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加藤：本日は当機構にお運びいただきありがとう

うことに御尽力されたと思いますが、先生御自身

ございます。先生のお話を聞けることを本当に楽

の思いについて教えていただければと思います。

しみにしておりました。よろしくお願いいたしま

中井：都市計画基本問題小委員会というものから

す。

お話ししますと、加藤理事長が都市局におられた

中井：こちらこそよろしくお願いいたします。

頃から都市計画制度をどう見直していこうかとい

加藤：私自身建設省都市局時代から、先生に都市

う話がずっと続いていました。途中震災復興の

計画制度について、幅広く御意見を伺ってまいり

話があり、それが途切れていた時期がありました

ました。この 7 月に先生が委員長を務めておられ

が、コンパクトシティ化の話も出てきて、都市計画

る都市計画基本問題小委員会で、
「『都市のスポン

制度全体を視野に入れた議論を始めないといけな

ジ化』への対応」をとりまとめられたと伺ってい

いという話を事務局の方としていました。

ます。各委員の先生方のご議論の集約をするとい

いきなり全部の都市計画制度に手を付けることは
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困難なので、年限をかけながら毎年少しずつ問題

を中心に議論していたので、少なくてもそういう

を解決していって、最後になってみると、
「随分大

ところは駐車場ではなく、都市のあるべき機能に

きく都市計画制度は変わったね」と評価されるよ

供してもらえるようなものとして、必ずしも高度

うに、4 〜 5 年くらいのスケジュールを考えて、毎

利用ではないかもしれないけれども拠点としての

年法律事項や予算事項という形でしっかり結果を

目的にかなった態様で使っていただけるようなこ

出せる内容にして、それを事務局で対応するとい

とを考えていかないといけない。そうでなけれ

う流れで順番に進めていくという考えで立ち上げ

ば、居住誘導まで話が行くわけがないという問題

たのがこの小委員会です。

意識です。

まず１年目は社会的関心も非常に高い「空き地・

一義的には空き地・空き家の話ですが、そもそも

空き家の問題」について「都市のスポンジ化」とい

土地利用のニーズと土地供給がバランスしている

うタイトルを付けて、議論を始めました。

のか、あるいはもう崩れてしまっているのかとい

空き地・空き家問題は色々なところで議論されて

う構造的な問題と、情報の行き違い・ミスマッチ

いる一方、なかなか結果につながりにくいもので

という両面からアプローチしていく必要があると

すが、都市計画の方でもその解決に向けて対応し

いう議論になっていました。

始めているというのが分かるような内容にしたい

加藤：なるほど、そこで一番必要になってくるの

と思って臨んだ次第です。

は、一定の広がりのある地域・地区で、スポンジ状

加藤：ありがとうございます。都市内の土地利用

態になっているところにどういう都市機能を埋め

については「何にも利用されていない」というこ

込むのかを指し示す指針がないとうまくいかない

とが都市計画上の問題とされていたこともあった

ように思いますが、いかがでしょう。また、将来を

と記憶していますが、
「都市のスポンジ化」は、何か

見据えてここにはこういう機能を誘導すべきだと

しらの利用はされているけれども都市機能という

