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1.　研究の概要
1-1.　研究の目的・背景

住居系地域では、新規建設に伴う周辺環境との利害
衝突に起因する建築紛争が多発している。我が国では
各種開発規制 ( 用途地域、地区計画、建築協定等 ) を
設定し紛争の未然防止に努めてきた。地区毎の状況に
応じ、それらの組み合わせ方は多岐に渡る。しかし、
規制項目によっては新規設定の困難性や失効可能性の
観点から、安定性の面でも同様に地区間格差が存在す
る。本来、住居系地域は総じて豊かな住環境を目指し
て計画をされるべきであり、規制手法の内実で格差が
生じる在り方は好ましい姿とは言い難い。また、埋立
地等の計画市街地では土地のコンテクストが無い状態
で将来の姿を想定し、規制を設定する必要があるため
必ずしも適切な機能誘導とはならない場合がある。

以上より本研究では、シーサイドももち ( 以下もも
ち ) やアイランドシティ ( 以下 IC) 等の住宅用途に供
される大規模埋立地を抱える福岡市を対象に、開発規
制に関して地区毎の特徴・設定経緯・論理の整理を行
い、その差がもたらす影響を明らかにすることで、開
発形態が抱える課題を考察する事を目的とする。　
1-2.　既往研究および本研究の位置づけ

福岡市における宅地開発に関連した研究として、
シーサイドももち開発計画の初期からの変更を追った
研究がある 1）。また、開発規制に関して住居系地域の
人口動態と住宅の建て方及び建築規制の関係を、郊外
と市街地で比較したものがある 2）。

しかし、地区毎の開発規制の差に着目して分析した
ものは見受けられない。本研究では、各種規制の分類
や開発者目線で設定経緯を辿るとともに、実際の地区
での現状分析を併用し、開発者と都市計画規制の設定
者が同一である埋立地開発における課題点を論じる点
において新規性がある。
1-3.　研究の方法と構成

2 章では他都市と各種規制を比較し、福岡市の位置
づけを把握する。３章では住居系地区毎の特徴を整理
する。４章では臨海埋立地開発の歴史的背景や現状の
課題を分析する。5 章では埋立地の戸建地区に焦点を

当て、現行規制に至った直接的な論理を文献及びヒア
リングにより抽出し、6 章で研究の総括を行う。

2.　各政令市と比較した福岡市の位置づけ
2-1.　高いマンション化率と建築紛争

地方政令都市 (1）と比較した福岡市の特徴を整理す
る。福岡市は全国的にみて集合住宅の割合が高く、東
京都に次いでマンション化率が高い 3）。また、建築紛
争の発生件数も非常に多く 4）、開発圧力の強い地区を
抱える都市と言える。
2-2.　地区計画及び建築協定の比較

開発規制の基本的な手法として、地区計画と建築協
定がある。両者の締結数を比較すると、福岡市と神戸
市は共に両協定の締結数が多い事がわかった ( 図 1)。
いずれか一方の締結数に偏りがある都市もみられ、開
発規制の手法には都市間差が存在すると言える。
2-3.　用途地域指定の比較

建築紛争の主な争点は建物用途・規模の混在にある
とされる。それらの観点より都市構造を比較するた
め、用途地域指定を後背地や自然環境等の地理的側面
から分析した ( 図 2)。全国的に共通の傾向として山
裾は比較的厳しい用途地域指定がなされていることが
読み取れる。福岡市独自の特徴としては、臨海部に比
較的緩い制限の住居系用途地域が指定されている事が
挙げられ、他都市の臨海部は工業系用途が大きな割合
を占め、住居系用途に供している場所は少ない。
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図1 建築協定と地区計画の締結数

図2  用途地域指定の地方政令市間比較
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3.　開発規制の概念図化と分類
開発規制手法は多岐に渡り、複雑化した項目の文面

