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建物の用途に基づいた規制について

ーイ主宅を中心としてー

坂真哉

（国土交通省国土技術政筑総合研究所都市研究部長）

わが国の建物用途規制に関する法制度について，その起源とこれまでの変遷を整理するとともに，特に，この中で住宅

用途の取扱われ方に着目した。建築基準法と都市計画法が一体となって規制が行われる体系の中で，用途地域，特別用途

地区，地区計画を中心とした制度の創設，変遷とその背景にある考え方を分析したものである。また，住宅用途と他用途

の関係，住宅用途の新たな動向を論じ，今後の人口減少社会を視野に入れたストック時代における地域特性をふまえた用

途コントロールのあり方について考察を行った。
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REGULATIONS CONCERNING BUILDING USE 

-With Focus on Housing一

Shinya SAKA 

Regulations on building use in Japan are stipulated in the Building Standard Law and the City Planning Law. This article describes 

origin and transition of the regulations with focus on housing. This article also examines the relationship between housingmd other 

building use, new trend of housing, and the way of controlling building use in consideration of local feature in the era of building stock 

with加 eyeon society of falling population. 

多数の建築物，道路等の施設が配置され，人口の密集

している都市地域においては，異なる用途が混在，近接

することによる環境上の問題の発生を未然に防止すると

ともに，望ましい土地利用を計画的に誘導する必要があ

る。このため，一定の地域には一定種類（用途）の建築

物しか建築できないように，公権力をもって規制する必

要があるという考え方が，建物の用途規制の根拠となっ

ている。

現行の法制度において，建物の用途の一般的な規制は，

建築基準法に基づき行われているものである。建築基準

法は，第48条で用途地域の規定を設け，都市計画で定め

る用途地域の種類ごとにその区域内に建築できる建物の

用途を定めている。具体的な一覧は，建築基準法別表第

2に掲げられている（表 1-1)。

表 1-1には，建物の用途が詳細に分類されているが，

この中で住宅という用途に係るものは，「｛主宅」，「住宅で

事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令で定めるもの」及び「共同住宅，寄宿舎又は下

宿」の3つである。
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まず，このような建物の用途規制がどのような起源に

より制度イじされたのかを明らかにすることから始めたい。

1. 用途規制の系譜

1 . 1 旧都市計画法と市街地建築物法

建築基準法の前身である市街地建築物法は，大正8年

(1919年）に，都市計画法の前身となる旧都市計画法と

同時に制定された。この中で，建物の用途を，都市計画

で定める用途地域ごとに規制するという関係が初めて法

制イじされた。これは，建物の用途規制は，当初から，都

市計画の用途地域との関係において，その根拠を与えら

れてきたといえる。

なお，現行制度と同様に， 1つの法律でなく 2つの法

律がセットで連携して土地利用・建築規制を行う体系は，

当初から形づくられていたわけであるが，これは，深刻

化していた都市問題への対応を図るため，内務省を中心

とする土地利用計画を念頭においた都市計画法の法制化

の動きと，建築物法制を長年要望してきた建築学会等の

運動が，歴史的経緯として存在していたことを受けて，
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2つの法律が同時に制定されたものと考えられる臥｝。

1) 用途地域

市街地建築物法第 1条に，法の適用区域内に住居地域，

商業地域または工業地域を指定することができる旨の規

定がなされている。これと未指定地（後の準工業地域に

つながる）をあわせた実質的には4種類の用途地域メニ

ューが用意された。

住居地域については，同法第 2条により，「住居の安

寧を害する虞ある用途に供する」建築が禁止され，具体

的な制限内容は，同法施行令第 l条に限定列挙されてい

る。（表 12。なお，この施行令は，昭和6年 (1931年）

に改正されたものである。改正内容は，工場の馬力数等

である。また，後述の表 1-3とあわせて，工場の業種を

具体的に明示したのは，この時の改正によるものである。

さらに，これらは昭和 14年 (1939年）に工場の業種に

よる実害の状況をふまえ一部改正がされている。）

用途地域メニューが4種類に限られているという事

情もあり，表 1-2から明らかなように，住居地域内であ

っても，一般事務所や原動機が3馬力以内の工場，室面

積 50n1以下の自動車車庫は建築可能であった。また，同

法施行令第4条の規定により設けられた住居地域内の建

築物の高さ制限が 20mである（ちなみに住居地域以外は

一律 31m）ことからも，住居地域という用途規制は，家

内工業への配慮等，必ずしも住居用途の純化を目指した

ものではなかったといえる。この背景には，当時形成さ

れていた市街地の多くが，用途の混在する状況であった

ことが考えられる。

また，上記の規定ぷりから，住居の側から用途の規制

対象を詳細に規定しており，「安寧を害する虞ある用途」

については客体イじしているが，住居自身については特に

規定がされていないことが注目される。住居の建築は，

商業地域及び工業地域においても禁ヰされていない。

なお，市街地建築物法には，用途規制や高さ制限等の

形態規制とは別に，現行建築基準法の単体規定に当たる

建築物の構造設備に係る規定が設けられ，住居に係るも

のとしては，この中で，居室の天井高，採光，換気に関

する規定がある。この他，耐火構造を求める特殊建築物

の規定が設けられ，特殊建築物の類型として，「下宿屋」，

「寄宿舎」が位置づけられている。

また，劣悪な環境にある住居の改善については，市街

地建築物法とは別の施策による対応が図られている。す

なわち，昭和 2年 (1927年）に制定された不良住宅地区

改良法に基づく不良住宅地区改良事業の推進である。

一方，工業については，極めて詳細に分類・規定され

ている。上記の表 1-2にあるように，住居地域で建築を

禁止される用途として，一定規模以上の工場と並んで特

定の業態を有する工場が 16項目にわたって列挙されて

6-

いる。これらは，爆発や粉塵の飛散，臭気，病毒伝播，

騒音・振動等のおそれがあるものとして，業態の内容を

細かく把握した上で，規制対象とされている。また，こ

れらの工場については，商業地域においても同様に禁止

されている。

さらに，工業地域でなければ建築できない工場の種別

が規定されている（市街地建築物法施行令第3条）。表

1-3のとおり，前記 16項目よりもさらに環境への影響が

甚だしいものとして 27項目が細かく列挙されている。

これは，当時の社会経済状況として，都市における工

業化の進展が著しい時代背慣があり，環境の悪化や被害

を防止するために，工場用途のコントロールが都市計画

の主眼となっていたものと考えられる。

商業系の用途については，自動車車庫 C5on1を超える

もの），劇場等，待合及び倉庫は，住居地域で禁止され，

商業地域では認められている。商業地域についても，「商

業の利便を害する虞ある用途」を禁止 （同法第3条）す

るという，住居地域と同様の構造の規定が行われている

ことが注目される。

2) 工業地域内特別地区

工場用途については，さらに工業地域内に特別地区を

指定できるという制度（市街地建築物法第4条）により，

規制強化のしくみが設けられている。これは，工業地域

があらゆる建築物の建築が認められるという規定を補う

ため，特に保安上，衛生上有害の程度の甚だしいものを

分離できるような特別地区を指定することができるもの

である。この特別地区制度は，今日の特別用途地区につ

ながる起源の一つになっている。

3) 専用地区

昭和 13年 (1938年），市街地建築物法の改正により，

住居専用地区と工業専用地区が制度化された。住居地域

においては，中小工場の立地が可能であったので，住宅

地の安寧を守るための新たな規制制度が必要となり，住

宅及び日常生活に直接必要な施設のみを許容する住居専

用地区が制定された。具体的な制限は，翌年の昭和 14

年 (1939年）に改正された同法施行規則第3条の 2に規

定されている（表 1-4）。この中で，住居専用地区に建築

できるものとして，「イ主宅」，「住宅にして事務所の類を兼

ぬるもの」，「共同住宅，寄宿舎又は下宿屋」という範暗

が列挙されており，現行の規定の源流となっていること

がわかる。また，住宅系の用途以外では，学校や社寺，

認定された小規模な店舗等に限られており，名前のとお

り住居専用の用途純化を目指したものである。この時代

背景は，東京では大正 12年 (1923年）の関東大震災を

契機として，東京西部の郊外住宅地がベッドタウンとし

て急速に発展し，その後，昭和 6年 (1931年）の満州事

住宅総合研究財団研究論文集No.33, 2006ff）坂



変に始まる工業化の進展により，中小工場がこれらの新

佳宅地に侵入してきたことがある。もともと住宅以外の

用途がほとんどない地域の環境を保全するという意図が

あり，住宅用途の純化が図られたといえる。なお，住居

専用地区の指定は，戦時色の強まりもあり，田園調布地

区1地区の指定にとどまった。

また，工業専用地区については，埋め立て地，運河沿

い地等の工業的利用を図るべき地域について，工業の進

出拡大を妨げる住宅その他の施設を排除するため，専用

地区が制定されたものである。上記と同じく，施行規則

第3条の7により，工業専用地区内に建築できない用途

が列挙され（表 1-5），この中に，「イ主宅」，「共同住宅，

寄宿舎，下宿屋文は旅館」がある。

1. 2 建築基準法の制定

昭和 25年 (1950年），建築基準法が制定され，市街地

建築物法は廃止された。施行以来 30年を経過した市街地

建築物法から，建築技術の進歩に対応するとともに，新

時代に即した新しい法律建築基準法に切り替わったわけ

である。

市街地建築物法からの主な相違点としては，新たに法

の目的が明文化されたことがある。第 1条に， 「建築物の

敷地，構造，設備及び用途に関する最低の基準を定めて，

国民の生命，健康及び財産の保護を図り，もって公共の

福祉の増進に資することを目的とする」と規定されてい

る。また，法律の適用範囲が，従前は主務大臣が指定し

た区域に限られていたが，建築基準法の単体規定は全国

適用，集団規定は都市計画区域全域に適用となった。こ

の他，建築主事による建築確認制度の導入等が主な相違

点である。

1) 用途地域

用途地域については，従前の住居地域，商業地域，工

業地域の3つに加えて，準工業地域が新たに設けられた。

準工業地域は実体的には，先述の未指定地を用途地域と

して位置づけたものと考えられ，用途地域のメニューは，

基本的には市街地建築物法を引き継いでいる。これは，

法制定時には都市計画法の全面改定の時期が近いと予想

されていたので，その際に再検討することを前提として

旧法からの移行が行われたようである。市街地建築物法

では，工業地域でないと建築できない用途が定められて

いたが，基本的にこれらの用途は準工業地域内に建築し

てはならない建築物として定められている。

建築基準法では，用途地域内の建築物の制限を法律の

別表第 1として具体的に列挙しているが，その内容は，

上記のように市街地建築物法の規定から大きくは変わっ

ていない。特に異なる点としては，火葬場，と殺場，卸

売市場，伝染病院，ごみ焼却場，汚物処理場の類は，住
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居地域及び商業地域では禁止され，その他は自由であっ