いったときに、都市計画制度が規制を中心とする

面から見れば積極的に貢献していないものを、例

誘導手法だと能動的じゃないですよね。そこをど

えば駐車場とかを含めて、より幅広くとらえてい

う乗り越えようとするかということが大きな課題

るということでしょうか。

ではないかと思います。

中井：今まで遊休地は時期が来ればそれなりの利

中井：ひとつ目の御指摘は、ちょうど立地適正化

用がなされるという前提で色々なことが組み立て

計画を今、350 くらいの都市で取り組まれていて、

られていたと思いますが、今直面している「都市

その作業の中でそれぞれの地域でお考えいただく

のスポンジ化」は、一義的には物理的にきちんと利

ということだと思います。

用されていない低未利用という状況だと思いま

むしろ理事長の言われたふたつ目の問題が都市計

すが、将来にわたってもあまり有効な利用が見込

画制度の根幹にかかわる問題です。元々開発の

めないようなものがあり、それを都市計画として

圧力だったり建築活動の圧力だったり、そういう

どう受け止めていくのかということです。特に

ものを前提とした状況で規制手法を用いてコント

今回はコンパクトシティの拠点になりそうな地域

ロールしていくことが都市計画制度の基本的なス
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タンスだと思います。ところが、今取り組まない
といけないのは、そういう活動がないところにど
う活動を興していくかという問題であり、これは
規制手法だと対応できない。むしろ、能動的な手
法を考えていかなくてはいけない。
議論の中でも大きな話題になりましたが、時間軸
に沿って土地利用をチェックする、あるいはマネ
ジメントをしていく道具立てを都市計画制度も持
たなくてはいけないのではないかということで、
最終的には「契約的手法」の提案に至りました。
いいかえれば、協定ですね。こういうもので民間
の活動を誘導していき、また民間が活動していこ
うとすることを行政あるいは地元とお約束いただ
くことに対していろいろなインセンティブを付け
ていくことで進めていきましょうということに

これからの
都市計画制度には
時間軸に沿って土地利用を
マネジメントする
契約的手法の導入が必要
東京工業大学環境・社会理工学院 教授

中井 検裕
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なっています。けれども、そこは何故そういうと
ころにわざわざ都市計画が関与しなければならな
いのか、都市計画としてこういう状況に対応する
基本的な立場でしたり、あるいは政策的誘導をす
るわけですけど、その合理的根拠については、相
当議論があり、取りまとめに非常に苦労したとこ
ろでした。
加藤：本当にお疲れ様でした。私ども住宅金融支
援機構も優良な住宅の供給を支援するという側面
から全期間固定金利の住宅ローンを提供するとい
うことだけではなくて、先ほどおっしゃられた時
間軸という面で組合再開発のように権利調整に時
間がかかり、民間の金融機関ではなかなかリスク
を取りづらいものについて、まちづくり融資など
でお手伝いしているわけです。
そういうことからすると、誰かが主体的に土地利
用の再編を進めるような動き、つまり能動的な規
制と、それを実際にマネージするためのファイナ
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ンスが、私どももお手伝いしている住宅系の再開