だけでの比較は困難である。本章ではそれらを概念図
で可視化し、地区毎の特徴を把握する。
3-1.　戸建住宅の住環境を損なう外的要因

住居系地域内の建築紛争は、建物高さを原因とする
ものが大半を占める再 4）。特に戸建住宅のような低層
住宅群の近隣に集合住宅が建設され、日射や景観を争
点とした紛争が生じる場合が多い。また、敷地分割を
伴う狭小戸建住宅も衝突を生みやすい。これらの開
発は短期的には入居者の増加を生むが、同時に建物グ
レード及び地区全体の資産価値の低下を招く恐れがあ
り、長期的な住環境維持の観点から望ましくないと考
えられている（図 3）。加えて小規模集住はコミュニ
ティへの帰属意識の低い単身者や学生が増加する見方
から、住宅地によっては忌避される傾向がある（2）。

以上より、住環境や資産価値を脅かす外的要因が多
く、周辺開発から不利益を被りやすい戸建住宅地を分
析対象とする。第 2 章において立地による傾向が顕著
であった臨海部と山裾 (3）に位置するものを抽出した。
3-2.　開発規制概念図の作成

市街化区域は都市機能誘導のための基本線として用
途地域を指定し、それで制限できない項目に関しては
地区計画や建築協定等の各種規制を用いて制限をかけ
る。本研究では基礎となる用途地域指定をその他の項
目で補完した状態を【上乗せ規制】と定義する。本稿
では上乗せ規制の構成要素として、基礎の用途地域に
加えて住宅地の形態制限に関係の深い【地区計画】【建
築協定】【高度地区】【都市景観形成地区 ( 以下景観地
区 )】の計 5 つを主な項目として着目する（図 4）。

用途地域は第１種低層住居専用地域（以下１低）か
ら準住居地域の 7 項目において、許容される建物用途
と規模が増える入れ子状の構造を持つため、建設許容
度の観点で並べる事ができる。また、一番厳しい１低
でも制限することができない【専用住宅以外の建設】
【敷地分割】の項目を加えた 9 段階で整理する。

3-3.　立地毎の分析
山裾住宅地は【１低 ( 又は特別用途地区 (4）併用 )】

のものが大半を占める（図 6）。２章で述べた通り、
山裾の用途地域指定が厳しいという特徴は全国的にも
共通の傾向であると考えられる。一方、臨海住宅地は
用途地域指定が緩いという共通点はあるものの、上乗
せ規制の構成要素に関しては地区差がみられた。
3-4.　建築協定の安定性に関して

地区計画は一度制定されれば恒久的な制度として存
続するのに対し、建築協定は概ね 10 年毎に更新手続
きを行わなければならない。住民の意識次第で更新に
失敗するケースもみられ、制度維持の観点において建
築協定は失効可能性のある不安定な要素という捉え方
ができる。ベースとなる用途地域は戸建以外の用途・
規模を許容するものである点を考慮すると、同じ臨海
住宅地でも建築協定に依存するももちは建築形態の維
持において不安定な側面を持ち、地区計画に依存する
IC は一定の安定度を有していると評価できる。

4.　臨海住宅地の開発背景と現状課題
臨海住宅地３地区を対象に、開発の経緯・歴史的背

景の整理と現状課題を分析する。
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図4 上乗せ規制図3  戸建住宅環境を脅かす要因
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4-1.　臨海住宅地 3地区の特徴
4-1-1.　人口想定と計画手法

1970 年代の福岡市では市街地の人口増を受け、姪
浜 ( 後の愛宕浜 )、百道・地行 ( 後のももち )、和白
( 後の IC) の 3 地区に住居系用途の埋立事業が構想さ
れた（表 1）。当時正確な収容人口予測が困難であっ
た為、後背地や市街地からの距離等の諸条件を考慮し
たおおよその収容人口想定を行い、需要に合わせその
都度修正する「積上げ型」の手法が採用された (5)。
4-1-2.　住居規模の変更と都市機能誘導の有無