たが，建築基準法第 53条（現行の第 51条につながるも

の）により個々の位置について許可制として地域制限か

らはずされたこと，工業地域は従来制限がなかったが，

工業の利便を害するものが禁止されたこと，準工業地域

は従来の未指定地と比べ工業地域的な性格を強め，工場

の規模の制限が撤廃されたこと，建築制限を受ける工場

の基準指標が従来の原動機馬力数から作業場の床面積に

置き換えられたこと等が挙げられる。

なお，法別表の改正が昭和 34年 (1959年）になされ

（改正に伴い別表第 1は別表第2となった），工場の種別

が大幅に拡充された。住居地域内で禁止される種別が6

から 14ヘ，商業地域内で禁止される種別が 18から 26

へ，準工業地域内で禁止される種別が27から 29へとそ

れぞれ増加している。また，原動機の出力を馬力数から

キロワット表示に変更する，危険物の貯蔵または処理に

供する建築物の規制を拡充する，等の改正があわせて行

われている。これは，都市において工業化が幅広く進展

してきた社会経済状況への対応が行われたものと考えら

れると同時に，用途規制が引き続き工業対応の傾向を強

めていることが窺える。

2) 特別用途地区の創設

都市計画の施設として，用途地域内に特別工業地区，

文教地区その他政令で定める特別用途地区を指定するこ

とができ，建築の制限または禁止に関して必要な規定は

地方公共団体の条例で定める特別用途地区が新たに制度

化された。

特別工業地区は，前述のとおり工業地域内特別地区の

流れをくむもので，文教地区は大学等を中心とした学園

地区の環境を整備するため必要な用途の制限を行うしく

みを東京都が先行して実施していたことを受けて制度イじ

されたものである。

なお，特別用途地区の規定に係る法改正が昭和 34年

(1959年）になされ，大臣の承認により用途地域，専用

地区の制限が緩和できる規定が設けられるとともに，政

令改正によりメニューの拡充がされ，小売店舗地区，事

務所地区，厚生地区，娯楽地区及び観光地区の 5つが定

められ，合計7種類となった。

3) 専用地区

住居専用地区及び工業専用地区の2つの専用地区が，

市街地建築物法から引き継がれている。ただし，特別工

業地区の創設に伴い，工業地区内特別地区は廃止されて

いる。また，住居専用地区においては従来店舗等併用住

宅の店舗部分の床面積が 10ni以下に限ーられていたが，こ

の制限が撤廃されている。

住居専用地区内に建築することができる建築物，工業
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専用地区内に建築してはならない建築物は，建築基準法

別表第2に列挙された。なお，別表第 2は，昭和 34年

(1959年）に改正され別表第3となり，工業専用地区内

に建築してはならない建築物に，病院とホテル（旅館は

従前からあった）が追加された。

1.3 新都市計画法と建築基準法改正

高度経済成長に伴い，人口・産業の急激な都市集中が

進展し，都市周辺部における無秩序かつ広汎なスプロー

ルが大きな社会問題となってきた。都市地域の秩序ある

発展を目指し，市街地の計画的段階的な整備を推進する

ため，都市計画法が50年ぶりに抜本改正され，新都市計

画法が昭和 44年 (1969年）に施行された。

新しい都市計画法の要点は，段階的市街化を図るため，

都市計画区域を 2つに区分して，概ね 10年以内に市街イじ

を促進する市街化区域と，当面市街イじを抑制する市街化

調整区域に分けるいわゆる線引き制度を導入したこと，

開発許可制度を創設して宅地開発規制を行い開発の水準

を確保すること等が重要なポイントであった。

これを受けて，建築基準法が昭和 45年 (1970年）に

改正され，集団規定については，市街地建築物法制定以

来の抜本的改正が行われ，これにあわせて，都市計画法

も関連する規定が同時に改正された。用途地域を中心と

する地域地区制度の大幅な改正がその主な内容である。

1) 用途地域

従来の 「住居地域」を低層，中高層の好環境住宅地及

び一般住宅地向けの3基本地域（「第一種住居専用地域」，

「第二種住居専用地域」及び 「住居地域」）に改め， 「商

業地域」を住宅地関連の商業地と一般商業地の2基本地

域（「近隣商業地域」及び 「商業地域」）とし， 「工業地域」

に 「工業専用地域」を追加し， 「準工業地域」を含め従来

の基本4地域を計8地域に改めて，用途地域の細分化が

図られた。（これに伴い，従来の住居専用地区及び工業専

用地区は廃止された。）

この改正は，従来の2専用地区が都市計画上その活用

が不十分であったこと， 日照等のトラブルを多発してい

る住宅地の環境悪イじゃ中高層アパートの激増等に対処す

ること，新都市計画法の土地利用計画として適切な用途

地域を定める必要が生じたことが主な理由となっている。

また，この8つの用途地域がそれぞれに適切な用途規

制となるように，公害その他問題のある用途の住宅関係

地域からの排除を中心として，それぞれの地域環境の純

佑と維持向上が図られた。用途地域の細分化とあわせた

用途の純イじが目指された改正である。

住宅に関係するところを中心にみると，低層低密度住

宅地の環境保護を行う第一種住居専用地域と中高層高密

度住宅地の環境保護を行う第二種住居専用地域の2つが

新たに設けられた。第一種住居専用地域は，従来の住居

専用地区の規制にさらに大学，自動車教習場等を追加規

制しその純化が図られている。同地域で建築できるもの

は，別表第2の中で表 1-6のとおり列挙されているが，

住宅という用途に係るものについては， 「イ主宅」，「住宅で

事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるものの

うち政令で定めるもの」及び 「共同住宅，寄宿舎又は下

宿」の3つであり，これらがそのまま現行規定に引き継

がれていることがわかる。この中で，兼用住宅について

は， 前述のとおり政令改正により具体的な基準が設けら

れ，住宅と兼用する用途の面積が全体の半分を超えず，

かっ 50d以内であること等が規定されている。なお，表

1-6の政令で定める第一種住居専用地域内に建築できる

公益上必要な建築物については，昭和 52年（1977年）

の政令改正により，拡充されている。

第二種住居専用地域は，住居地域の規制からさらに工

場，旅館，ボーリング場，遊技場等を排除している。ま

た，住居地域の工場については，従来小規模で比較的実

害が少ないものとして認められていたもののうち，公害

等の問題を起こしているものを追加規制している。

この他，工業地域の住宅の排除について検討されたが，

いたずらに既存不適格建築物（適法に建築後法令改正等

によって法令の規定に不適合となった既存建築物）の大

量生産となることから見送られた経緯がある。なお，工

場の種別については，前述のように公害の発生が著しい

小規模工場（ 5種類）を住居地域で新たに制限した他は，

別表第2の中で特に拡充されていない。

この後，第二種住居専用地域については，昭和 51年

(1976年）の別表第2の改正により規制が強化されてい

る。第二種住居専用地域が中高層住宅に係る良好な住居

の環境を保護することを目的とする地域であるにもかか

わらず，大規模な店舗，事務所，倉庫等が進出し，交通

混雑，騒音等の面で周辺の居住環境を悪化させていると

いう問題が発生していた。このため，床面積が 1500rrfを

超える大規模な店舗，事務所，倉庫等が新たに制限され

るとともに，あわせてこれらの用途が3階以上に及ぶこ

とが制限された。なお，昭和 51年（1976年）改正では，

日影による中高層建築物の高さの制限を行う日影規制の

創設や，昭和 45年改正で導入された容積率規制について，

第二種住居専用地域の容積率メニューから 400%をはず

し， 100%と150%を追加するとともに，住居系用途地域

について前面道路幅員に基づく容積率規制の強化等があ

わせて行われている。日照問題を始めとする居住環境の

確保に関して，総合的な対応の一環として用途規制の強

イじが図られたといえる。

2) 特別用途地区

特別用途地区は，都市計画法の改正に伴い，その内容
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は都市計画法及び同施行令で定められることになった。

