・社会を実現するため、コ
ンパクトシティ＋ネットワークの形成を目指
す次のような政策が打ち出された20。

⑵　都市再生特別措置法の改正
2014（平成26）年6月4日法律53号により

次の改正が行われた。
①　立地適正化計画の導入

市町村は、都市再生基本方針に基づき、住
宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施
設、商業施設その他の都市の居住者の共同の
福祉又は利便のため必要な施設であって、都
市機能の増進に著しく寄与するもの）の立地
の適正化を図るため、立地適正化計画を作成
することができる。立地適正化計画には、そ
の区域を記載するほか、住宅及び都市機能増
進施設の立地の適正化に関する基本的な方
針、居住誘導区域及び居住誘導区域に居住を
誘導するために市町村が講ずべき施策、都市
機能誘導区域（都市機能増進施設の立地を誘
導すべき区域）及び誘導すべき施設並びに当
該施設の立地を誘導するために市町村が講ず
べき施策を定める。
②　都市機能誘導区域における措置

都市機能誘導区域内に誘導すべき施設を整
備する民間事業者に対して、民間都市開発推
進機構が出資等の支援を行うことができる。
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また、都市機能誘導区域内に誘導すべき施設
についての容積率及び用途の制限を緩和する
特定用途誘導地区を都市計画に定めることが
でき、都市機能誘導区域外における誘導すべ
き施設の建築を事前届出・勧告の対象とした。
③　居住誘導区域における措置

居住誘導区域において一定規模以上の住宅
整備事業を行おうとする者は、都市計画の提
案を行うことができる。また、居住誘導区域

外における一定規模以上の住宅等の建築を事
前届出・勧告の対象とするとともに、必要に
応じて、一定規模以上の住宅等の建築を開発
許可の対象とする居住調整地域を都市計画に
定めることができる。

このように，当初は都市再生緊急整備地域
という都市内の特定の地域における特例を定
めることを目的とした法律が，全国の都市に
おける都市計画の再整備のための法律に変質

【表 9－ 3】地方分権に関する都市計画法の改正経緯

平成 16 年 6 月 18

法律第 111 号

景観法の施行に伴う関係法

律の整備等に関する法律

・美観地区の廃止と景観地区の追加

平成 18 年 5 月 31 日

法律第 46 号

都市の秩序ある整備を図る

ための都市計画法等の一部

を改正する法律

・大規模集客施設の立地規制

・準都市計画区域制度の拡充

・都市計画手続の円滑化・広域調整手続の充実

・開発許可制度の見直し

平成 20 年 5 月 23 日

法律第 40 号

地域における歴史的風土の

維持及び向上に関する法律

・地区計画に歴史的風土維持向上地区計画を

追加

平成 23 年 5 月 2 日

法律第 37 号

地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備

に関する法律（第 1次一括法）

・三大都市圏等の都道府県の都市計画決定に

対する国土交通大臣の同意を要する協議の

廃止

・市の都市計画決定に対する都道府県との協

議における同意の廃止

平成 23 年 8 月 30 日

法律第 105 号

地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備

に関する法律（第 2次一括法）

・地域地区や都市施設に係る都市計画決定権

限の基礎自治体への移譲

平成 25 年 6 月 14 日

法律第 44 号

地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を

図るための関係法律の整備

に関する法律（第 3次一括法）

・都市計画決定後の国土交通大臣への図書の

送付の廃止

年月日

法律番号

法律名 改正内容

平成 11 年 7 月 16 日

法律第 87 号

地方分権の推進を図るため

の関係法律の整備等に関す

る法律

・機関委任事務の廃止に伴う都市計画事務の

自治事務化

・都市計画決定等に対する国又は都道府県の

関与の明確化

・市町村都市計画審議会の法定化

・都市計画決定権限の政令指定都市への移譲

平成 12 年 5 月 19 日

法律第 73 号

都市計画法及び建築基準法

の一部を改正する法律

・都市計画に関するマスタープランの充実

・市街地縁辺部の土地利用規制の合理化

・既成市街地の土地利用規制の合理化

・都市計画決定システムの透明化と住民参加

の促進

平成 14 年 7 月 12 日

法律第 85 号

建築基準法等の一部を改正

する法律

・都市計画の提案制度の創設・地区計画制度の

拡充

・容積率等の選択肢の拡充
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したのが，この改正の大きな特徴であり，特
別法の一般法化現象と呼ぶことができよう。

⑶　�地方公共交通の活性化及び再生に関する
法律の改正

2014（平成26）年5月21日法律41号により
次の改正が行われた。
①　地域公共交通網形成計画

国がまちづくりとの連携に配慮して定める
基本方針に基づき、地方公共団体が地方交通
事業者等と協議して地域公共交通網形成計画
を策定する。この計画に基づき、面的な公共
交通ネットワークを再構築するため、地域公
共交通再編事業、軌道運送高度化事業（LRT
の整備）、鉄道事業再構築事業（上下分離）
などを実施する。
②　出資制度の創設