も大切ですし、住宅についても新しい使い方や新

発も含めてこれからのまちづくりでは必要になっ

しい居住の仕方をどんどん生み出していけるよう

てくると思います。そういう意味から、新しい施

なところを、しっかり後押ししていただけると良

策に大変期待しておりますし、それに応えて私ど

いと思っています。

もも新しい金融商品を開発したいと思っていま

加藤：先生がおっしゃる通りだと思います。そう

す。

いう意味からすると、結局、土地建物の所有と利

中井：是非お願いしたいですね。小委員会でも議

用を別に考えていくことが必要になってくるので

論になりましたが、都市計画マスタープランとい

はないかと思います。

うのは将来の望ましい市街地像をつくって、それ

都市のスポンジ化で周りへの悪影響を与えるとい

を実現するように都市計画的な手立てを講じてい

うことになれば、所有と利用を分離して、用途は

くということです。立派な住宅をつくればそこに

住宅であるかもしれませんし、商業・業務施設か

は必ず居住者が入ってきて、そこで良好な住生活

もしれませんが積極的に利用しようという需要が

が営まれると考えていたところ、実際は市街地像

あるのであれば、規制改革とファイナンスでもっ

と活動の間にかなりギャップが出てきている。

て応援することが現実的な手法として求められる

そのギャップをどう埋めていくか。それを、
「マ

のではないでしょうか。

ネジメント」と呼んでいますが、それには金融も含

中井：議論の中では、例えば都市内のしかるべき

めたインセンティブと、もうひとつは、主体的に動

場所の空き地・空き家で、所有者は使う気はなく

いていただく組織づくりだと思います。

て放置状態になっているものを、コミュニティ活

空き地・空き家の問題は、土地利用の問題という

動の場所として使っていきたいというときに、し

よりは、突き詰めれば土地利用主体の問題、つま

かるべきインセンティブを所有者の側にも、使っ

りランドユースの問題じゃなくてランドユーザー

ていただけるコミュニティ団体にも与えながら、

がいないというのが問題です。新しいランドユー

いわば死んでいる土地をうまく生き返らせてい

ザーをどう生み出していくか、というところに本

く。人口減少でパイは小さくなる中で、都市をい

当はぜひ取り組んでいかないといけない。だか

い場所として使っていくにはそういう良い循環が

ら、新しいビジネスだったり、あるいは新しい生活

起きていかないといけない。

スタイルだったり、土地をうまく使っていただけ

加藤：私どもも今やっている【フラット３５】の

るようなアイデアだったり、そういうものを多層

子育て支援型・地域活性化型で、地方公共団体の

に重ねていく。今までだと、ひとつの主体はひと

支援策と併せて金利を優遇する制度があり、まち

つの土地利用でしたが、そうではなくて、ひとつ

づくりの担当である市町村、現在２００を超える

の主体が色々な土地利用をこなすようなことを考

程度の自治体と協定を結んでいます。しかし「都

えていかないと、空き地・空き家の問題というの

市のスポンジ化」という観点からいくと、地域活性

はなかなか解決しないのではないかと思っていま

化型で進めようというところは残念ながら少ない

す。その意味では、新しいビジネスづくりはとて

のが現状です。まったくないわけではありません
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が、圧倒的に多いのは子育て支援型ですね。地域