ただし，内容の変更はなく 7種類であった。その後，昭

和 46年 (1971年）の施行令改正により，特別業務地区

が加えられ， 8種類になった。特別業務地区は，卸売市

場，卸売店舗，トラックターミナル，倉庫等の流通関係

施設及び自動車修理工場，ガソリンスタンド等の広域サ

ービス施設を交通至便な地区に集中立地させる趣旨のも

のである。

1. 4 地区計画制度の創設

用途地域，特別用途地区とともに，建物用途規制に係

る主要なしくみである地区計画制度は，昭和田年 (1980

年）に都市計画法及び建築基準法の改正により創設され

た。小規模な開発区域において小規模宅地の住宅を連担

して建築するいわゆるミニ開発やパラ建ち的スプロール

等による不良な市街地形成に対応するため，一体的に整

備及び保全を図るべき地区について，地区道路，公園等

の施設整備，建築物の建築等に関し必要な事項を一体的

かつ総合的に定め，それぞれの地区の特性に応じたきめ

細かいまちづくりの手段として設けられたものである。

地区計画制度は，一定規模以上の開発を対象とする開発

許可制度と個々の建築をチェックする建築確認制度の中

間領域をカバーしようとするものであるといえる。以下，

用途規制の観点を中心に地区計画制度を概括する。

1) 地区計画

地区計画は，当該地区の整備等の方針と地区整備計画

を都市計画で定める。地区整備計画には，道路，公園等

の地区施設の配置等，建築物等の用途制限や形態規制に

係る事項及び土地利用計画を定めるものである。また，

住民の意見を十分に反映しながら計画決定すべき性格を

勘案して，地区計画の都市計画決定権者は市町村とされ

た。さらに，市町村は，地区整備計画の建築物等に係る

事項について，建築基準法に基づく条例により制限を定

めることができることとなった。つまり，条例に基づく

制限が建築確認の対象法令となり，建築確認により，建

物の用途等をコントロールできるというしくみである。

都市計画法と建築基準法がセットで機能することにより

建物の用途等を規制するところは，用途地域等の既存の

ものと同様であるといえる。

例えば，当該地区の特性をふまえて，用途地域による

制限をさらに強化することや建築物の敷地面積の最低限

度を定めること等が可能となった。住宅地の場合に，第

一種住居専用地域でも建築可能な共同住宅を，地区計画

ロより制限し，戸建住宅のみを認めるといった運用がで

きるわけである。あるいは，用途地域規制に係る別表で

は区分されていない用途について，細かい条件を付して

一定のもの（例えば，一定住戸面積以下の共同住宅等）

-9-

のみを排除することも可能となり，用途コントロールの

世界が画期的に広がる道筋をつけたものと考えられる。

地区計画は，制度創設後，社会経済状況の変化に伴う

政策需要の拡大に対応して，様々な種類のものがつくら

れていった。ここでは，用途規制に関係する 2つの種類

について次に取り上げる。（なお，地区計画制度について

は，種類が増えてわかりにくくなっていたことから，平

成 14年（2002年）建築基準法及び都市計画法の改正に

より，法規定上の整理合理化が図られた。また，この際，

用途地域の規制を国土交通大臣の承認を得て条例により

緩和できる特別用途地区的なスキームを組み込んだ用途

緩和型の地区計画がメニューに付加された。）

2) 再開発地区計画

再開発地区計画は，産業構造の変イじ等に伴い発生した

工場跡地等大規模な低・未利用地において，公共施設の

整備を図りつつ，土地利用転換を誘導するためのしくみ

として，昭和 63年 (1988年）に創設された。法制上は，

都市再開発法と建築基準法の改正に基づくものである。

用途規制からみたこの制度の特徴は，転換後の土地利用

計画に応じて用途地域の規制を緩和できることで，プロ

ジェクトに対応して用途規制を緩和するしくみの草分け

ともいえるものである。用途規制の緩和は，特定行政庁

の許可により行う手続きとなっている。用途緩和とあわ

せて，容積率や斜線制限等の緩和を一体的に行うことが

できるしくみである。（なお，前述の平成 14年（2002年）

の法改正により，再開発地区計画は，地区計画に組み入

れられ，メニューのーっとして再開発等促進区という名

称に変わっている。）

3) 用途別容積型地区計画

用途別容積型地区計画は，都心部やその周辺部におい

て，地価高騰や業務施設等の立地の集中により人口の著

しい減少を示している区域に，住宅供給を促進し定住人

口の確保を図るためのしくみとして，平成2年(1990年）

に都市計画法と建築基準法が改正され地区計画の新たな

メニューとなった。住宅の用途に供する建築物の容積率

を用途地域で定められている数値の最高 1.5倍まで緩和

するもので，容積率の最高限度を地区整備計画で定める

ものである。この地区計画は，東京都中央区等で広〈活

用されている。

1. 5 用途地域等の拡充

1980年代後半から 1990年代に入って，バブル経済に

伴う地価の高騰は，住宅に比べて地価負担力が高く立地

圧力が強い事務所が住居系の土地利用地域に無秩序に進

出するという現象を引き起こした。住居系の土地利用を

保護するとともに，人口空洞化が進む都心地域等におけ
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る住宅供給を確保するため，きめ細かい用途規制が社会

的に強く要請されるようになった。このため，土地利用

規制において都市居住の位置づけを強化し，大都市の既

成市街地等における良好な住宅・住環境の確保を図るた

めの制度拡充が行われた。（前項の用途別容積型地区計画

もこれと軌をーにするものである。）

1) 用途地域

平成4年（1992年）の都市計画法及び建築基準法の改

正により，用途地域の種別が従来の8用途地域から 12

用途地域に拡充された。適切に住環境の保護を図り住宅

の確保に資するとともに，あわせて新たな市街地形態に

も対応し，よりきめ細かな用途規制を行いうるよう，住

居系用途地域の細分化が行われた。

従来の「第一種住居専用地域」が，「第一種低層住居

専用地域」と「第二種低層住居専用地域」の2つに分け

られた。前者は従来の第一種住居専用地域と概ね同じも

ので，後者は 150nf以内の店舗等の利便施設を許容し小

規摸のコンビニ等の立地を許容するものである。

また，「第二種住居専用地域」が， 「第一種中高層住居

専用地域」と 「第二種中高層住居専用地域」の2つに分

けられた。前者は従来許容されていたものに加え，病院，

児童厚生施設， 500nf以内の店舗等に限って建築を許容

することとされた。これは，中規模のスーパーマーケッ

ト等の立地を許容し，中高層住宅地にふさわしい利便の

確保を図るものである。後者は，店舗等の上限床面積が

1500 nfとされる等，前者に比べてわずかながら規制が緩

和されている。

さらに，「住居地域」が， 「第一種住居地域」， 「第二種

住居地域」及び 「準住居地域」の3つに分けられた。第

一種住居地域は，第一種中高層住居専用地域で許容され

ている用途以外の建築物で床面積の合計が 3000nfを超

えるものの建築が禁止されている。これは，大規模な事

務所や店舗が進出して居住環境を阻害することの防止を

図るものである。準住居地域は，自動車関連施設等と住

宅が調和して立地する地域という趣旨で，自動車車庫の

制限がなく，自動車修理工場の床面積の上限を従来の住

居地域の50nfから 150nfに引き上げる等の規制内容とな

っている。第二種住居地域は，従来の住居地域と概ね同

じである。

用途地域の細分イじとあわせて，個別の用途規制の見直

しが行われた。騒音の発生等による居住環境の悪化を防

止するため，従来の別表の用途種別になかったカラオケ

ボックスを新たに設け，すべての住居専用地域と第一種

住居地域で建築を禁止した。また，モータリゼーション

の進展に対応して自動車車庫の制限の一部緩和が行われ

た他，工場の規制について，新しい工場の出現，騒音規

制法等の公害関係諸法の位置づけ等を参考としつつ，規

nu 

司
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制対象事業種別の追加を行う他，政令による対象事業の

追加及び適用除外ができることに改められた。この他，

第一種住居専用地域に建築できる建築物のうち，養老院，

託児所に代わり，老人ホーム，保育所，身体障害者福祉

ホームが例示されること等の見直しが行われた。これら

の見直しに伴い，建築基準法別表第2の改正がなされ，

現在に至っている（表 1-1)。

2) 特別用途地区

同じく平成4年 (1992年）の都市計画法改正により，

特別用途地区に，中高層階住居専用地区及び商業専用地

区の2つが追加されるとともに，翌年平成5年(1993年）

の施行令改正により，研究開発地区が追加され，あわせ

て特別用途地区の種類が 11種類となった。中高層階住居

専用地区は，都心部で住宅と商業業務施設が立地する地

域等において，中高層階を住宅等に限定する立体用途規

制を行い，住宅の確保を図るものである。商業専用地区

は，店舗，事務所等が集積する地区において，低層階の

住宅，工場等を制限し，商業業務系用途の利便の増進を

図るものである。研究開発地区は，研究所，研究支援施

設その他の研究開発施設の集約的な立地を図るものであ

る。これら特別用途地区は，地域の実情に応じた適切な

用途制限の内容を市町村が条例で定めるものであり，地

域特性にあわせた規制を行うため，市町村が決定する都

市計画である特別用途地区のメニューとして拡充された

と考えられる。

1.6 地方分権の推進

平成7年（1995年）に地方分権推進法が制定され，こ

れまでの国と地方公共団体の役割分担を見直し，住民に

身近な行政はできる限り地方公共団体が担う方向で検討

が進められた。このような流れの一環として，都市計画

制度についても見直しが行われた。豊かさが実感できる

生活の実現，個性的で多様性に富んだ生活の実現のため

には，生活に身近なまちづくりの計画を充実する必要が

あるという考え方で，市町村の役割を拡大し，市町村が

主体的にまちづくりを進めてい〈上で活用しやすい手法

となるような制度改正が順次進められた。

1) 用途地域

平成 10年（1998年）の都市計画法施行令の改正によ

り，用途地域の都市計画決定権限について，都道府県の

決定範囲が，三大都市圏の既成市街地，近郊整備地帯等

及び政令指定都市に限定された。この結果，三大都市圏

の都市開発区域，新産業都市，工業整備特別地域，道府

県庁所在市及び人口25万人以上の市については，決定権

者が都道府県から市町村に変更された。
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2) 特別用途地区