住居規模計画の変遷比較を行うと、愛宕浜は低層住
宅で計画され、後に一部中高層住宅を導入したのに
対し 5)、ももちは地区の大部分を中規模の団地で想定
し、その後一部に低層住宅を組み込んだ。初期の想定
密度からの変更の方向性に違いがある ( 図 7-A)。ま
た、計画変更の時期で比較すると埋立竣工後最初の
用途地域指定 (1987) の段階で愛宕浜は最終的な配置
計画が既に確定していたが (6)、ももちは未確定だった
( 図 7-B)。これは埋立造成後に大幅な土地利用計画の
見直しを余儀なくされ、戸建住宅と都市施設の導入が
決定された事が原因として挙げられる（7)。ももちは住
機能以外にも検討すべき不確定要素が多く、地区全体
での方針の修正が求められる中で、住居系地区だけに
厳しい用途地域制限を課す事が困難であったと考えら
れる。結果として愛宕浜は最終的に竣工した建物規模
に応じた用途地域が指定された事を考慮すると、初期
段階での適切な用途地域指定を行わない限り、後から
厳しい指定への変更は困難であると考えられる。
4-1-3.　公示地価の比較と開発ポテンシャル

ももちは当時想定していた集合住宅用地としての土
地処分が難しくなった際、起債事業での失敗は許され
ないというプレッシャーから、低層住宅と大型都市機
能の導入という一見相反する手法が同時に採用され
た。また、公示地価比較では３地区間で最も高水準で

あり、これは高度利用の成功の一方で、建築協定失効
後に戸建に比べ土地活用として利益率の高い集合住宅
として開発される可能性の高さも同時に示している。
加えて、ももちが最も不安定な規制構造を持つのも事
実であり、総合すると「開発ポテンシャルが高く、最
も戸建地区に中高層建物が建設され建築紛争が生じる
可能性が高い地区であるにも関わらず、建築規制の安
定性が低い」という状況が形成されている。
4-2.　現状課題の分析
4-2-1.　同一開発計画内での比較と景観法の有効性

地行浜戸建地区と百道浜 4 丁目はももち開発により
生まれた戸建住宅地であり、ともに景観地区に指定さ
れている。百道浜地区は民間 S 社を中心に住環境整
備に注力した開発を進めたのに対し、地行浜は一般的
な戸建住宅地として造成・販売が進められた (8）。竣工
から約 30 年が経過した現在、地行浜では建築協定の
失効に加え、建物間でデザインに統一がみられない。
一体的に計画された埋立地であっても、開発主体・理
念・住民意識の違いによって街のあり方に大きな違い
が生まれる事が伺える。また、景観地区の「戸建住宅
地区」に指定されているにも関わらず、住機能以外へ
の用途転換 ( 花屋、画廊等 ) も存在する為、景観地区
だけでは戸建住宅への用途純化を担保し得ない事が明
らかとなった。同法は建物の外観への規制に有効であ
る一方、用途制限を課す事が困難である点から、建築
制限としての活用の限界点は指摘されている 6）。その
ため同法単独での運用だけでは不十分で、地区計画や
建築協定等の制限との併用が不可欠である。
4-2-2.　協定運用の負担

失効可能性のない地区計画で用途制限を定める IC
に対し、ももちの百道浜 4 丁目は 10 年毎に協定更新
手続きを行う必要がある ( 自動更新を採用済地区は除
く )。更新には市との勉強会や地権者の署名収集等を
住民委員会主体で行う必要があり、住民負担が大きい。

5.　上乗せ規制に至る直接的論理の分析
本章では、臨海住宅地の計画関係者へのヒアリング

及び文献調査を基づき現在の上乗せ規制に至った論理
を整理し、埋立地開発特有の課題を明らかにする (図7)。

表1 　臨海住宅地３地区の計画変遷

1) 和白地区は実現しなかったが、IC計画へと引き継がれたと想定するものとする。
2) 最終人口は 2021 年 12 月時点のものとした。ICに関して今後予定されている最終分譲後には一時的に 20,000~21,000 人を上
回るとされ、その後人口減少を加味した場合、最終的に約 18,000 人に落ち着くと考えられている。
3) 公示地価は令和 3年のものを国土交通省HPから参照し、基準値番号は上から百道福岡早良 -3, 福岡西 -17, 福岡東 -37 である。

