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 （レジュメ）まちづくり条例とまちづくり市民会議の役割について 

                            東洋大学   小林博志 

 

１．今日における自治体とくに市町村における条例制定の動向 

（１）条例制定権と地方分権  

①地方自治体の条例制定権 

地方自治体の自主立法権、自主組織権、自主財政権、自主行政権 

 委任条例  

国が示すモデル条例  

自主条例  

問題は、「法律の範囲内で」（憲法 94 条）「法令の範囲に違反しない限り、――

条例を制定することができる」（地方自治法 14 条 1 項）。すなわち、条例を制定する場合、

法律及びそれに基づく政令、省令に反することはできないのである。 

法律と条例との関係 (ｲ)法律が条例に委任している場合、(ﾛ)法律が条例の規制について

何ら述べていない場合、(ﾛ)法律が明確に条例の規制を禁止している場合 

（上乗せ条例） 

（横出し条例） 

 

（判例） 最高裁 75 年大法廷判決「条例が国の法令に反するかどうかは、両者の対象文

言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に

矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。――両者が同一の目的に

出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一な威容の

規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情におう

じて、別段の規制を施す趣旨であると解される時は、国の法令と条例との間には何ら矛盾

抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえない。」 

 

②地方分権による条例制定権の拡大 

a.機関委任事務の廃止 すべての事務について条例の制定  

  b.「地方公共団体は、――地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く

担うものとする」（1 条の 2）     

  c.「地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨にもとづいて、かつ、国と地

方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなけれ

ばならない。」（2 条 12 項） 

 d.「義務を課し、又は権利を制限するには、――条例によらなければならない」（14 条
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2 項） 

 e.通達が廃止され、自治体運営の基準がなくなり、それを条例に求める 

  

 

（２）まちづくり条例の歴史 

①開発指導要綱からまちづくり条例へ 

60 年代後半に無秩序な開発に対して、自治体が「宅地開発指導要綱」などを制定 

68 年に 36 市町村、77 年に 885 市町村、95 年に 2111（1513 市町村）  

これに対して、83 年以降の国の通達による圧力 

 89 年武蔵野市長の有罪確定が確定、93 年要綱による開発負担金が違法 

 93 年に制定された行政手続法により要綱行政の公正さと透明性が求められる。 

 これ以後、要綱とくに基本的な要綱を「条例」に変える傾向にある。 

  利点 

 

 例 92 年「川場村美しい村づくり条例」、94 年「真鶴町まちづくり条例」、「長岡市まち

づくり条例」など 

 ただし、条例ができた現在でも要綱は条例を補完する形で制定されている。また、要綱

の内容は、ゴルフ場、産廃処理場などに及んでいる。 

 

②文化財保護法から景観保存条例 

 68 年の「金沢市伝統環境保存条例」「倉敷市伝統美観保存条例」 

75 年に文化財保護法と都市計画法が改正 伝建地区（伝統建造物群保存地区）制度 

例「湯布院町潤いのある町づくり条例」（90 年）や「掛川市生涯学習まちづくり土地条例」 

  

③都市マスタープランからまちづくり条例など 

 92 年都市計画法の改正 都市計画マスタープラン「都市計画に関する基本的な方針」 

自治体は、「基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」 

マスタープランに実行性がない 

 まちづくり条例の中に都市マスタープランを明記 

98 年の「大和市みんなのまちづくり条例」がそれである。また、94 年の「真鶴町まちづ

くり条例」、「長岡市まちづくり条例」また、「箕面市まちづくり条例」「鎌倉市まちづくり

条例」 

 

④大規模小売店舗立地法からまちづくり条例 

 98 年の大店法 2000 年 6 月施行 
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規制が十分でない 

「杉並区特定商業施設の出店及び営業に伴う住宅地に係る環境の整備に関する法律」「金

沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例」 

 

⑤自治基本条例の制定 

 自治体の憲法つまり自治憲章条例を制定する運動 

73 年の川崎市 94 年の逗子市 

 地方分権一括法の制定 

自治体すなわち市町村の自己決定権の保障 

97 年の箕面市の「まちづくり理念条例」 

2000 年 12 月 北海道ニセコ町「まちづくり基本条例」 

 

２．街づくり条例の類型と内容 

（１）まちづくり条例の分類 

①条例の形式による分類 

 基本条例とそうでない条例 

 自治基本条例と各領域における基本条例 

 

②目的による分類 

(ｲ) まちづくりへの市民参加系  

まちづくり都市計画へ市民の参加と市政への参加 

   

(ﾛ) 環境系  

環境基本条例のような基本的な条例 

生活環境に関わる条例と自然環境 

「船橋市環境共生まちづくり条例」（96 年）「逗子市の良好な都市環境をつくる条例」（92

年）    

(ﾊ) 景観系  

「景観」という言葉を入れて「藤沢市都市景観条例」とか呼ばれる 

「小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例」（83 年）や「真鶴町まちづくり条例」

「鎌倉市まちづくり条例」(95 年) 