同じく平成 10年 (1998年）の都市計画法及び施行令

改正により，特別用途地区は，従来規定していた類型が

廃止された。これは，市町村がその創意工夫のもとに，

住民の意向もふまえつつ，多様なニーズに応じた柔軟な

対応ができることが望ましいという観点から，特別用途

地区を多様イじし，その類型を予め法令により限定せず，

個々の都市計画において定めることとされたものである。

2. 住宅という用途

前章では，建物用途の規制について，その系譜をかけ

足でたどったが，これをふまえて，次に，住宅という用

途に観点をしぼって検討を行うこととする。

2. 1 住宅種別・形式と用途規制

1) 住宅の定義

ところで，「｛主宅」の定義は法制度上はどのようにな

されているのであろうか。建築基準法においては，法文

上特に定義はされていないが，住宅金融公庫法（昭和 25

年 (1950年）制定）によれば，「人の居住の用に供する

家屋又は家屋の部分をいう。」と定義され，平成 11年

(1999年）に制定された住宅の品質確保の促進等に関す

る法律では，「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分

（人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に

供する部分を含む。）をいう。」と定義されている。

国勢調査では，住居を住宅と住宅以外に区分するとと

もに，住宅を次のように定義している。

「一つの世帯が独立して家庭生活を営むことがで

きる永続性のある建物（完全に区画された建物の一

部を含む。）一戸建の住宅はもちろん，アパート，

長屋などのように家庭生活を営むことができるよ

うな構造になっている場合は，各区画ごとに一戸の

住宅となる。なお，店舗や作業所付きの住宅もこれ

に含まれる。」

また，国が昭和 23年 (1948年）以来5年ごとに実施

している全国調査である「住宅・土地統計調査」では，

住宅を次のように定義して調査を行っている。

「住宅とは， 一戸建の住宅やアパートのように完全

に区画された建物の一部で，一つの世帯が独立して

家庭生活を営むことができるように建築又は改造

されたものをいう。ここで，『完全に区画された』

とは，コンクリート壁や板壁などの固定的な仕切り

で，同じ建物の他の部分と完全に遮断されている状

態をいう。また，『一つの世帯が独立して家庭生活

を営むことができる』とは，一つ以上の居住室，専

用の炊事用流し（台所），専用のトイレ及び専用の

出入り口の4つの設備要件（このうち，炊事用流し

とトイレについては，共用であっても，他の世帯子の

居住部分を通らずに，いつでも使用できる状態のも

のを含む。）を満たしていることをいう。」

さらに，世帯との関係では， 1住宅に 2世帯以上住ん

でいる場合には，そのうちの主な世帯（家の持ち主や借

り主の世帯等）を主世帯とし，他の世帯を同居世帯とし

て取り扱っている。

なお，同調査では，人が居住する住宅以外の建物につ

いても，寄宿舎，下宿屋，旅館等を調査対象としている。

また，同調査では，住宅の種類を，「専用住宅」及び「店

舗その他の併用住宅」の 2つに区分している。同じく住

宅の建て方については，「一戸建」，「長屋建」，「共同住宅」

及び「その他」の4つに区分している。このうち「その

他」は，例えば，工場や事務所等の一部が住宅となって

いるような場合である。

（この他，同調査では，建物の階数，構造，住宅の所有

関係，規模等を総合的な切り口で調査しているが，本稿

が用途規制の観点、で整理するものであるので省略する。）

2) 住宅種別・形式

上記の住宅・土地統計調査のように，住宅は様々な種

別・形式に分類することができる。利用方法の種別によ

って，専用住宅，併用住宅，宿泊所，ホテル住宅，別荘

住宅といった区分ができる。また，世帯と住宅の関係か

ら，単独世帯住宅，複合世帯住宅，単身住宅といった区

分ができる。建て方によって，一戸建，二戸建，三戸建，

長屋建，共同建てという区分もある（二戸建，三戸建は，

わが国ではあまりなじみがないが，外国の規制メニュー

にはしばしばみられる。）。また，建て方と世帯との関係

の組み合わせで，棟当たり戸数という指標で区分するこ

とも可能である。この他，建物の階数によって，低層 (1

～3階），中層（ 3～7階），高層（ 7～十数階），超高層

(20階以上）等の区分が考えられる。

3) 用途規制上の取扱い

前述したように，建築基準法においては，住宅の定義

はされていないので，建築確認等を行う際には，当該案

件が住宅に該当するかどうかは，現場の判断に委ねられ

ているといえる。一般的には，形態上， 1以上の居室を

もっとともに，専用の出入り口を有し，トイレ・流し台

（台所）・浴室（この3つは現場では3点セットと呼ばれ

ている）を備えているものが住宅として取り扱われてい

る。これは上記の住宅・土地統計調査における住宅の定

義の骨格部分とほぼ同じ内容となっている。なお，浴室

については，浴槽がなくシャワーのみの場合でも浴室と

して判断する行政庁が多いようである。建築基準法に住

宅の定義がされていないことは，特段の定義を行わなく

ても，一般常識・社会通念に基づく判断が十分可能であ

ると考えられてきたものとみられる。
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また，住宅の種別・形式と，わが国の用途規制上の取

扱いとの関係は，前章でみたように，用途規制の根幹を

なす用途地域制度においては，「｛主宅」，「併用住宅」及び

「共同住宅，寄宿舎又は下宿」を区分して取り扱ってい

るが，世帯との関係や二戸建，長屋建という建て方区分，

階数等の区分はされていない。また，住戸の規模，棟当

たり戸数も特に規定はない。

これは，後述するように，これまでの用途規制の流れ

が，工場を始めとする住宅に影響を与えるおそれがある

用途のコントロールに主眼があったため，工場用途の区

分については工業化の進展にあわせて極めてきめ細かく

分類がされてきたのに対し，住宅関係については比較的

大まかな分類とされていたことが考えられる。また，用

途地域の細分化により，市街地の特性にきめ細かく対応

した用途規制が目指され，特に平成4年 (1992年）の制

度改正では，住宅系の用途地域が拡充されたが，これも

住宅と事務所等の他用途の混在をどの程度まで許容する

かという観点が中心で，住宅自体の用途分類を細かく見

直すということはなかった。前章でみたように，住宅関

係の用途分類は，昭和 13年（1938年）の住居専用地区

で，現行規定の原型がほぼできているのである。

外国の用途規制についてみると，例えはアメリカでは，

ゾーニングの種類は州や都市ごとに決められているが，

住居系の用途地域として 10種類以上のメニューが設け

られているケースが少なくない。それらの規制内容は，

一家族用の一戸建住宅以外を許容しないもの，一戸建と

二戸建のみを許容するものや敷地規模の制限を始め，土

地の面積当たりの住戸数，住宅の部屋数をきめ細かく段

階的に規定しているものもある。これは，住宅対他用途

の関係の制御というより住宅用途自体を質のレベルで切

り分けそれぞれの同質化を図る考え方である。一家族用

の一戸建住宅地を最高とし，環境と資産価値の保全を図

るアメリカのゾーニングの考え方が基底にある。一方，

わが国では，一般の市街地では用途混在型が多〈，アメ

リカのように社会階層によって住宅用途を細分佑し規制

する考え方は，比較的希薄であったため，基本的な用途

規制ツールである用途地域による規制単位は住宅につい

ては大まかな分類になっているといえる。ただし，前述

したとおり，地区計画によって住宅の種別・形式に基づ

く規制を行うことは可能である削｝。

2.2 住宅用途対他用途

の眼目であり，工業イじの進展に対応して，工場用途を生

活環境に与える影響量を主な尺度として細かく分類し，

用途地域制度をベースとして住宅との分離の度合を設定

してきたとみることができる。これは，表 1-1の建築基

準法別表第2で列挙されている建物用途の規制項目のう

ち，工場関係が78に及んでおり，全体の規制項目の大半

は工場の規制になっていることに如実に表れている。な

お，前章でふれたように，平成4年 (1992年）の法改正

により，工場用途については政令による対象事業の追加

規定が設けられたため，この点を勘案すると工場関係の

規制の比率は実質的にさらに高いものとなる。

その一方で，画一的な大量生産方式の工業化を担って

きた人々の属する家族形態は，農村型コミュニティを構

成する大家族から分離した均一な核家族あるいはその予

備軍の若年単身世帯が大宗をなしていた。この核家族を

中心とした家族類型を標準世帯という概念でとらえ，全

体の大部分を説明することができた時代であったのであ

る。このため，世帯の器となる住宅用途も比較的単純な

類型を用意することで十分事足りたと考えられる。

2) 住宅対事務所

ポスト工業化の流れは，全国の第三次産業就業者数の

比率が一貫して増加し，昭和 50年（1975年）に初めて

全体の半分を超える等，着々と進んでいた。この流れは，

バブル経済により膨張した大きな波となって，土地利用

面では，都心部等における事務所用途イじを前提としたい

わゆる地上げ等による住宅の駆透，浸食現象となって表

れた。この背景には，単に経済のサービス化だけでなく，

I T技術のめざましい発達とあいまった国境を超えたグ

ローパル経済化の進展があるといわれている。この時期

の事務所床の地価負担力が住宅床を圧倒していたことに

よる用途聞の競争力の格差が，急激な事務所化の現象と

して生じたわけである。（ちなみに，その後の地価下落傾

向への転換と需給状況の変化により，住宅と事務所の地

価負担力は，一部の地域では逆転するところがみられて

いる。）

このため，用途規制においても，前章でみたような産

業構造の転換に伴う土地利用転換を円滑に促進するため

の措置とともに，事務所用途との立体的な住み分け手法

を含む，住宅用途の確保のための用途地域の拡充を始め

とする諸々の施策が講じられたわけである。

1) 住宅対工場 3) 計画的な用途複合

工業イじ時代の用途規制は，生産の場と生活の場を空間 前述した工場と事務所に共通していることは，住宅に

的に分離することが基本であった。生産の場の代表的な とっての脅威であったということである。したがって，

建物用途が工場であり，生活の場のそれはいうまでもな 都市全体としては必要なものであるが，住宅にとっての

く住宅であったわけである。したがって，工場と住宅を 脅威を都市の中でどのように住宅から空間的に分離する

どのように空間的に分離するのかが，用途コントロール か，あるいは，どのように住宅を確保するかが，用途コ
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ントロールに求められていたものであった。