地域公共交通ネットワークの再構築を担う
新設事業会社に対し、国が独立行政法人鉄道
建設・運輸施設整備支援機構を通じて出資す
る制度を創設する。

⑷　中心市街地の活性化に関する法律の改正
2014（平成26）年5月21日法律41号により

次の改正が行われた。
① 中心市街地への来訪者又は中心市街地の

就業者・小売業の売上高を増加させるこ
とを目的として行う事業を認定し、支援

する制度を創設した。
② オープンカフェ等の設置に際しての道路

占用の許可の特例等を創設した。

5 ．建築基準法改正

⑴　2006（平成18）年改正
①　改正理由

1998（平成10）年の「建築基準法」改正に
より指定確認検査機関制度が創設されたが、
この指定機関が行った違法な建築確認に対
し、最高裁は、当該建築確認に係る特定行政
庁（指定機関が建築確認を行わない場合に建
築確認を行うべき建築主事が置かれた地方公
共団体の長）を「行政事件訴訟法」21条1項
に規定する「当該処分又は裁決に係る事務の
帰属する国又は公共団体」に当たると判断
し、「国家賠償法」1条の地方公共団体に該
当するとの決定を行った（平成17年6月24日
二小決定・判例時報1904号69頁・判例タイム
ズ1187号150頁）21。しかしながら、特定行
政庁の指定機関に対する監督権限は限定され
ており、指定機関の指定権者である国及び都
道府県が行うことのできる監督命令や指定機
関の事務所への立入検査を行うことができな
いという問題点が指摘されるなど、さまざま
な批判があった22。

こうした中で2005（平成17）年以降相次い
で発生した耐震偽装事件に対する再発防止策

都市の内部において、空き地、空き家等の低未利用の空間が、小さな単位で、時間的・空
間的にランダムに、相当程度の分量で発生する現象をスポンジ化と称する。

国土交通省社会資本整備審議会都市計画基本問題小委員会が2017（平成29）年8月10日の
公表した中間とりまとめによれば、現に発生したスポンジ化への対処方策として、市場性が
ある場合の後方支援、情報の集約とマッチングや所有と利用の分離を通じた利活用、土地・
建物の利用放棄への行政の働きかけ、暫定利用の積極的評価を掲げ、スポンジ化の発生に備
えた予防策として、契約的手法の導入、コミュニティ活動の推進を掲げている。

都市のスポンジ化コラム
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として、「建築物の安全性の確保を図るため
の建築基準法等の一部を改正する法律」（2006

（平成18）年6月21日法律92号）により関係
法令が改正されたが、その中心である「建築
基準法」の改正点は次のとおりである。

②　改正内容
木造で高さ13m超又は軒の高さ9m超、鉄

筋コンクリート造で高さ20m超等を対象に、
許容応力度計算等一定の構造計算を行った建
築物の計画について建築確認を行う際には、
都道府県知事又は知事の指定を受けた指定構
造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定
を求めなければならない。国土交通大臣は、
建築確認の審査方法及び中間検査、完了検査
の検査方法の指針を策定して公表するものと
し、建築審査や検査はこの指針に従って行わ
れなければならない。3階建て以上の木造建
築物、2階建て以上の非木造建築物等を対象
に、建築確認の審査機関が21日から35日以内
に延長され、3階建て以上の共同住宅に対す
る中間検査が義務付けられ、指定機関の指定
基準や欠格条項が厳格化された。

また、特定行政庁による指導監督を強化す
るため、立入検査権限の付与、特定行政庁に
対する報告内容の充実、特定行政庁からの報
告に基づき指定権者による業務の停止命令等
の実施等の措置が追加され、情報開示を徹底
するため、処分を受けた建築士、建築士事務
所の氏名・名称の公表、指定機関の業務実績、
財務状況、監督処分の状況等を開示すること
とした。耐震基準など重大な実体規定違反に
対しては、50万万円以下の罰金であったのを、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処
す等、建築士等に対する罰則が大幅に強化さ
れた。

便宜上他の法令についてもここで記すが、
「建築士法」（1950（昭和25）年法律202号）

については、建築士から設計の委託者に対し、
構造計算によって安全性を確かめた旨の証明
書を交付するよう義務付け、建築士免許の欠
格事由及び建築士事務所の登録拒否事由の厳
格化、処分を受けた建築士、建築士事務所の
氏名・名称の公表、建築士事務所に関する閲
覧事項の拡充と定期報告制度の導入が追加さ
れた。さらに、2006（平成18）年12月20日法
律114号「建築士法等の一部を改正する法律」
により、一定の規模の建築物の構造設計一級
建築士又は設備設計一級建築士による構造関
係規定又は設備関係規定への適合性の確認の
実施、建築士事務所に属する建築士等に対す
る講習の受講の義務付け、建築士事務所の開
設者が委託を受けた設計又は工事監理の業務
の再委託の制限、建設業者が請け負った多数
の者が利用する一定の重要な施設等の工事の
一括下請負の禁止等の措置が講じられた。