計画が目標にしているのは物的環境ではなくて、

の活性化で、たとえばコンパクトシティの形成と

本来の目的は活動の方であり、そのための手段と

か、スポンジ化への対応を含めてですが、そういう

して良い物的環境をつくっていきましょうという

ところでは、先生もご案内のように、先行的にい

理屈だったと思います。ところが、いつのまにか

ろいろ力を入れておられる富山市などがあります

物的環境づくりが目標になってしまい、そこから

が、全国的に見ると少ないです。機構としても各

後がやや置き去りにされていた。そこで今こそ本

支店を通じて地方公共団体に色々な情報を提供

来の都市計画の目標を認識し直して、管理をきち

していきたいと思いますが、地方公共団体として

んとやっていかないといけないということを強く

は、子育て支援と比較するとまちなか居住への支

強調して言っているつもりです。それでは管理の

援は劣後しているように見受けられます。これは

ための手法としては、ひとつは「契約的手法」です

先生からみてどうでしょうか。

が、そのほかの手法も議論しながら制度に組み入

中井：機構で行われている政策的な金融は非常に

れられていければ良いと思っています。

力がある政策だと思いますので、本当はそういう

加藤：私どもは長期固定金利の住宅ローンで安全

市町村で使っていただけるはずです。

と安心をお届けするということでお客様にご利用

多くの自治体は、いわゆるまちなか居住に対して

いただいておりますが、これも考えてみると豊か

本当は単費の補助金を作ってでも推進したいの

な住生活の実現というためのツールのひとつにす

ですが、富山市などのようには補助ができない。

ぎない。

しかし住宅支援金融機構の金利の優遇は事実上、

それから考えると、私が生まれたときの昭和 20 年

補助金と同じように作用するわけだから、
「 そう

代後半から 30 年代、40 年代と今を比較すると住

いった策があるぞ」ということを、しっかり P R さ

宅の持ち方と、仕事での働き方も世帯の持ち方も

れれば、
「是非ウチも使いたい」というところも出

変わってきている。そうすると、生活設計も随分

てくると思います。

変わってきている。高齢者が長い間ローンを抱え

加藤：力強いお話をいただきましたので、しっか

て持ち家を持つということも、本当にそれが豊か

りと色々な情報を提供していきたいと思います。

な住生活の実現に貢献できているのかということ

それと、先程都市計画制度も能動的になった方が

からすると、高齢者向けにはリバースモーゲージ

良いのではないかと申し上げましたが、もうひと

型といったように住宅ローンの提供の仕方にもい

つ、都市計画は決めておしまいではなくて、それ

ろいろあって良いのではないかと考えています。

を長い時間軸のなかで管理も視野に入れたような

中井：昭和 30 年代、40 年代くらいの家族のあり方

都市計画の運用を考える時代になってきているよ

と現在ではまったく違いますし、リタイアしたあ

うに思います。

とどうやって暮らしていくか、高齢化が進んでい

中井：そうですね。全く同感です。先ほど申し上

るが、元気な高齢者の期間も非常に長いというこ

げたように、都市計画は一義的には物的環境を操

とを考えてみると、今までは持ち家を 30 代くらい

作することを今までやってきていましたが、都市

で取得するということが、豊かな住生活と限りな
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く一致していましたが、今は他にも色々な豊かな
住生活の実現の仕方というのはあるので、うまく
移り変われるような仕組みが本当はできると良い
と思います。
【フラット３５】も、従来はどちらか
というと新しい住宅を前提としていたように思い
ますが、例えば U I J ターンに対して金利を優遇す
るとか、あるいはコンパクトシティに資するよう
な郊外から中心部にという移動に対して金利を優
遇するといったように、移動を伴うことに着目を
されていますね。今までの持ち家から、子どもた
ちも皆独立したので、今度は高齢者サービス付き
の住宅に移りたいというような移動、そういうも
のもうまく金融の中に取り込んでいただけると、
随分と選択肢が広がると思います。住み替えに着
目されるのは、今まであまりなかったことだと思
うので、是非もっと進めていただきたいと思いま
す。
加藤：既存住宅のリノベーションについては、金
利の優遇をより手厚くしまして、通常の【フラッ
ト３５】より 0.6％金利を引き下げていますがそれ
も、今先生がおっしゃったお話につながることだ
と思います。確かに、既存住宅市場の活性化とい
う面でとらえていましたが、本質的には暮らしぶ
りが変わってくることに伴って、移動という点に
着目して流動性を高める。そういう家の持ち方に
対応した施策であるという風に考えると、非常に
訴える力も出てくると思うので、そこは、もう一

都市計画には
主体的に土地利用の再編を
進める能動的な規制と
実際にマネージするための
ファイナンスが必要
独立行政法人 住宅金融支援機構 理事長
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中井：期待しています。
加藤：でも確かに先生がさっきお話しされたよう
に、今までやってきている制度は元々正しかった
けれども、今振り返ってみると手段のところが精
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難しい。そうすると、一度更地にして投資をして、
ということでしょうけれど、そうなるとまた空き
地・空き家が再生産されるかもしれない。さきほ
ど先生が言われたように、事業的手法でもって何
かやるかといったら、何にするかというのが分か
らないし、決まらない。
中井：そう、何にするかもあるし、多分そんな利益
の上がるような話じゃないので事業費をどうやっ
て捻出するか、これがやっぱりネックになって完
全にそこで思考が止まってしまうところです。