しかし，望ましい市街地像を実現するための適切な土

地利用・建物用途のあり方を考えると，このような排除

型のコントロールのしくみだけでは十分でないことがわ

かる。住宅からみて近接していることが必要である，便

利である，望ましいといった他用途を積極的に配置する

機能が必要である。用途地域制度のしくみは，同一用途

を純イじする機能や用途混合を認める範囲を規定する機能

はもっているが，都市全体の用途配置をマクロスケール

で規定するという性格上，複数の用途を有機的に組み合

わせて計画的にセットする機能は比較的弱いものと考え

られる。むしろ，このような計画的な用途複合を実現す

る機能は，前章でみたように，地区計画制度を始めとす

るプロジェクトを念頭においた地区スケール，街区スケ

ールでの用途コントロールのしくみの積極的な活用に期

待されているといえる。

ポスト工業社会は知識社会であるといわれている。知

識産業を基軸とする社会では，人閣の知的能力を刺激す

るような魅力ある生活環境が重要となると考えられてお

り，高質な生活機能があって初めて生産機能も成り立つ

という，工業社会とは逆の発想が求められるようになる。

用途コントロールの考え方も，住宅を中心とした生活機

能の高度化の観点からの計画的な用途複合を目指す必要

がある。わかりやすくいえば，住宅サイドからみた他用

途との関係を，守りから攻めへ転換するということであ

る。

2.3 住宅用途の変化

前節において，住宅用途と他用途の関係を論じたが，

住宅用途自体も時代の変化により変遷をとげている。そ

こで，住宅用途の変化について検討してみる。

1) 機能・構造面での完全化と質向上の追求

戦後のわが国の住宅政策の原点は， 420万戸という住

宅の絶対的不足への対応であった。このような状況下で

は，機能や構造の面で不完全な住居にやむを得ず暮らす

国民も少なくなく，前述の住宅・土地統計調査における

住宅の定義の規定ぶりにも当時の事情が反映されている

ことが窺える。住宅用途については，まずは機能・構造

の面でひととおり揃った住宅といえるものを確保する段

階であった。

さらに， 1960年代に入って，人口の急激な都市集中と

核家族化に対応するため，昭和 41年 (1966年）から 8

期にわたって住宅建設五カ年計画が策定され，住宅建設

量の確保と住宅・住環境の質の向上が図られてきた。昭

和 48年 (1973年）にすべての都道府県で住宅数が世帯

数を上回り，量の確保から質の向上へ政策の重点が移行

した。その後，様々な施策が展開されて質の向上が図ら

nペU
司
1
1

れつつあるが，阪神・淡路大震災等を契機とした住宅の

耐震佑の徹底，高齢社会をふまえたバリアフリー化の促

進，地球環境に配慮した省エネルギー化の促進等，多く

の課題への対応がなお必要とされている。

住宅用途の観点では，マンシヨンを始めとする共同住

宅のストック数の増大に対応して，マンション管理や建

替えに係る法制度の充実が図られたことが注目される。

しかし，規制制度の面では，住宅用途自体に係る大きな

変化はなかったわけであるが，次項でみるように社会経

済状況の変化の中で，新たな動きが認められる。

2) 住宅用途の新たな動向

住宅用途の動向を左右する要因は様々なものが考え

られるが，ここでは特に変イじの構造的要因と思われるも

のをいくつか取り上げる。

まず，世帯の縮小傾向である。世帯の平均規模は戦後

一貫して縮小しているが，近年の特徴は単身世帯の増加

である。特に大都市ではこの傾向が顧著で，例えば東京

都区部では，平成 12年（2000年）現在で単身世帯率が

43.6%と半分に迫っている。単身世帯は，かつての若年

層だけでなく，高齢層や中年層の増加が注目される。単

身世帯の増加とこの背景にあるといわれる家族の個人化

の傾向があいまって，住宅用途の面では，ワンルームマ

ンシヨンに代表される住宅の「部屋化」が進みつつある

と指摘されている。

次に，女性のライフスタイルの多様化が今後とも進む

と予想されている。女性の就業率の増加を含めて社会的

な活動機会がますます幅広く充実することが予想され，

また期待されている。これに伴い，従来住宅内で担われ

てきた家事や育児，介護を始めとする多様な生活関連サ

ービスが，住宅から外部化し社会全体で担われるという

動きが加速するものと考えられる。

これらの 2つの動向は，前項でみた住宅を完全なもの

にしようとしてきたこれまでの努力の道程に逆行するも

のであるようにも一見されるかもしれないが，そうでは

ないと考えられる。従来の住宅という概念領域の中だけ

をみると，「部屋佑」あるいは機能の外部化であるが，住

宅を含むより広い「まち」という視点から高次化したサ

ービス機能を実現しようとしているととらえるべきであ

ろう。卑近な例を挙げると，部屋化した住宅はコンビニ

に近接していないと不便で暮らしにくいことになる。し

かし，次項で述べるように，住宅とまちの関係が適切に

マッチングしないと良好なまちになる保証はない。現に，

ワンルームマンシヨンの立地を規制しようとする動きは，

多くの住宅市街地でみられるところである。前述した住

宅と他用途との計画的な用途複合の必要性は，住宅用途

の新たな動向からも導き出されるわけである。

一方，前述したようにポスト工業社会では，生産と生
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活の領域は，必ずしも工業社会のように分離を志向せず，

むしろ融合佑の傾向がみられる。また，知識社会におけ

る生産は，大がかりな装置を必要としない身軽さをもっ

ており，流動性も高いものである。このことは，住宅用

途の面では， SOH Oやサテライ トオフィスに代表され

る住宅と業務が融合した新たな形態を生み出すとともに，

ウィークリーマンションのような短期間の居住形態の増

加となって現れていると考えられる。

例えば， SOH Oはスモールオフィス・ホームオフィ

スを略した名称であり，内容は幅広いものであるが，用

途規制上は，主要な部分が事務所で，トイレ・流し台・

浴室を備えているようなケースの用途をどのように判断

するのかが難しい事例も増えている。また，主要な用途

の判断についても，例えば，昼間は事務所利用，夜間は

住宅利用といったケースについては判断が難しい場合も

ある。すなわち，建物の用途について，事務所か住宅か

の判定が難しいということである。

また，ウィークリーマンションについても，用途規制

上の取扱いとして，利用面では短期間であっても，形態

上は共用部分を有するものであるので，共同住宅とみな

すのか，旅館業法の旅館業に該当する場合には，ホテル

とみなすのか，といった判断を要する場合が増えている

といわれている。不特定多数の出入りによる周辺の居住

環境への影響から，紛争になるものもみられ，適切な判

断が求められている。

このような新たな動向に対して，用途規制の上で，法

制的に新たなカテゴリーを設けるべきか，個別案件ごと

に条件を付して許可を行うしくみを設けるべきか，運用

上の問題として行政庁の判断基準を整備すればよいのか，

あるいは地域差や個別性をもっ問題として整理すべきか，

等の観点から検討を進めることが必要であると考えられ

る。また，その際にはあわせて，用途地域等の都市計画

上の取扱いとの関係を分析することが必要である。用途

地域制度が，建築基準法に基づく建物用途の分類とあい

まって全国一律のメニューを用意しているという性格を

考慮、した上での検討が求められる一方，特別用途地区や

地区計画を活用して，一定の地域の特性にあわせて用途

地域の規制メニューを強化または緩和することにより，

さらにきめ細かく建物用途の規制を行うことで対応すべ

き問題として検討することも考えられる。さらに，これ

らの新たな動向を示している事例は，建物の用途変更の

面でも比較的流動性が高いものが多いと予想されるので，

次章でふれる用途変更の際のコント ロールについてもあ

わせて検討されることが望ましい。

3) 居住機能のまちへの分散化とまちとの融合化

上記のような住宅の新たな動向のうち特に住宅機能

の外部化は，居住機能のまちへの分散イじとしてとらえる

-14-

ことができる。しかし，まちの側で，それをうまく受け

止められなければ単なる機能の一部喪失にすぎないこと

になる。したがって，まちのレベルで居住を始めとする

広い意味での生活機能が住宅とまちが一体となって充足

される，いわば住宅とまちとの融合化が図られることが

必要である。この融合イじは，一つの建物の中で行われる

こともあれば，街区や地区の広がりの中で実現されるケ

ース等，地域の特性に応じてそれぞれにふさわしい様々

な単位で実現されることが考えられ，それぞれの融合佑

のレベルに対応した用途コントロールのしくみを活用す

ることが重要である。

現在，多くの地方都市が直面している中心市街地衰退

問題は，住宅を支えていた商店や病院を始めとする各種

生活サービス機能が低下していくことが住宅の減少を招

き，住宅の減少による顧客減がさらに商店等の減少につ

ながるという悪循環が招いた現象であるととらえられる。

また，住民の高齢化とあいまった郊外住宅地の衰退も，

同様の構造により今後深刻化することが懸念されている。

こうした典型的な問題についても，上記の考え方をふま

えて対処することが求められよう。

3. ストック時代の用途コント ロール

住宅の量的不足の解消，多くの都市の中心市街地での

空き床の発生といった建築物の需給のゆとりが発生して

いる一方，少子高齢化の進展による人口減少の展望や地

球環境問題への対応の観点からの建築物の長寿命化の要

請等，わが国の経済社会情勢の変化をふまえると，建築

物はフローの時代からストックの時代への転換期にある

と認識されている。このような中で，既存建築物を有効

に活用することが重要性を高めているが，建築物の用途

コントロールについてストック活用の観点からどのよう

に取り組むべきであるか考察する。

3. 1 用途変更と既存不適格

既存建築物の活用に関係する制度として，建築物の用

途変更と既存不適格建築物の規定を取り上げる。

1) 用途変更

建築物の用途変更に係る規制については，建築基準法

第 87条に規定されている。これは，用途規制が建築行為

のみを規制の対象としていることから，これを補い用途

変更行為を建築行為に準じて規制するものである。用途

変更行為を規制対象としなければ，適法の用途として建

築された建物が市街地環境への影響の大きな用途の建物

へと変更されることに対して何ら措置が講じられず，土

地利用の混乱と環境悪化を引き起こすことになるからで

ある。同条において，用途変更の際に建築確認等が必要

となる手続き規定，用途地域の規定等の準用を定めた実
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体規定，既存不適格建築物の用途変更の取扱いが規定さ

れている。

これらの規定は，用途地域の細分化に伴って（補3)