⑵　2010（平成22）年改正
「建築基準法」の上記改正により建築確認

手続が加重されたことから、申請事務が煩雑
になり、その軽減を求める声が高まった23。
これを受け、「建築基準法施行規則」（平成22
年3月29日国土交通省令第7号）及び関係告
示等の改正を通じて建築確認手続等の運用が
変更された。

⑶　2014（平成26）年改正
より合理的かつ実効性の高い建築基準制度

を構築するとの趣旨で、「建築基準法の一部
を改正する法律」（2014（平成26）年6月4
日法律54号）により以下の改正が行われた。

第一に、木材の利用を促進するため，耐火
構造としなければならない3階建ての学校等
について、一定の防火措置を講じた場合には、
準耐火構造等にできることとした。

第二に、構造計算適合性判定制度を見直し、
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建築主が審査者や申請時期を選択できるよ
う、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申
請できることとするとともに、比較的簡易な
構造計算について十分な能力を有する者が審
査する場合には、構造計算適合性判定の対象
外とすることとした。

第三に、新技術の円滑な導入に向けた仕組
みとして、現行法では対応できない新建築材
料や新技術について、国土交通大臣の認定制
度を創設した。

第四に、容積率制限の合理化であり、エレ
ベーターの昇降路の部分の床面積を延べ面積
に算入しないこととするとともに、住宅の容
積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面
積に算入しない特例を老人ホーム等について
も適用することとした。

第五に、建築物の事故等に対する調査体制
の強化であり、事故や災害が発生した場合に、
国が自ら必要な調査を行えることとした。

6 ．地方の都市政策の展開

⑴　要綱から条例へ
地方分権の動向を先取りするように、まち

づくり条例を制定した先進的な地方自治体
は、かなり以前から存在したが、第 8章第 5
節 4．で紹介した「行政手続法」の制定が宅
地開発指導要綱に代表される要綱行政に対
し、手続の公正性の確保と透明性の向上を要
請したことは少なからぬ影響を与えたと見ら
れる。

その結果、多くの地方自治体が独自のまち
づくり条例を制定し、土地に関する計画や開
発コントロールに関する制度を整備するよう
になった24。これらに共通する点は、まちづ
くり計画の施策上の位置付けとこれに基づく
開発の手続及び基準を独自に設定しているこ
と、そして、これらの手続に住民の参加を位
置づけていることである。

⑵　独自の土地利用調整システム
まちづくり条例において住民参加を位置づ

ける条例は大都市圏の市町村に例が多いが、
開発管理型の条例は、土地利用規制が弱いと
される「国土利用計画法」上の重複地域（非
線引き都市計画区域等）に例が多いという特
徴がある。

こうした重複地域に対応した市町村の土地
利用調整基本計画策定のための支援制度を
1997（平成9）年度から国土庁が実施したこ
とを契機として、個別法の枠を超えた市町村
独自の土地利用計画の策定や土地利用調整シ
ステムの導入が図られている。

第 6節　�人口減少期の不動産環境
政策

地価バブル崩壊後は、不動産法制において
も環境や安全を保護法益とする立法が数多く
なされている。その背景には、世界的規模で
の環境問題へのさまざまな取り組みの展開
や、阪神・淡路大震災に代表される自然災害
に対する防災対策の進展がある。そして、こ
の傾向は人口減少期に入り一層強まってい
る。そこで、本節では環境について、次節で
は安全について不動産政策の動向を述べる。

1 ．�都市の低炭素化の促進に関する法律
（エコまち法）

⑴　制定理由
2010（平成22）年度の全国の二酸化炭素排

出量の総量のうち、都市における社会経済活
動に起因すると考えられる3部門（家庭部門、
オフィスや商業等の業務部門及び自動車・鉄
道等の運輸部門）における排出量が全体の約
5割を占めている状況にある。さらに、全体
排出量の4割程度が市街化区域等から排出さ
れている。そこで、都市における地球環境問
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題の対応策を講じることを目的として、「地
球温暖化対策の推進に関する法律」（1998（平
成10）年10月9日法律117号）と相まって、
都市の低炭素化の促進を図ることを目的とし
て「都市の低炭素化の促進に関する法律」

（2012（平成24）年9月5日法律84号）が制
定された。「エコまち法」と通称される。

⑵　法のスキーム
①　低炭素まちづくり計画

市町村は、低炭素まちづくり計画を作成す
ることができ、計画の作成に関する協議及び
計画の実施に係る連絡調整を行うための協議
会を組織することができる。
②　集約都市開発事業

計画区域内における病院、共同住宅その他
の多数の者が利用する建築物及びその敷地の
整備に関する事業（集約都市開発事業）を施
行しようとする者は、集約都市開発事業計画
を作成し、市町村長の認定を申請することが
できる。認定事業は、補助金等の支援を国・
地方公共団体から受けることができる。
③　樹木等管理協定

市町村又は都市緑地法による緑地管理機構
は、計画に従い樹木又は樹林地等を保全する
ため、その所有者等と樹木等管理協定を締結
して、管理を行うことができる。
④　低炭素建築物新築等計画の認定