12

緻になりすぎて、出来上がった制度自体が目的化

これは半ば冗談だと思って聞いていただけるとい

してしまっている。そういうことからすると、世

いですけども、日本は 800 万戸とか 900 万戸くら

の中に対応した形で見直すべきだというのは、都

い住宅は余っているので、何か元々の住宅を解体

市計画制度だけではなく、私どももそうだという

するものと住宅ローンとがセットにならないかな

ことでしょうね。よく勉強になりました。でも、

と思います。1 戸新しい住宅を建設するのに金融

都市計画に対する期待はいつも高いですね。

支援する代わりに、古い建物は必ず壊すようにな

中井：今回、かなり最後に苦労したというか、メ

らないと、空き家ばかり更に増えていってしまう

ンバーの皆さんの期待に応えきれなかったという

と思います。

点、空き地・空き家の問題というのは、本当に深刻

加藤：そういう考え方もあろうかとは思います

なのは、都市の真ん中じゃなくて都市の外側の話

が、更地にして後をどうするのかという話が結局

なのですが、その話を「 それはもうちょっとあと

出てくるので、本当はその後どうするかという手

でやりましょう」としてしまったので、そこは「肩

立てがないと、単純に新しい更地を作り出してい

すかしを喰らった」という先生が多かったです

るだけになってしまう。これは難しいですね。

ね。それこそ、所有権さえわからないような土地

中井：本当に大都市の郊外なんかもときどき見に

や朽ち果ててしまいそうな限界住宅地を本当にど

行っても、まだ空き家のすぐ横で住宅を建てたり

うするかという点は、場合によっては強制的なま

していますので、これは何とかならないのかなと

たは強制とまではいかないけど集団移転といった

思います。

事業的な手法も考えないといけないかもしれない

加藤：都市計画制度も発展して複雑になってきた

ということで、そこは積み残し課題になり、都市

ので色々な意味で再吟味して、使い勝手を良いもの

計画でどこまで本当にできるか、なかなか難しい

にして、
分かりやすいものにできるとよいですね。

ところだとは思います。

中井：ある程度の局面で、もう「止めるものは止

加藤：そうですね、都市の外は、土地利用を転換

める」ように、分かりやすくしないといけないと

して先行きの需要が見込めるかというとなかなか

思います。付け加えるばっかりではダメで、引き
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算もないとダメではないかと思います。

素として、住宅は欠かすことのできないものです

加藤：私も昔無茶な話ですが「一定の条件がとと

ので、そういうことからすれば、都市計画制度の

のえば自動的に消える都市計画というのをやろ

進展あるいは考え方に応じて、住宅のファイナン

う」と提案したことがあるのですが、その当時は

スの仕方についても、都市計画で考えているよう

都市計画決定権者はオールマイティだから必要な

な方向性でまちづくりが実現できるように、住宅

ものは決めるし、不要なものは消せる、だからそ

金融でも工夫していきたいと考えております。引

うしたものは必要ないと言われました。

き続きいろいろご指導をお願いしたいと思いま

しかし、そうはいっても何か行動を起こさないと

す。本日はありがとうございました。

計画は決まらないし、消すこともできない。放っ

中井：こちらこそ、ありがとうございました。楽

ておく自由というのがあるものですから、都市計

しくお話しさせていただきました。

画決定権者も一生懸命やるところとそうでないと
ころと幅があるのではないかと思います。
中井：施設系は見直しの頻度を高めるとか、ある
いは見直しのときのスクリーニングの基準を相当
厳しくする。そういうことをいくつかの自治体は
やっていただけており、我々から見ても「 よくこ
んなに都市計画を消しましたね」といったところ
もないわけではありませんが、非常に限られてい
ます。しかし、作業そのものは結構大変だったけ
れど、消すこと自体には実際にはそれほど抵抗は
なかったという話はよく聞きます。
加藤：バイパスが通って旧道がさびれているのに
旧道の拡幅計画が都市計画上残っていることがあ
りますね。これから益々先生には都市計画制度の
発展にお力を発揮していただきたいと思います。
私たちも住宅金融の面からついてまいりたいと思
います。
中井：基本問題小委員会はそういった経緯で始め
たものですから、まだあと数ラウンド、３年くらい
はやることになりますし、ここから先益々難易度
は上がってくると思いますが、私もできる限りお
手伝いしたいと思っております。
加藤：ありがとうございます。都市を構成する要
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