に追記するようにかなり複雑なものとなっており，後述

する，用途変更も組み込んだ地域のまちづくりルールを

つくりお互いに道守しあうしくみを実現する視点からは，

規定のわかりやすさの点で課題があるといわざるを得な

し＼U >o

2) 既存不適格建築物

既存建築物が，建築後に法令改正による規制強化のた

めに不適合となった場合には，その適合していない規定

に限り適用を除外するというものが既存不適格建築物で

ある。これは法律不遡及の考え方に基づくものであり ，

既存不適格建築物は違反建築物ではないことに注意する

必要がある。

既存不適格建築物に係る規制の概要は，既存不適格建

築物であっても，増築，改築，大規模修繕，大規模模様

替を行う場合には，全面的に建築基準法の現行規定に適

合させることが求められるが，一部の規定については，

一定の範囲で増築等を行う場合に限り，引き続きこれら

の規定を適合しないこととする緩和規定が設けられる，

というものである。

既存不適格建築物に係る規定については，平成 16年

(2004年）の建築基準法の一部改正により大規模な改正

がなされ，一部緩和を含む合理化が図られている。これ

は，増改築等を行う場合に，即時に建築物全体に不適合

である規定の遡及適用を行うことが，逆に改修等を凍結

する効果を生じ，結果として既存建築物が改善されない

まま放置される要因となっていることが考慮されたもの

である。

具体的な改正事項としては，まず既存不適格建築物に

対する勧告・是正命令制度の創設がある。著しく危険ま

たは有害となるおそれがある既存不適格建築物に対して，

特定行政庁は不特定多数の者が利用するものについて，

所有者等に対して勧告し，必要な場合は是正命令を行う

ことができる制度である。

次に，既存不適格建築物に関する各種の規制合理化が

図られている。その主な事項としては，増改築等の全体

計画認定制度の創設が挙げられる。これは，増改築等の

全体計画を特定行政庁が認定した場合には，即座に全基

準に適合させることを求めるのではなく，工事に係る部

分から順次基準に適合させることを可能にするものであ

る。最終的にすべての不適合状態が改善されることとな

る全体的な改修計画を前提に，改修期間内における遡及

適用を猶予し段階的な改修等を認めることにより，建築

ストックの再生，有効活用を円滑化しようとする措置で

ある。改正法の施行（平成 17年（2005年） 6月）にあ

わせて，国土交通省から，全体計画認定に係るガイドラ

インが発出されており，全体計画期聞は5年程度以下が

望ましい等の認定基準や認定手続き等が示されている刷、

3.2 人口減少時代の地域の維持管理

人口減少に伴い，建物や土地利用に対する需要は，変

イじするとともに，縮小していくと考えられる。この変化

に適切に対応できなければ，地域は持続可能性を失い，

表退，荒廃の道をたどることになる。建物や土地のスト

ックを活用して，これらの変化に対応する上で，用途コ

ントロールの果たす役割は重要である。

例えば，人口減少の大きな側面である高齢化に着目す

ると，学校の一部を高齢者用のサービス施設に転用する，

共同住宅を高齢者のグループホームに改造するといった

用途変更のニーズが増えることが予想される。また，中

心市街地の空き床をコンパージョンして， SOH Oや住

宅として再生する動きも近年増加している。この他，需

要縮小傾向が進行する過程では，恒久的な利用を前提と

しない手軽で暫定的な利用手法が多様化するものとみら

れる。このような用途変更が円滑かつ柔軟に行えるしく

みの充実が図られることが今後とも必要であると考えら

れる。

特に人口減少局面では，空き地や空き家の発生にどの

ように対応するかが新しい焦点になる。長期間利用され

ず放置されている空き地や空き家は，実態的な用途とし

ては無（ゼロ）であるが，その立地場所によって利用さ

れず放置されていること自体が周辺に悪影響（マイナス）

を及ぼしていると認められるような場合には， 一定の規

制がなされることも今後検討される必要があるのではな

いか。つまり，例えば建物の構造上は住宅であっても，

一定の地域内で長期間居住されず管理上問題のある空き

家については，用途規制上住宅と区分して別の取扱いを

受けるという意味である。この場合，一定の規制をどの

方向でどの程度かけていくのかは，地域の土地利用計画

によるわけで，にぎわいのある利用方法に誘導する場合

や緑地等の自然的利用に還元する場合等に取扱いが分か

れるものと考えられる。

上記の議論から明らかなように，用途変更を適切な方

向に誘導するためには，持続可能性の観点をふまえた，

都市のコンパクトイじを志向した都市や地域のマスタープ

ランが必要である。これは，将来的に用途変更を行いつ

つ積極的に利用するエリアから自然的土地利用ヘ還元す

るエリアまでの基本的な方向づけを，地域の合意に基づ

きまとめるものである。前章で述べたように，社会経済

情勢の変イじに対応した用途複合のあり方は，地域特性に

より，建物単位から街区，地区単位まで幅広い最適解が

あるものと考えられるので，用途変更のコントロールに

ついても，地域の合意に基づくルールを多様に選択でき

民
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ることが望ましい。

また，これとあわせて，用途変更しやすい建築物スト

ックを増やしていくことが重要である。例えば， SI建

築（長期耐用性の高い構造躯体のスケルトン部分と可変

性をもった内装のインフィル部分に分離して供給できる

建築方式）等の物理的社会的寿命の長い建築物の普及が

期待される。

3.3 地域におけるまちづくりルールの醸成

前節で述べたように，このような用途コントロールの

ルールを決めるためには，地域の住民等の合意形成が不

可欠である。それは，全国一律の最低基準である用途地

域の規制をベースとして，地域特性にあわせたきめ細か

いローカルルールを付加する上では，権利制限について

の関係者聞の合意が必要であることにとどまらず，当該

ルール道守の実効性確保の観点から，地域のまちづくり

に対する積極的な意志と参画姿勢が問われるからである。

きめ細かいルールのチェックを行政側のみに任せようと

してもいたずらに行政コストが膨張し，その一方で違反

も跡を絶たないという結果を招くだけであろう。用途コ

ントロールという切り口からも，今後のまちづくりにお

ける地域の自立性が必須条件であることがわかる。

近年のまちづくり Np Oの増加や活動機運の高まり

等，地域のまちづくりへの取り組みは徐々にその足取り

が確かなものになりつつあるが，今後とも，行政側から

の支援体制の充実や専門家の協力が必要であると考えら

れる。

また，地域がつくったまちづくりルールを実効性のあ

るものとするためには，都市計画決定等に基づく建築物

の用途規制による担保を措置しておくことが望ましい。

地域のまちづくりのローカルルールを地区計画等の都市

計画決定により公的な取り決めとすること等が考えられ

る。平成 14年（2002年）の都市計画法改正により創設

された都市計画提案制度は，地権者やNp O等が一定の

区域について都市計画の案を，当該区域の地権者等の同

意（ 3分の2以上）に基づき，都市計画決定権者に提案

できるというもので，従来都市計画の案の作成が行政側

でしかできなかったものを民間に開放した画期的な制度

である。この制度の活用等により，まちづくりルールが

各地で醸成，定着していくことが期待される刷、

n
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表1-1用途地域肉の建築物の制限

住宅

二住宅で事務所店舗その他これらに類する用遣を兼ねるもののうち政令で定めるもの

三共同世宅l 寄宿舎又I；！下宿

四学校（大学，高等専門学校，理事陣学校及び畠種学校在昨く．）．図書簡その他これらに類

するもの

m一種抵膚住居考｜五神社，寺院教会その他これらに顕するもの
用地域内に建築す l

（いJI ~ ｜六老人ホム保育所身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
ことができる建築 I

物 l七公祭活場（風俗営集等の続il'lll.U量務の適正化導に関する活律｛昭和二十三年，王律

第百二十二号）第二条鎗六項第一号に訪当する宮車（以下この費にあいて「個室付酒場

車Jという．）に悟るものを陪〈．）

八 It療所

九巡査派出所，公衆電話閉その他これらに類する政令で定める公益上必要屯建築物

十前名号の建聾物に附属するもの（政令で定めるものを昨く．）

一（L、）項規一号からll!九号までに掲げるもの

第二種低層住居専 ｜二店舗飲食店その他これらに類する用遣に供するもののうち政令で定めるものでその周

c;;,J 1：~1:~~~~：~ I 遣に供する部分の床面積の古制百五十平方メート叫円のもの（三階以上白部分を

物 I その用遣に併するものを昨く．）

三前二号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを昨く．）

一（し、）項第一号から第九号までに縄げるもの

二大学l 高等専門学校。専修学校その他これらに類するもの

三病院

白四老人福祉セノター児童厚生施訟その他これらに類するもの

第 種中高層f主居 ｜五店舗．飲宜店その他れらに類する用遣に供するもののうち政令で定めるものでその用
専用地域内に建築 l 」

（はlI I 遣に院する部分の底面帽の合計が五百平方メートル以内のもの（三階以上の部分をそ
することができる建 l
車問 ｜ の用遣に供するものを障し）

六自動車車庫で底面帽の吉E十が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定さ

れたもの（三階以上の部分をその用遣に供するものを昨く．）

七必韮上必要な建策物で政令で定めるもの

I＼前各号の謹援物に附属するもの｛政令で定めるものを昨く．｝

-u:J珊第二号＆U第三号。（へ） 1責務三奇から第五号まで｛と）珊駕四号車Uに｛ち｝璃

第三号＆U第四号に掲げるもの

二工場（政令で定めるものを昨く．）

ー三ポーリンヲ場スケート場水泳場その他これらに類する政令で定める運動施訟
第二種中高層住居 ｜四ホテル又は相餌
専用地域内に謹築 l

（にJI l五自動車軸官所
しては市ら屯い謹量l
同 ｜六政令で定める規模の音書

七三階以上の部分を（I；！）項に掲げる撞車問以外の建築帽の用遣に併するもの（政令で定

めるものを時く）

八 （は）項に掲げる建様物以外の建E表明白用遣に供するものでその用遣に棋する部分の

床面積の合計が千五百平方メ トルを超えるもの（政令で定めるものを時く）

一（へ） 1買に掲げるもの

，二マージャンII_，ぱちんこ厘．射的場，勝馬投票券尭売所。場外車券売場その他これらに
簿一種住居地~内 lI 類するもの

Cl:) Iに建築しては日ら屯 ｜
い建築閉 ｜三力ラオケボックスそのfl!!::れに類するもの

四（は）理に掲げる建語物以外の建築物の用遣に供するものでその用遣に供する部分の

床面帽の古計が三千平方メートルを超えるもの（政令で定めるものを昨く．）

（と）明第三号及Ull!四奇亜Uに（ち） l~憲一号，’R三号及Vll!四号に掲げるもの
二原動揖を使用する工場で作鍵場の床面曙の古針が五十平方メ トルを超えるもの

第二種住居地域内｜三劇場眠車問清芸場又は慢買場

（へ）｜に謹簸してはならな ｜四自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを越えるもの又は三階以上の部分にあ

い建援物 I るもの（建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを

除く．）

五傘寵聾モ官E℃金賞

一（ち）嘆に掲げるもの

二原動蝿を慣用する工場で作灘場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの（作

業場の床面帽の合計が百五＋平方メートルを超え日い自動車修理工場を除く．）

三次に掲げる幕畢（特殊の機惜の使用その他の特殊の方法による率緩であって世居の環

壇を害するおそれが屯いものとして政令で定めるものを除く．）を富む工場

（ー）苦量十リットル以上三十＇J：／トル以下のアセチレノガス尭生諸を用いる金属の工作

（ーの二）印刷用イノキの割遭

（二）出力の合計が0 七五キロワット以下の原動蝿を理用する重科の耽付

（このニ）原動機を世周する魚問の樟製品の製造

（三）原動楓を使用する二台以下町研磨縄による金属の位煙研磨（工具研磨を陣く．）

｛四）コルヲiエボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは舵埠研磨又は木材の粉砕で原動

機を｛買用するもの

（四のニ）厚さ0 五ミリメートJし以上の童圏板のっち打加工（童属工芸品の製造を目的と

するものを昨く）又は原動織を慣用する童置のプレス（渡圧プレスのうち矯正プレスを慣

用するものを昨く．）若しくはせん町

（四の三）印刷用平版の研磨

（四の四）層重視を使用する製品の製造

目（四の五）原動植を慣用するセメント製品の製造
i算性居地域内に逮 lIC四の穴）ワイヤーフ才一ミノヲマンンを慣用する童属陣の加工で出力の吉Zすが0・七五キ

（とlI聾しては屯らない謹l
聾明 ｜ ロワットを超える原動噛を使用するもの

［五）木材の引割若しくはかん屯削りl 裁縫機櫨撚糸組ひも編物製袋又I；！やすりの

目立で出力の合計がO目七五キロワットをこえる原動搬を恒用するもの

（六）割針又は石材の引誓jで出力の合計が一五キロワットをこえる原動機を慣用するもの

（七）出力の合計が二・五キロワットをこえる原動視を慣用する製粉

（八）合成樹脂の射出成形加工

(11.) 出力の合計が十キロワットをこえる原動栂を慢用する童属の切高，，

（十）めっき

（十一）原動織の出力の古計が一五キロワシトをこえる空買圧縮栂を慣用する作難

（一十二） 原動機を使用する印llll
（十三） ベノディノヲマシノ（ロール式のものに限る．）を慣用する童属の加工

（十四）タノブラーを慢用する金属の加工

（十五）ゴム樟用又は合成樹脂輯用の口一Jし蝿（力レンヲーロール時を降く．〕在使用する

作車

｛十六） ｛ー）から（十五）までに掲げるもののほか安全よ若しくは防火上白危険の置）（I;!