建築物の低炭素化に資する建築物の新築や
増築その他の改修工事を行う場合に、所定の
基準に適合する計画を作成し、所管行政庁の
認定を受けることができる。認定を受けた建
築物は、低炭素建築物として税制の優遇や容
積率の緩和等を受けることができる。

2 ．土壌汚染対策法

⑴　制定理由と内容
土壌が有害物質により汚染されると、その

汚染された土壌を直接摂取したり、汚染され
た土壌から有害物質が溶け出した地下水を飲
用すること等により人の健康に影響を及ぼす
おそれがある。こうした土壌汚染は、これま
で明らかになることが少なかったが、近年、
企業の工場跡地等の再開発等に伴い、重金属、
揮発性有機化合物等による土壌汚染が顕在化
してきている。特に最近における汚染事例の
判明件数の増加は著しく、ここ数年で新たに
判明した土壌汚染の事例数は、高い水準で推
移してきている。これらの有害物質による土
壌汚染は、放置すれば人の健康に影響を及ぼ
すことが懸念されることから、「土壌汚染対
策法」が2002（平成14）年5月29日法律53号
により成立した。

法のスキームは次のとおりである。
①　特定有害物質

鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物
質であって、それが土壌に含まれることに起
因して人の健康被害を生ずるおそれがあるも
のを特定優雅物質と定義し、法の適用対象と
した。
②　土壌汚染状況調査制度

土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可
能性のある土地について、一定の契機をとら
えて調査を行う。まず、使用が廃止された有
害物質使用特定施設（有害物質の製造、使用
又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設）
に係る工場又は事業場の敷地であった土地の
所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況につ
いて、環境大臣が指定する者（指定調査機関）
に調査させて、その結果を都道府県知事に報
告しなければならない。また、都道府県知事
は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるお
それがある土地があると認めるときは、当該
土地の土壌汚染の状況について、当該土地の
所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、
その結果を報告すべきことを命ずることがで
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きる。
③　指定区域の指定・台帳の調製制度

都道府県知事は、土壌の汚染状態が基準に
適合しない土地については、その区域を指定
区域として指定・公示するとともに、指定区
域の台帳を調製し、閲覧に供する。
④　土壌汚染による健康被害の防止措置

都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌
汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあ
ると認めるときは、当該土地の所有者等に対
し、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命
ずることができる。汚染原因者が明らかな場
合であって、汚染原因者に措置を講じさせる
ことにつき土地の所有者等に異議がないとき
は、上記によらず、都道府県知事は、汚染原
因者に対し、汚染の除去等の措置を講ずべき
ことを命ずることができる。汚染の除去等の
措置とは、立入制限・覆土・舗装（直接摂取
の場合）、汚染土壌の封じ込め、浄化等である。
この命令を受けて土地の所有者等が汚染の除
去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対
し、これに要した費用を請求することができ
る。

また、指定区域内において土地の形質変更
をしようとする者は、都道府県知事に届け出
なければならない。都道府県知事は、その施
行方法が基準に適合しないと認めるときは、
その届出をした者に対し、施行方法に関する
計画の変更を命ずることができる。
⑤　指定調査機関制度

土壌汚染状況調査の信頼性を確保するた
め、技術的能力を有する調査事業者をその申
請により環境大臣が指定調査機関として指定
する。
⑥　指定支援法人

土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚
染の除去等の措置を講ずる者に対する助成を
行う地方公共団体に対し助成をしたり、土壌

汚染状況調査等についての助言、普及啓発等
の業務を行う法人を指定支援法人とする。ま
た助成のための基金を設置する。

⑵　法改正
2009（平成21）年4月24日法律23号による

改正内容は次のとおりである。
第一に、特定有害物質を使用している特定

施設を廃止した事業所にのみ調査が義務付け
られていたのを、3,000㎡以上の土地の形質
変更を行おうとする土地のうち、都道府県知
事が特定有害物質により土壌が汚染されてい
るおそれがあると認めた範囲については、土
壌汚染調査を義務づけた。

第二に、汚染土壌が残っている区域の分け
方が細分化され、従前の指定地域は、①要措
置区域：人への健康被害を及ぼさないように
汚染土壌・地下水の対策が必要な土地と②形
質変更時要届出区域：汚染土壌や地下水が、
現状のままで土地を利用する場合には人への
健康被害を及ぼさない状態の土地に区分され
た。②の土地について形質の変更をしようと
する者は、都道府県知事に届け出なければな
らない。

第三に、土地所有者等は、自主調査の結果
を都道府県知事に報告し、区域への指定を申
請することができることとした。

第 7節　�人口減少期の不動産安全
政策

1．�土砂災害警戒区域等における土砂災
害防止対策の推進に関する法律（土
砂法）

⑴　制定理由と内容
土砂災害（土石流、地すべり、がけ崩れ）

防止のための法制度としては、従来、「砂防
法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊
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著しい土砂災害が発生するおそれのある土地
の区域を土砂災害特別警戒区域に指定するこ
とができる。
②　特定開発行為に対する制限