 

(ﾆ) 土地利用調整系  

日本の土地利用規制は、①都市地域は都市計画法の規制、②農村の地域は農業振興地域

の整備に関する法律の規制、③山林については、森林法の規制、④自然公園については自

然公園法の規制、⑤自然環境保全地域については自然環境保全法の規制、⑥これらの 5 つ
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の規制の上位に国土利用計画法による調整 

市街化区域・市街化調整区域外の地域の開発（ゴルフ場、産廃処分場、リゾートマンシ

ョン、別荘、郊外型のパチンコ店）や、市街化調整区域の都市開発（次三男住宅団地、資

材置き場）の規制の必要性 

湯布院町潤いのある町づくり条例(90 年)、や穂高町まちづくり条例（99 年）掛川市生涯

学習まちづくり土地条例 

 

(ﾎ)地区計画系  

既成の市街地の土地利用や生活道路の整備 

都市計画法 12 条の４に規定された「地区計画」 

82 年「神戸市地区計画及び町づくり協定等に関する条例」や世田谷区街づくり条例（95

年に改正） 

豊中市まちづくり条例（92 年）や鎌倉市街づくり条例（95 年） 

  

③個別型か総合型か 

 個別型の条例と総合型の条例 

箕面市 「 まちづくり理念条例」「市民参加条例」「福祉のまち総合条例」「まちづくり推

進条例」「都市景観条例」「非営利公益市民活動促進条例」「こども条例」「高齢者介護総合

条例」 

横須賀市 「市民協働推進条例」（2001 年 3 月）、「パブリックコメント手続条例 2001 年

12 月） 

ニセコ町 「まちづくり基本条例」 

  

 制定過程による分類 

①職員で制定する、②学識研究者で組織する研究会に任せる、③職員と研究者の共同

研究会に任せる、④市民と研究者に任せる、⑤市民に任せる、の 5 つに区別される。 

「OO 市を考える 21 世紀委員会」、ワークショップ 

 

（２）まちづくり条例の内容と課題 

①自治基本条例（憲法）の内容 

 市民と長、議会、職員との関係、権限の再定義 

   

 市民の権利 住民投票制度の導入 

 パブリックコメント制度 

 行政評価への住民の参加 

 会計・監査制度への住民の参加 
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②都市計画などのまちづくり条例の内容 

地区計画系や景観系 まちづくり計画やまちづくり推進計画の策定  

まちづくり協議会（住民）の提案権 

審議会 

           まちづくり推進地区の指定 

まちづくり協定の締結とその遵守 

          開発事業に対する協議、調停、勧告、公表 

           まちづくり活動に対する支援 

            まちづくり専門家会議 

 

土地利用調整系   土地利用基準の策定 

          土地利用協定の締結とその遵守 

          開発事業に対する協議、勧告、公表など 

  

 小売店の規制    出店計画の届出 

           協議、協定、勧告 

 

３．条例の制定過程と市民会議の位置づけ 

（１）条例の制定過程 

 議案の提出――＞議会での審議――＞議会での可決成立――＞公布――＞施行 

 提案権 長と議員（12 分の１以上の賛成） 

住民の直接請求による長の提案の利用 

 市民参加条例が議会の権限に抵触する場合、議会の反発 

  

（２）街づくり条例と市民会議の位置づけ 

①設置要綱における市民会議の権限 

「和光市にまちづくりに係る市民参画の仕組みについて、市民の視点から検討し、市長に

提案する」 

 市長と条例内容について調整 

 箕面市のまちづくりの理念条例、市民参加条例、市民協働条例、横須賀市のパブリック

コメント条例がまちづくりにかかる市民参画の仕組みに関わると思われる。 

 議会との調整 条例案について、議会の合意 

 市民参画条例について、案をつくって市長に提案するか 

 

②他の市民会議との調整 
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環境に関する部分を街づくり条例が含むとすれば、他の市民会議との連絡調整が必要とな

る。 

 

③条例の規定内容が NPO の参加などを含む場合には、NPO との連絡が必要となるかもし

れない。 

 

 

（３）条例案の内容とその他の調整 

 条例と法律との関係 

①まちづくりについて将来的な提言又は抽象的な提案を書くのか、条例案として提案する

のか、 

 

②全国的なレベルから見て、先進的な提案とするのか 

  

４．これから予想される活動 

（１）市民との協働 

条例案についてのパブリックコメントの実施 

街づくり出前講座の実施 

講演会・パネルディスカッションなどの実施 

 

（２）議会との協働 

議会関係者の参加の要請 

議会関係者を交えた検討会の実施 

協働の講演会・パネルディスカッションの実施 
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