両主上若しくは瞳康上の有害の置が高いことによリ.1:主居の環壇を｛呆聾する上で支障が

あるものとして政令で定める事援

四（由） 1買事一号（ー）から（三）まで＇ （十一）)(I；！（十二）の物品｛（り） lJ第四号＆UC由）

珊簿二号において『危陵柑JとLhう．）の貯.l'l）（は処理に供するもので政令で定めるもの

ー（り）項に掲げるもの

近隣国草地域内に l二 劇場映画館。清芸場又I；！慢置場のうち客席の部分の庫面積の古針が二百平方メート

（ち） ｜謹聾しては日らない｜ ル以上のもの

i重量明 l三キャパレー，料理店，ナイトヲラブ.：：ノスホーJしその他これらに類するもの

四個室付浴場車に保昌公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの

一｛白）項第一号及U第二号に掲げるもの

二原動機を使用する工場で作業場の床面植の古針が百五十平方メートルをこえるもの（日

刊斬聞の印刷所及U作車場の床面帽の合計が三百平方メートルをこえ日い自動車修理

商業地場内に建量 ！ 工場を除く．）

〈り） ｜してほ日らない謹量 ｜三次に掲げる事輩（特殊の栂惜の慣用その他の特陣の方法による事量であって商車その

柑 I 他の車務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを昨く ）を富む工場

｛一）玩具埋：えの製造

（二）アセチレンガスを用いる童属の工作（アセチレンガス尭生器の苦量三十リットル以下の

もの又IJ~解アセチレノガスを用いるものを除く．）

（三） 引火性；；；済を用いるドライクリーニンヲドライヲイイノヲ又は達料由加111>1~理若しく
ほ焼付｛赤外轄を用いるものを陣式．）

（四）セルロイドの加鼎加工又ll機械のこぎりを使用する加工

（五）絵具又IJ水性塗料の製造

（六｝出力の合計が0・七五キロワットを二える原動機を慣用する達料の吹付

（七2E硫酸灯スを用いる物品の；事白

（八）骨贋その他動物質炭の製造

（八の二）せっけんの製造

（八の三） 魚粉，フェザーミール，肉骨粉I 肉粉若しくは血朝又はこれらを原料とする飼料の

製造

(I＼の四）手すき紙の製造

（列。羽又IJ毛の洗浄染色又は；事白

（＋〕ぼろ．くす綿Iくす紙，くず糸，くす毛その他これらに類するものの消毒選別，洗浄又

1i：車自

（十 ）製綿，古輔の再里見起毛せん毛・＂－毛又はフェルトの製造で原動機を慣用する

もの

（＋ニ） 骨，角，きI；！，ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは舵埠研磨又l;I三台以上の研磨

商量地域内に遣軍 l相こよる金属の舵煙研磨で原動機を慣用するもの

（り＇ Iしてはならない謹畢l什三）鉱物。岩石 土砂，コンフリートI アスフアルトコンフリート院賞童属ガラスれ

明 I んがi 陶磁器．骨文IJ貝般の粉砕で原動祖を慣用するもの

（十三の二）レディミフストコンフリートの製造又はセメントの謹詑で出力の古計が二 五キ

ロワットをこえる原動機を慣用するもの

（十四）畢憧炉灰又ほれん贋の2開通
（十五） 活字若しくは宣属工芸品の揖遭又は童属の溶融で音量の合計が五十リットルをこ

えないるつぼ又はかまを使用するもの（印刷所における活字の掃過を昨く）

（十六） lL，れんが。土器I 陶磁器I 人道砥石。るつぼ又国ほうろう鉄踏の製造

（十七）ガラス製造又は砂吹

（十七の二）童属のill射又l;I砂吐

（十七の三）蝕栢の誼付加工

（十七回目） ドラム力ンの揖；争又は再生

（十八）スブリノヲハンマ在世用する童置の鍛造

（十角」 ｛~綿伸菅又llロールを用い壷属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動
噛を慣用するもの

（二十） （ー）から（十声。までに掲げるもののほか安全上若しくは防火上の危険の直又は

衛生上若しくは憧庫上回有曹の置が高いことによりi 商量その他の繁務の利恒を増進す

る上で主陣があるものとして政令で定める夢鍵

四危険帽の貯.l'l）（日処理に供するもので政令で定めるもの

一次に掲げる事第（特殊の咽械の慣用その他の神障の方法による事援であって環境の悪

化をもたらすおそれのない工業の利慣を害するおそれがないものとして政令で定めるも

のを帥く．）を宮む工場

（ー）火車類取持法（昭和二十五年法律擁百四十九号）の火葺類（玩黒煙火を陣〈．）の製

通
（ニ）消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）篇二条第七項に規定する危険物の製造（

政令で定めるものを昨く．）

（三）マシチの製造

（四）ニトロセルロース製品の製造

（五）ビスコース製品アセテート又ll銅アノモニアレーヲノの製造

（六） 合成染料若しくはその中間柑．顔料又は塗料の製造（濯又1;11)(性重料の創造を昨＜.J
（七）引火性湾剤を用いるゴム製品又l;I芳書油の割遭

(l¥j 蛇埠油又は引火性ill剤を用いる蝿草紙布又は防水紙布の製造

（ナ凶 木材を原料とする活性炭の割遭（水車買法によるものを除く）

（十）石贋刀ス類又はコ クスの製造

（十一）可燃性刀スの製造（政令で定めるものを陣く．）

（十二）圧縮ガス又はj直化刀スの製造（製氷又は冷車を目的とするものを昨く．）

（十三）塩薫I 臭素ヨド白院貫．塩化院賞弗化水量敵塩酸硝酸硫酸，鴬酷苛性

力リ苛性ン－'j アノモニア水贋酸力リせんたくソ－＇｝， ソ－'j灰I さらし粉i i大硝a
蒼鉛， :t:~敵塩類I チオ硫酸塩類.i比棄化合問．鉛化合物バリウムイt吉明銅化合物
水銀化合物シヤノ化合物クロールズルホン酸クロロホルム，四塩化贋棄Iホル