土砂災害特別警戒区域内において住宅宅地
の分譲等や災害弱者利用施設（制限用途）の
立地を目的とした土地の区画形質の変更をし
ようとする者は、あらかじめ、都道府県知事
の許可を受けなければならない。「都市計画
法」の開発許可制度では、許可基準の一つと
して災害のおそれが多い土地における地盤改
良等の必要な措置を求めるなどの配慮をして
いるが、この開発許可制度自体が原則として
都市計画区域内にのみ適用されるものであ
り、また、本法制定当時は社会福祉施設や医
療施設が除外されているように、災害弱者に
対する配慮が十分でなかった。そこで、本法
では「都市計画法」の開発許可制度の特例と
して、このような制限を設けたものである。
ここでいう災害弱者利用施設とは、高齢者、
障害者、乳幼児等防災上の配慮を要する者が
利用する社会福祉施設、学校及び医療施設を
いう。
③　建築制限措置

特定開発行為の許可を受けた開発区域内で
は、当該許可に係る対策工事が完了した場合、
都道府県知事の検査を受け、公告がなされる
までは、制限用途の建築物を建築してはなら
ない。
④　建築物の構造基準

土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建
築物については、「建築基準法」20条に基づ
く政令において、土砂災害に対して安全なも
のとなるよう建築物の構造耐力に関する基準
が定められる。
⑤　移転等の勧告制度

都道府県知事は、土砂災害特別警戒区域内
の建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、

による災害の防止に関する法律」のいわゆる
砂防三法が存在し、これらに基づき災害防止
工事の実施や災害の原因となる現象を誘発助
長する行為の制限等が行われてきた。しかし、
土石流、地すべり、がけ崩れにより人家5戸
以上に危険が及ぶ地域は、当時の国土交通省
の調査から18万箇所以上存することが明らか
になっているが、これまでに砂防ダム等の施
設整備により安全が確保された箇所は全体の
2割程度に過ぎない。1983（昭和57）年から
1997（平成9）年までの15年間において、が
け崩れの危険箇所のうち整備済み箇所は約1
万箇所増加したが、同時にこの間に新規開発
による住宅の立地により、新たな危険箇所が
約1万4千箇所も増加した。

すなわち、対策工事により土砂災害危険箇
所の整備を進めても、土砂災害のおそれがあ
る箇所への災害弱者関連施設や住宅等の立地
を抑制しない限り、いつまでたっても土砂災
害の危険箇所は増え続け、根本的な問題の解
決には至らない。そして1999（平成11）年6
月に広島市、呉市を中心にがけ崩れ災害、土
石流災害が多発し、死者24名の被害が生じた
ことを契機として、対策工事等のハード対策
のみではなく、建築物の安全性の強化、開発
行為の制限等のいわゆるソフト対策の必要性
が強く認識された。そこで、砂防三法による
規定が工事の実施や土砂災害の発生源におけ
る行為規制にとどまっている点を補完し、土
砂災害から国民の生命及び身体を保護するた
め、被害地対策として「土砂災害警戒区域等
における土砂災害防止対策の推進に関する法
律」（2000（平成12）年5月8日法律57号）
が制定された。

法のスキームは次のとおりである。
①　土砂災害警戒区域等の指定制度の創設

都道府県知事は、土砂災害が発生するおそ
れのある土地の区域を土砂災害警戒区域に、
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当該建築物の移転その他土砂災害を防止又は
軽減するために必要な措置をとることを勧告
することができる。

⑵　2005（平成17）年改正
2005（平成17）年5月2日法律37号により、

市町村防災会議に対し、特養老人ホーム等、
災害時要援護者が利用する施設への土砂災害
に関する情報、予報及び警報の伝達方法を定
めるよう義務付け、土砂災害警戒区域の存す
る市町村に対して、ハザードマップの作成、
周知を義務付けた。

⑶　2010（平成22）年改正
2004（平成16）年の新潟県中越地震、2008

（平成20）年の岩手・宮城内陸地震の際、多
数の天然ダム（河道閉塞）が形成され、その
対応が問題となったことを受け、2010（平成
22）年11月25日法律52号により、天然ダムや
火山噴火に伴う土石流、天然ダムの湛水（高
度な技術を要する土砂災害）については国
が、地滑りについては都道府県が緊急調査を
実施することとし、緊急調査に基づき被害の
想定される区域・時期の情報（土砂災害緊急
情報）を市町村へ通知・一般へ周知すること
とした。

⑷　2014（平成26）年改正
2014（平成26）年11月19日法律109号によ

る改正内容は、第一に、基礎調査制度の拡充
であり、都道府県に対し、基礎調査の結果を
公表することを義務付けるとともに、国土交
通大臣は、基礎調査が適正に行われていない
場合において、講ずべき措置の内容を示して
是正の要求を行うものとした。