計画面積(ha) 最終面積(ha) ①計画人口(人) ②最終人口(人) ②/① 地価（円/㎡）
百道・地行 140 138.3 28,000 8,581 0.31 376,000
姪浜(愛宕浜) 70 82 8,400~10,500 8,695 0.92 190,000
和白(IC) 260 401.3 26,000~31,200 12,989 0.45 108,000

用途地域は広範囲
でしか設定しない

失効可能性のある建築協定の採用

1987 年

1987 年

1974 年

かつ

博覧会によるPRを
用地売却に活用

逆方向の
変更

相反

そのまま

1980 年代~

1987 年都市計画決定時

厳しい用途地域指定

地区計画依存の

知見

かつ

図7 臨海住宅地３地区の開発背景の比較

【百道浜 /初期】 【IC地区初期】

【愛宕浜/初期】 【愛宕浜/現在】

【地行浜 /初期】 【地行浜】

【百道浜 /現在】 【IC地区後期】

住民発意で地区計画を策定

建築協定が失効

※地区計画は戸建地区用途制
限を課していないため除外

用途地域指定が緩い為、建
築協定の維持が不可欠更新
時の負担大

計画時の住環境意識の不足に
より建築協定失効。地区とし
てデザイン統一が無く、景観
形成地区の機能不全が伺える 地区計画で用途制限を掛けること

で恒久的な住環境を担保し、住民
負担を軽減。景観形成地区と併用
する事で一定水準の安定性を有し
ている。一方、住民意思で規制内
容を更新できない側面を持つ。

用途地域指定に関しても 1
低であり、戸建地区としての
安定性は十分

図8 実地でどの様な影響がでているか
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5-1.　上乗せ規制に至った論理
5-1-1.　埋立地の用途地域指定の考え方

臨海部戸建住宅地の上乗せ規制は【比較的緩い用途
地域＋地区計画又は建築協定】構造を取る。この点に
関して、「複合用途を有する住宅群を形成するため」「細
かな需要予測 ( 戸数や住居形態 ) が行えない段階で厳
しい用途制限を設定する事の難しさ」「都市計画決定
の変更は社会的コストがかかり現実的ではなく、後か
ら地区計画で縛る方が望ましい」等の点が主な根拠と
して挙げられる ( 再 8）。埋立事業は長期化する傾向があ
り、初期段階での住宅需要予測が困難である点が用途
地域指定に影響を与えている事が分かった。
5-1-2.　市街化区域編入と都市計画変更

埋立地は埋立工区毎に、埋立が完了する約 1 年前
に市街化区域に編入され、用途地域指定を行う必要が
ある。しかし、ももち計画においては用途地域指定が
４年間という短期間で都市計画変更された経緯を持つ
(9）。基本的に一度決定された都市計画決定は手続きの
煩雑さや計画的な運用の観点から変更のハードルが高
い。この時の経験則を踏まえ、IC 初期の用途地域指
定では比較的緩い指定がなされた可能性がある ( 再 8）。
5-1-3.　公有水面埋立法と運輸省許認可

埋立地は公有水面埋立法に則り、想定する用途を運
輸省（現国土交通省）から認可を受ける必要があり、
それを変更する際も許可申請が必要になる。ももちは
初期計画からの変更が重なった際、修正の認可を受け
るため市職員が何度も運輸省説得にあたり、計画修正
に苦戦した 7）。計画プロセス上の運輸省の許可という
埋立地特有の障壁が【比較的緩い用途地域＋地区計画
又は建築協定】の上乗せ規制に繋がると考えられる。
5-1-4.　規制設定論理のまとめ

埋立事業は「規制立案者と事業者が同一」であり事
業成立のための論理 ( 後からの変更を避ける ) に沿っ
て規制が設定され、上乗せ規制に至る事が分かった。
5-2.　上乗せ規制の変化 (建築協定と景観法の違い )