マリンズルホナール，ヲリセリン。イヒチオールズルホノ世アンモン酢磁石蹟酸安

息苦酸I タノ二ン酪アセトア二リドアスピリン）（l;I？＇アヤコールの製造

i築工集地域内に建 ｜（十四）たんぱく買の加水分解による製品の製造

（由lI策してほなら日い建｜（十五）油脂のIU！.硬化又は加県加工（化粧品め製造を陣く）

軍帽 le十六）ファクチス音威倒脂合成ゴム又は合成櫨維の割遭

（十七）肥料の製造

（十八） 割紙（手すき紙の製造を帥刊し）又はパルプの製造

（十11.) 製革にかわの製造又ll毛庄若しくは骨の晴世

（二十）アスフアルトの精製

（二十一）アスフアルトコールタールホターjし石油薫溜産桐又はその醐刊かすを原料と

する製造

｛二十二）セメノト，石膏，消石灰白生石灰又は力 パイドの創造

｛二十三）童属の溶融又l;t精樺（苦量の古計が五十リットJしをこえ屯いるつぼ若しくはかま

を慢用するもの又l;t活字若しくは童属工芸品の創造を目的とするものを昨く）

（二十四） 贋罪粉を原料とする農車製品若しくl;t里鉛即晶の副通又は皿鉛の粉砕

（二十五） 童置厚幅又は帝王鋼の工作で原動相を慣用するはつり作鎌（ヲライノヲ を用い

るものを除く.）.Uょう打作車又は孔埋作業を伴うもの

｛二十六）鉄釘類又は鍋球の製造

｛二十七） 伸綿，伸曹又はロールを用いる童属の圧延で出力の吉計が四キロワットをこえ

る原動蝿を慣用するもの

（二十八）鍛造機（スプリンヲハノマーを除く．）を慣用する童圃の鍛造

（二十列d 動物の臓揖又はほいせつ物を原料とする匿事晶の劇通

（三十｝石摘を含有する製品の製造又は朝砕

（三十一） （ー）から（三十）までに掲げるもののほか安全上若しくは防火上の危険の度又

は衛生上著しくは健康よの有害の厘が高いことにより．理i置の悪化をもたらすおそれの

ない工曜の利慣を増進する上で主陣があるものとして政令で定める客獲

ニ危隈柑の貯鹿又は処理に供するもので政令で定めるもの

三 個室付描湯量に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの

ー（由）項源三号に揖げるもの

．ニホテル又は開館
工集地域内に建霞 ll三キャパレ－.料理店，ナイトフラブ，'jノ丸木ールその他これらに類するもの

（るJIしてほならない建聾l
物 ｜四劇場暁画館清芸場又l耳慣置場

五学校

六病院

ー （る）項に蝿げるもの

二住宅

三 共 同f主宅寄宿舎又は下市

四老人ホーム。身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

五物品販売量を富む店舗又1;1位貴店

工業専用地i車内に l六図書館.I耳閉館その他これらに類するもの

（を） Ii重量してはならないl七ボーリノヲ場，スケート塙！水埠場その他これらに類する政令で定める運動施監

建量制 11＼マジャノ塵ぱちんこ贋射的湯勝馬投票券尭売所場外車券売場その他これらに

頚するもの
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表1-2住居地域に建築できないもの

1常時使用する原動機馬力数の合計3を超過する工場

2 左に掲くる事業を営む工場

イ玩具用普通火エ品の製造

ロアセチレンガスを用ふる金属の工作（単に修繕するものを除く）

ハドライクリーニング（単に払拭するものを除く）：又はドライダイング

ニ セルロイドの加熱加工文は鋸機を用ふる加工

ホ塗料の吹付

へ亜硫酸ガスを用品、る物品の漂白

ト骨炭其の他動物質炭の製造

チ羽又は毛の洗線。染色又は漂白

リ相監棲，屑納町屑紙，屑糸，屑毛の類の消毒，選別，洗灘文は漂白

ヌ製綿，古綿の再童話．起毛ー反毛文はフェルトの製造にして原動織を用品、るもの

ル骨角，牙．蹄，貝般の挽寄l若は乾燥研磨文は金属の乾燥研磨にして原動機を用

ふるもの

ヲ鉱物，岩石．土砂，硫黄．金属，硝子，煉瓦、陶磁器，骨又は貝殻の粉砕にして原

動機を用ふるもの

ワ墨。懐炉灰又は練炭の製造

カ煉瓦，土器類，陶磁器，人造砥石文は柑渦の製造

ヨ硝子の製造又は砂吹

ヲ動力槌を用品、る鍛冶

3 室面積の合計50平方メートルを超過する自動車の車庫

4 劇場．活動写真館．演芸場又は観物場

5 待合又は貸座敷

6 倉庫業を営む倉庫

7 火葬場又は産設物処理場

8 屠場又は死音処理場

9塵芥文は汚物の処理場

10前各号に掲くるものを除くの外行政官庁住居の安撃を害する虞ありと認め命令を以

て指定するもの

※カヲカナ表記の原文をひらがな表記に改めている。

表1-3工業地域でなければ建築できない工場の種別

1 常時使用する原動機馬力数の合計50を超過する工場但し日刊新聞印刷所を除く

2 左に掲くる事業を営む工場

イ銃砲火薬類取締法の火薬類の製造

ロ塩素酸塩類，過塩素酸塩類，硝酸塩類，黄燐，赤燐．硫化燐，金属カリウム，金属

ナトリウム，マグネシウム，過様化水素水，過様化カリ，過酸化ソ ダ過酸化バリ

ウム二硫化炭素，メヲノール，アルコール．エーテル．アセトン。酢酸工ステル類

ニトロセルロース．ベンゾール。トルオール．キシール1 ピクリン駿．ピクリン駿塩類守

テレビン；由又は石油類の製造

ハ燐寸の製造

二セルロイドの製造

ホ ニトロセルロース製品の製造

ヘビスコース製品の製造

卜合成接料若は其の中間物， Ol料，塗料（漆を除く），印刷用インキ又は絵具の

製造

予溶剤を用ふるゴム製品又は芳香油の製造

リ乾燥油文は溶剤を用ふる綬草紙布文は防水紙布の製造

ヌ溶剤jを用ふる塗料の加需品乾燥又は焼付

ル石炭ガス類又はコーヲスの製造

ヲ圧縮ガス又は液体ガスの製造

ワ 塩素v ブロム， ヨ ド，硫黄，塩化硫黄，フッ化水素駿，塩践。硝敵，硫駿。燐酸，

苛性カリ，苛性ソ ダ，アンモニア水。炭酸カリ洗濯ソーダソーダ灰，晒粉，次

硝酪蒼鉛，亙硫厳塩類，チオ硫酸海類．枇素化合物，バリウム化合物，鉛化合物、

銅化合物．水銀化合物．シアン化合物，クロロホルム，四塩化炭素1 ホルマリン，

ズルホナール，グリセリン，イヒチオールスルホン酸ーアンモンー酢厳．石炭E主安

息香厳司告ンニン酸1 アセトアニリド，アスピリン文はグワヤコールの製造

カ蛋由貿の加水分解に依る製品の製造

ヨ油脂の採取又lま加熱加工

ヲ石厳．ファクチス文はベ－'Jライトの製造

レ肥料の製造

ソ製紙

ツ製革製膝又は毛皮若は骨の精製

ネアスファルトの精製

ナアスフアルト，コールヲール，木亨ール，石油蒸留産物又は其の残2査を原料とする

製造

ラセメント，石膏，消石灰，生石灰又はカーバイドの製造

ム金属の港訟又は精錬

ウ電気用カーボンの製造

ヰ金属厚板又は形鋼の工作にして鋲打又は壌隙作業を伴うもの

ノ鉄釘類又は鋼球の製造

オ伸線，伸管文はロールを用ふる金属の圧延

3前号に掲くるものを除くの外行政官庁衛生上有害の文は保安上危険の虞ありと認め

命令を以て指定する事業を営む工場

4第2号イ，口，ハ。ニ及ヲの物品，可燃性ガス又はカーバイドの貯蔵文は処理に供す

るもの

5前号に掲くるものを除くの外行政官庁衛生上有害の又は保安上危険の虞ありと認め

命令を以て指定する物品の貯蔵文は処理に供するもの

※カう言力ナ表記の原文をひらがな表記に改めている。

表1-4住居専用地区において建築できるもの

1住宅

2住宅にして事務所の類を兼ぬるもの

3共同住宅，寄宿舎又は下宿屋

4神社

5 学校1 図書館の類

6養育院，託児所の類

7寺院1 教会所の類

日形像，記念培の類

9 物品販売業を営む店舗（床面積10平方メトル以下のもの），旅館倶楽部診療

所、農業用建築物の類にして地方長官土地の状況に依り支障なしと認むるもの

10前各号の1に該当する建築物に附随するものにして地方長官支障なしと認むるもの

11前各号に掲くるものを除くの外地方長官支障なしと認め又は公益上己むを得すと認

むるもの

※カヲカナ表記の原文をひらがな表記に改めている。

表1-5工業専用地区内に建築できないもの

1住宅

2共同住宅，寄宿舎，下宿屋又は旅館

3物品販売業を営む店舗

4 jJJI，活動写真館。演芸場又は観物場

5料理屋1 飲食店，待合文は貸座敷

6学校1 図書館の類

7前各号に掲くるものを除くの外地方長官支障ありと認め命令を以て指定するもの

※カヲカナ表記の原文をひらがな表記に改めている。

表1-6第一種住居専用地域で建築できるもの

1住宅

2住宅で事務所，店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるも

の

3 共同住宅1 寄宿舎又は下宿

4 学校（大学。高等専門学校及び各種学校を除くJt 図書館その他これらに類するも

の

5 神社，寺院，教会その他これらに類するもの

6饗老続託児所その他これらに類するもの

7 公衆浴場（風俗営業等取締法第4条の4第1項の個室付浴場業に係るものを除く。）

8 診療所

9巡査派出所，公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

10前各号の建築物に附属するもの（政令で定めるものを除く。）

。。唱
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＜後記＞

本稿の意見，見解等に係る記述については，すべて個

人的なものであり，公式見解ではないことをお断りしま

す。また，事実誤認等がありましたらご指摘をいただけ

れば幸いです。第 2章でふれた建築規制の現場での運用

状況に関して，高崎市建築指導課長の大家義樹氏，（財）

日本建築センターの井手幸人氏，（財）国土技術研究セン

ターの朝日向猛氏に，貴重なご教示をいただきましたこ

とを感謝します。原稿や資料の編集等では，独立行政法

人建築研究所の高宮茂隆氏，国土技術政策総合研究所の

石井儀光氏，倉松晃子さんにお世話になりました。

＜補＞

1 ）建築法規の法制化については，明治期から市区改正委員会で

の検討や，東京市からの委嘱を受けて明治 39年（1906年）

から大正 2年（1913年）にわたって，建築学会が東京市建

築条令案を作成した（条例化はされなかった）という経緯が

あった。その後，東京帝国大学建築学科出身の片岡安らが中

心となって，建築学会等が連携して建築法制定運動を各方面

に展開していた。この流れは，さらに後藤新平（内務大臣）

が設置を決め，大正7年（1917年）に内務省内に設けられ

た都市計画調査会につながり，そこで東京帝国大学建築学科

教授の佐野利器，内田祥三らにより市街地建築物法案が起草

された。また，都市計図法案の作成は，内務省の初代都市計

画課長池田宏が中心となって行った。

2）例えば，東京の大田区田園調布地区地区計画は，計画区域の

用途地域は第 種低層住居専用地域であるが，地区計画によ

る用途の制限として，長屋・共同住宅（各住戸の床面積が

37 rrf以上のものを除く 。），寄宿舎または下宿，公衆浴場及

び診療所（住宅を兼ねるものを除く。）を禁止するとともに，

敷地面積の最低限度を 165nfと定めている。

3）建築基準法第 87条第 1項において，建物用途を変更して特

殊建築物とする場合の建築確認手続き等の準用が定められ

ている。特殊建築物は，学校，病院，劇場，共同住宅，下宿，

寄宿舎，倉庫，自動車車庫等の不特定多数の用に供する，火

災発生のおそれや公害等の影響が大きい等の特性を有する

建築物について同法に規定されているものである。ただし，

政令で定める一定の範囲内の類似用途相互間では，この手続

きは不要となっている。住宅関係では，下宿と寄宿舎は類似

用途とされているが，共同住宅は類似用途の規定はない。

同条第 2項においては，実体面の規定として，建築物の用

途変更の場合の用途地域の規制，特別用途地区による規制等

の準用が規定されている。これは建築確認の要否にかかわら

ず適用されるものである。

また，同条第3項で，既存不適格建築物について，用途変

更を機に適合しない規定を準用することを規定している。た

だし，①増築，改築，大規模の修繕，大規模の模様替をする

場合（この場合は，建築基準法の別の規定（第3条第 3項）

により現行規定の適用を受ける），②用途の変更が政令で定

める類似の用途相互間におけるものであって，修繕模様替を

しない場合または大規模でない場合，③用途地域規制に係る

規定に関しては，用途の変更が政令で定める範囲内である場

合，は準用されない。既存不適格建築物についても，市街地

環境への影響を含めて性格の類似した用途相互間の用途変

更行為は規制対象とされていないわけである。住宅に関する

ものでは，上記②の類似用途グループとして，ホテル，旅館，

下宿，共同住宅，寄宿舎が規定されている。これは，例えば

口同
U

噌

Ei

既存不適格の共同住宅であった建築物をホテルに用途変更

する場合は，用途制限に係る規定は適用されるが，用途制限

関連以外の規定が準用されず，既存不適格が継続できるとい

うことである。上記③の政令で定める範囲の っとして，学

校，病院，住宅，共同住宅，寄宿舎，下宿，老人ホーム，身

体障害者福祉ホーム，物販店舗，飲食店，図書館，博物館が

規定されている。例えば既存不適格の共同住宅であった建築

物を老人ホームに用途変更する場合は，用途制限に関する規

定に限って準用されず，用途面での既存不適格が継続すると

いうことである。この他，用途変更により既存不適格用途の

面積を増やす場合には，当該既存不適格用途に供する床面積

の合計が，基準時の当該用途に供する床面積の合計の 1.2

倍を超えなければ，用途制限は準用されないと規定されてい

る。原動機の出力等についても同様に 1.2倍を超えなければ，

出力の変更等ができることとされている。

さらに，平成 16年（2004年）の法改正により，同条第4

項が新設され，既存不適格建築物の独立部分の用途を変更す

る場合，増築等の場合を準用して，それ以外の部分に対して

は単体規定が遡及適用されないこととされた。

4）既存不適格建築物に関する規制の合理化としては，本文中に

挙げた事項の他，構造耐力規定の適用の合理化，増築時等に

おける部分的な建築基準の適用及び公共事業の施行等に伴

う敷地面積の減少に関する取扱いについて措置されている。

なお，計画認定により不適格事項が適用されない特例とし

ては，この他，平成7年（1995年）に制定された建築物の

耐震改修の促進に関する法律に基づき，耐震改修計画の認定

により耐震関係以外の不適格事項が適用されないという制

度が措置されている。

5）本橋が用途規制を論じたものであるので，ふれていないが，

まちづくりルールの醸成に関しては，平成 16年（2004年）

に制定された景観法に基づく諸制度の活用が極めて重要で

あり，その効果が期待されている。
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