第二に、市町村防災会議は、土砂災害警戒
区域の指定があったときは、市町村地域防災
計画において、当該区域ごとに、避難場所及

び避難経路に関する事項等を定めるものとし
た。

第三に、都道府県知事は、避難勧告等の判
断に資するため、土砂災害警戒情報を関係の
ある市町村の長に通知するとともに、一般に
周知させるため必要な措置を講じなければな
らないこととした。

2 ．津波防災地域づくりに関する法律

2011（平成23）年3月11日に発生した東日
本大震災では、地震動による被害よりも津波
による人命被害が著しかったことから、「津
波防災地域づくりに関する法律」（同年12月
14日法律123号）が制定された。この法の内
容は、次の通りである。
・都道府県知事は津波浸水想定を設定する。
・市町村は、津波浸水想定を踏まえ、津波防

災地域づくりを総合的に推進するための推
進計画を策定することができる。

・土地区画整理事業の特例として津波防災住
宅等建設区を定めて、住宅及び公益的施設
を集約することができる。

・集団移転促進事業の特例として、都道府県
知事は一の市町村を超える広域の集団移転
促進事業計画を定めることができる。

・都道府県知事は、津波災害警戒区域及び津
波災害特別警戒区域を定めることができ、
後者にあっては、特定開発行為の制限、特
定建築行為の制限といった「土砂法」と同
じスキームによる規制が課される。

3 ．首都直下地震対策特別措置法

「首都直下地震対策特別措置法」（2013（平
成25）年11月29日法律88号）は、首都直下地
震が発生した場合において首都中枢機能の維
持を図ること等を目的として制定された。こ
の法の内容は、次の通りである。
・内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した
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場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあ
るため、緊急に地震防災対策を推進する必
要がある区域を、首都直下地震緊急対策区
域として指定し、首都中枢機能の維持を図
るために必要な基盤の整備及び滞在者、来
訪者又は居住者の安全の確保を図るために
必要な退避のために移動する経路、一定期
間退避するための施設、備蓄倉庫その他の
施設の整備等を緊急に行う必要がある地区
を、首都中枢機能維持基盤整備等地区とし
て指定する。

・地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整
備事業に関する事項として開発行為、土地
区画整理事業又は第一種市街地再開発事業
に関する事項を記載しようとするときは、
あらかじめ、許可権者・認可権者に協議し、
その同意を得ることができ、同意を得た事
項が記載された基盤整備等計画の公示があ
ったときは、これら許認可があったものと
みなす等の特例が講じられる。

・地方公共団体は、単独で又は共同して、緊
急対策区域内の区域について特定緊急対策
事業計画を作成し、内閣総理大臣の認定を
申請することができ、事業の実施に当たり、
建築基準法の用途地域の特例等を受けるこ
とができる。

4 ．大規模災害からの復興に関する法律

「大規模災害からの復興に関する法律」
（2013（平成25）年6月21日法律第55号）は、
大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な
復興のための特別の措置を定めた法律であ
る。この法の内容は、次の通りである。
・大規模災害を受けた市町村は、単独で又は

都道府県と共同して、復興計画を作成する
ことができ、土地利用基本計画の変更、都
市計画区域の指定、変更又は廃止、都市計
画の決定又は変更、当該決定又は変更に係

る都市計画に定めるべき事項、農業振興地
域の変更、農用地利用計画の変更、地域森
林計画区域の変更、保安林の指定又は解除、
漁港区域の指定、変更又は指定の取消しを
記載することができる。

・復興事業に当たり、「都市計画法」、「農地
法」、「農業振興地域の整備に関する法律」、

「森林法」、「自然公園法」、「漁港漁場整備
法」、「港湾法」による許認可等の特例を受
けることができるほか、土地区画整理事業
の特例、土地改良事業の特例、集団移転促
進事業の特例、住宅地区改良事業の特例、
小規模団地住宅施設整備事集の特例、漁港
漁場整備事業の特例、地籍調査事業の特例
等を受けることができる。

5 ．宅地造成等規制法改正

もっぱら新規の宅地造成を規制することを
目的としていた「宅地造成等規制法」を2006

（平成18）年4月1日法律30号により改正し、
既に造成された宅地に対する災害防止のため
の措置として、都道府県知事は、宅地造成に
伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害
を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の
造成宅地（これに附帯する道路その他の土地
を含み、宅地造成工事規制区域内の土地を除
く）の区域を造成宅地防災区域として指定
し、造成宅地防災区域内の宅地について災害
の防止のため必要な擁壁の設置等の措置の勧
告及び災害の発生のおそれが大きいと認めら
れる場合における擁壁の設置等の命令をする
ことができる。

また、この改正により、「都市計画法」に
よる開発許可基準として、宅地造成に伴う災
害の防止に係る基準が追加された。
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6 ．�建築物の耐震改修の促進に関する法
律（耐震改修促進法）改正

⑴　2005（平成17）年改正
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」

に基づく耐震改修の実績は全国的に低調であ
り、地方公共団体の支援制度の導入も立ち後
れていた25。そこで、2005（平成17）年11月
7日法律120号により次の措置が講じられた。