IC は竣工年度の早い南部は建築協定と地区計画を
採用しているのに対し、北部は建築協定が設けられて
いない。この理由は 2004 年に景観法が制定され、建

築協定の内容を踏襲する形で景観地区が設定されたか
らである。IC は地区計画上で用途制限を課しており、
それをより補強する手段として失効可能性を含まない
【地区計画＋景観地区】型へと移行された。

6.　研究のまとめ
6-1.　上乗せ規制の評価

上乗せ規制は行政・開発者側と居住者側の立場で評
価が異なる。各種規制が分譲時点では有効であると認
識されている一方、実際には景観法の限界点や建築協
定の運営負担が存在している。また、協定失効後の懸
念までを開発時点では想定できていなかった。上乗せ
規制は時代と共に洗練され、後期 IC の地区計画依存
型に至ることで一定の成熟度に達したと評価できる
が、その変化の狭間にあったももちは今後も住民努力
で環境維持を行う必要がある。
6-2.　総括

埋立宅地開発は長期事業であるため社会情勢や住宅
需要の変化が生じやすい。事業主体はそれらの変化へ
の細やかな対応・修正が求められる。特に公有水面埋
立法に関わる諸制度の影響で用途地域の規制は緩やか
な方が事業者側には都合が良い。また、「起債事業は
失敗が許されない」「規制立案者と事業者が同一」の
面から、売る論理を優先した事業推進が許容され易い
傾向がある。それらを背景に上乗せ規制の開発規制が
採用されるが、地区間で構成要素には差があり、全て
の地区が戸建住宅地として建築形態・制限の面ともに
同程度の安定性を有しているとは言い難い。長期的な
土地利用の安定性を考慮した都市計画の設定が重要で
あると共に、宅地分譲後の地権者が細分化された後で
も有効な規制立案のあり方が求められる。

図9  臨海住宅地の開発規制設定論理

●事業が長期化する傾向
●住宅需要の予測が困難
→初期段階で厳しい用途制限を課すのはリスクが高い

●先に資金を借り入れ、売却益で補填する事業形態
●公的事業で失敗ができない
→売る論理が優先されやすい

●市街化区域編入と同時に用途地域指定する必要性
●都市計画変更自体のハードルが高い
→後の変更はなるべく避ける形を取りたい

●景観法の制定 (2004)
●（建築協定＋地区計画）から（景観地区＋地区計画）

●公有水面埋立法
●用途変更の際が運輸省の許可が必要
●売却方法に制限がある（民間への売却に制限）

●最初に設定した用途地域から二度都市計画変更
●大幅な用途変更で運輸省説得に苦戦した

計画市街地でも上乗せ型の開発規制【緩い用途地域＋地区計画 or 建築協定】にならざるを得ない
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脚注
(1) 宅地開発と住環境が注目され始めた 1970 年台に支店経済都市として中枢管理機
能が集中した、札幌市・仙台市・広島市・福岡市に加え、福岡市の港湾開発に影響を
与えたとされる神戸市を選定した。
(2) 住民ヒアリングよりワンルームマンション・アパートの建設は好まれない
(3) 国土交通省「全国のニュータウンリスト」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
house/jutakukentiku_house_mn5_000016.html を母集団とした。
(4) 福岡市は郊外住宅地の将来的なバリアフリー化・建替え推奨のため「戸建住環境
形成地区」を指定し、地区内の戸建住宅のみ限定した容積率・建蔽率緩和を行っている。
(5)SM は 1974~89 年の間に、28,000 人、26,000 人、20,000 人、10,000 人と減少
(6)1986 年 12 月～ 1987 年 11 月の間に集合住宅の導入が確定したと考えられる
(7)1988 年 6 月に土地利用検討委員会が設立され、同年 12 月に最終的なゾーニング
案が作成された。住居系地区が割合が削減され商業地区へ大幅に変更された。
(8) 福岡市港湾局ヒアリングより
(9) 当初は地区の内陸部は第 2 種住居専用地域の計画であった。
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