第1に、国土交通大臣は建築物の耐震診断
及び耐震改修を促進するための基本方針を作
成し、地方公共団体は基本方針に基づき耐震
改修促進計画を作成する。

第2に、建築物に対する指導等の強化のた
め、道路を閉塞させる住宅等に指導・助言を
実施し、地方公共団体による指示等の対象に
百貨店、劇場等不特定多数利用の建築物に加
えて学校、老人ホーム等を追加し、地方公共
団体の指示に従わない特定建築物を公表し、
倒壊の危険性の高い特定建築物については、
建築基準法により改修を命令することとし
た。

第3に、支援措置を拡充するため、建築基
準法上の不適格事項（耐震関係規定を除く）
が適用されないという特例の対象に、一定の
改築を伴う耐震改修工事等を追加した。

⑵　2013（平成25）年改正
東日本大震災を踏まえ、住宅及び多数の者

が利用する建築物の耐震化の目標を2003（平
成15）年の75％から2015（平成27）年に少な
くとも9割に引き上げること等を目指し、
2013（平成25）年5月29日法律20号により次
の改正が行われた。
①　不特定かつ多数の者が利用する大規模な

建築物等に対する耐震診断の義務付け
不特定かつ多数の者が利用する大規模な建

築物、大規模な地震が発生した場合において

その利用を確保することが公益上必要な建築
物等の所有者は、耐震診断を行い、その結果
を一定の期限までに所管行政庁に報告しなけ
ればならないこととする。
②　特定建築物の範囲の拡大

建築物の所有者等に対する指導等を強化
し、指示等の対象に、幼稚園、小中学校、老
人ホーム等を追加するとともに、これらの建
築物の規模要件を引き下げ、指導等の対象も
拡大する（例．幼稚園・保育園の規模要件：
3階・1,000㎡以上→2階・500㎡）。指示等
の対象に、危険物を取り扱う建築物を追加す
る。指導等の対象に、道路閉塞させる住宅・
建築物を追加する。
③　耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象

となる建築物の範囲の拡大
耐震診断及び耐震改修を行う努力義務が課

せられる建築物の範囲を拡大し、現行の建築
基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建
築物を対象とすることとする。
④　耐震改修計画の認定基準の緩和による増

築及び改築の範囲の拡大並びに認定に係る
建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の
創設
所管行政庁が建築物の耐震改修の計画を認

定することができる増築及び改築の範囲を拡
大するとともに、増築に係る容積率及び建ぺ
い率の特例を講じることとする。
⑤　建築物の地震に対する安全性に係る認定

制度の創設
建築物の地震に対する安全性に係る認定制

度を創設し、当該認定を受けた建築物の所有
者は、当該建築物等にその旨の表示を付する
ことができることとする。
⑥　区分所有建築物の耐震改修の必要性に係

る認定制度の創設
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る

認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所
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有建築物については、区分所有者の集会の決
議（過半数）により耐震改修を行うことがで
きることとする。

7 ．�密集市街地における防災街区の整備
の促進に関する法律改正

「都市再生特別措置法」の2007（平成19）
年改正により、道路と一体的に整備する受け
皿住宅等の敷地に容積を移転できる地区計画
制度を創設し、防災街区整備地区計画の区域
内において、特に必要がある場合には、建築
物の容積を配分できること、独立行政法人都
市再生機構は、地方公共団体の要請に基づき、
防災街区の整備に関する事業の実施に伴い住
宅の明渡しの請求を受けた者のための賃貸住
宅の建設等の業務を行うこと、防災再開発促
進地区における第二種市街地再開発事業の面
積要件を0.5ha以上から0.2ha以上に緩和、防
災街区整備事業の施行区域要件に係る耐火建
築物等の延べ面積の合計から地震発生時に耐
火性能が著しく低下する既存不適格建築物の
延べ面積の合計を除外する改正が行われた。

1 　アベノミクスの第一の矢は補正予算等によ
る財政出動、第二の矢は黒田日銀総裁による
マイナス金利政策などの異次元の金融緩和、
第三の矢は成長を確実なものにする規制緩和
などの経済構造改革である。
2　同建議に先立ち、分科会企画部会の下に土
地情報ワーキンググループ（座長：山野目章
夫早稲田大学教授）が設置されて、検討を行
った。
3　筆者は当時、この業務を担当した土地・水
資源局土地情報課の課長を務めた。
4　同一物件の異時点間における取引価格の差
を統計的に処理して作成した価格指数。
5　住宅価格指数検討委員会（座長：川口有一
郎早稲田大学教授）が2009（平成21）年10月
15日にまとめた「住宅市場動向に関する指標
のあり方の検討業務に関する報告書」。
6　調査結果は国土交通省HP土地総合情報ライ

ブラリーで見ることができる。
7　所有者不明土地は、所有者が存在しない土
地と、相続により所有者の把握が困難になっ
ている土地とに分けられ、厳密に言えば、そ
れぞれの抱える問題と解決手法は異なるが、
本稿では両者を包括して述べる。
8　国土交通省国土管理専門委員会「人口減少
下の国土利用・管理の検討の方向性」2016年
9 月15日第 1回会合資料 6、P15。
9 　山野目章夫早稲田大学教授を委員長とする
「所有者の所在の把握が難しい土地への対応方
策に関する検討会」の成果である。
10　「品確法」に規定する瑕疵は、構造耐力上主
要な部分と雨水の浸入を防止する部分という
特定の部位について必要な品質を確保してい
ないことという明確かつ客観的な概念であり、
それに対する売主・請負人の責任は特約をも
ってしても排除できない絶対的な担保責任で
あって、同法に基づく法律上の責任である。
従って、契約不適合という当事者の合意によ
る操作可能性のある用語を用いるのは明らか
に不適切である。むしろ、民法改正により両
者の区別が明確になったと評価すべきである。
なお、「隠れた」要件の撤廃は「品確法」も同
様であるが、新築住宅の買主・発注者が瑕疵
について過失があったか否かを問うことは現
実には想定しがたいので、実質的には変更が
ないと言える。
11　例えば、雨漏りの場合、「どこか雨漏りがし
ているので、何とかして欲しい」と伝えただ
けでは、現行法上の請求には該当せず、少な
くとも雨漏りの場所を具体的に特定する必要
があるところ、改正法では通知に該当する。
12　この場合も、事案によっては、かかる特約
の効力が裁判において否定されることもあり
得る。
13　土地の「境界」としては、①所有権の境と
いう意味での「所有権界」、②実際の土地支配
の境である「占有界」、③登記された土地の単
位である「筆界」が存在する。「不動産登記法」
123条 1 号は、筆界とは「表題登記がある一筆
の土地とこれに隣接する他の土地との間にお
いて、当該一筆の土地が登記された時にその
境を構成するものとされた二以上の点及びこ
れらを結ぶ直線をいう。」と定義している。
14　詳細は、稲本・小柳・周藤「日本の土地法
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第 3版」269頁以下を参照。
15　これは，借地権者を地代等の負担から早期
に解放し、再築能力のある者に建物を再築さ
せて早期の復興につなげることを目的とする。
16　「政府が一生懸命旗を振ったものにろくなも
のはない。古くは日本全国にスキー場を作り
倒産に追い込んだ「リゾート法」、最近では、
中心市街地活性化の切り札としてもてはやさ
れた「第 3セクター方式商業ビル」などがある」
木下敏之「日本を二流IT国家にしないための14
ヵ条」日経BP出版センター、2006年、P212。
17　TMOは欧米の仕組み、特に英国のタウンセ
ンターマネジメントを参照して導入されたが、
英国では専従の専門家がマネジメントに統括
するのに対し、日本では商工会議所に委ねて
しまった。
18　同時に改正された「土地区画整理法」・「都
市再開発法」では、土地区画整理事業の施行
者に区画整理会社を追加するとともに、組合
員による決算関係書類等の閲覧・謄写請求権
を新たに規定した。
19　海道（2001）によれば、コンパクトシティ
という考え方はヨーロッパで生まれ、1990（平
成 2）年ごろから主にイギリスで議論されて
きたが、その背景には地球環境問題があると
される。
20　石井（2009）に示されているように、当初「都
市計画法」の抜本的改正が企図されたが、そ
の目的は経済社会構造の大きな変化に対し、
現行制度では構造的に対応できないとの認識
の下、そのあり方を抜本的に改めようとする
点にあったと解される。結局、同法自身の改
正ではなく「都市再生特別措置法」等の改正
によりコンパクトシティに的を絞った改正に
至った。
21　同決定は、「確認に関する事務を地方公共団
体の事務とする前提に立った上で、建築基準
法には、指定機関による確認を建築主事によ
る確認とみなす規定（ 6条の 2第 1項）、指定
機関の特定行政庁に対する確認済証の交付の
報告義務（同条 3項）、特定行政庁の確認是正
権限（同条 4項）等の規定があり、指定機関
の確認に関する事務を特定行政庁の監督下に
おいているところから、指定機関の建築確認
に関する事務を建築主事による場合と同様に
地方公共団体の事務とし、その事務の帰属す

る主体を当該特定行政庁である」としている。
22　金子正史「指定確認検査機関に関する法的
問題の諸相」「自治研究」第81巻第 6号〜第 9
号、第11号、白藤博之「マンション耐震強度
偽装問題にみる「構造改革」政策の歪み」「法
律時報」78巻 2 号、広畑義久「建築基準法改
正の法的な論点について」日本不動産学会誌
第20巻第 1号2006年 6 月など。
23　この当時，新設住宅着工戸数が平成20年度
の1,039千戸から翌年度は775千戸にまで落ち込
んでおり，その原因は建築基準法改正にある
との見方をする向きもあるが，実際は平成20
年 9 月のリーマンショックによるものである。
24　代表的な事例は、箕面市や国分寺市などで
ある。
25　2007年 7 月20日付日経NETによれば、都道
府県のうち域内の全市町村で補助制度を導入
しているのは静岡ほか 6県にとどまっており、
香川など14道県では導入実績はないという。


