都市計画マスタープランのマネジメント・サイクルに関する研究
―ＰＤＣＡサイクルの運用実態について―
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大阪工業大学
１. 研究の背景と目的
1992 年に都市計画法の改正により
「市町村の都市計画に
関する基本的な方針（都市計画マスタープラン）」（以下
都市ＭＰと記す）が定められてから約 20 年が経過し、多く
の自治体で策定されている。都市ＭＰは、各市区町村の実
情を考慮し、住民参加によって都市づくりを計画する。そ
して、都市の長期的な将来像を設定し、総合的・一体的に
描くものである。しかし、都市ＭＰには法的拘束力はない
ため、その実現が困難になりやすく「画餅」と言われてい
る。さらに都市ＭＰの策定から目標年次の到達や社会経済
情勢の変遷により、多くの自治体で都市ＭＰの見直し、改
定を実施している。また、都市ＭＰのマネジメントは、各
自治体に委ねられている。
一方、国土交通省通達の都市計画運用指針では、2000 年
から「見直し」に関する内容や、2008 年には「マネジメン
ト・サイクル注 1）」に関する内容が追加された。また、都
市計画に関する文献注 2）では、都市計画の性格について、
「永続性と柔軟性の調和」や「定期的な見直しの必要性」
について述べている。このように、都市計画は長期的な計
画でありながらも、マネジメントをしていく際に、社会経
済情勢に影響を受けやすいため、都市計画には定期的な評
価が必要とされている。
このような状況を踏まえ、近年では都市ＭＰの時間軸の
マネジメントにＰＤＣＡサイクル注 3）（以下ＰＤＣＡ）を
導入する自治体も現れている。
しかし、都市ＭＰにおけるＰＤＣＡの取り組みはまだ少
ないと思われる。都市ＭＰのマネジメント及び評価の手法
については、自治体によって様々で、その手法については
多くの自治体が試行錯誤している。
都市ＭＰの見直し・評価及びマネジメントに関する既往
研究については、評価の実態ではなく計画段階での評価に
注 4）

関する研究

注 5）

、見直し時の運用実態に関する研究

、事

注 6）

業評価を用いた都市ＭＰの評価に関する研究

がある。

これらの研究は、全国的規模の調査ではなく、都市ＭＰマ
ネジメント及び評価手法について着目したものでない。Ｐ
ＤＣＡについては、都市計画に関する研究の中でもまだ少
ない。また、近年の事例を対象としたものでない。

２.

研究方法

本研究は、以下の手順に従って、研究を進める。
(1) 全国の自治体にアンケート調査をすることで、都市Ｍ
Ｐ計画書における評価の現状を把握する注 7）。（一次
調査）
(2) 都市ＭＰ計画書に評価の記述がある自治体 を選定
する。
(3) 都市ＭＰの評価に関する運用実態について、実施の有
無に関わらず把握する注 8）。（二次調査）
(4) 都市ＭＰのマネジメントにおいて、ＰＤＣＡを実施し
ている自治体を選定する。
(5) ＰＤＣＡ及びその評価手法の運用実態を調査する。
（三次調査、本論）
３.

三次調査の方法

二次調査までに以下のことが分かった。
(1) 都市ＭＰの評価を実施している自治体はまだ少ない
が、関心を持っている自治体は増加してきている。
(2) 都市ＭＰの評価手法は自治体によって様々な手法が
用いられている。
以上を背景とし、三次調査の目的は、都市ＭＰのＰＤＣ
Ａによる評価手法に関する具体的な運用実態とその効果や
手法について明らかにする。加え、都市ＭＰのＰＤＣＡ取
り入れた背景や目的を明らかにすることである。
この目的を達成するために、前調査の結果を用いて、以
下の内容を満たす自治体から調査対象を選定した。
(1) 評価を実施する際にＰＤＣＡを理論的に展開してい
る。
(2) 評価を実施した結果、都市ＭＰの変更をしている。
以上の内容を満たすのは、前調査の中からＣＩ市・ＴＫ
表―1 三次調査概要
方法
対象
期間

資料

ることで、都市 MP の将来像の実現性を向上していくため
の手法を検討し、都市ＭＰのＰＤＣＡのあり方について考

敏哉

察をすることを目的としている。

以上を背景とし、自治体の都市ＭＰのＰＤＣＡの運用事
例を対象に、その背景や仕組み、その手法等を明らかにす

岡山

充益

内容

メールによる聞き取りと資料の分析
ＣＩ市

ＴＫ市

2012年11月30日～2013年1月22日

2012年11月30日～2013年1月12日

ＣＩ市都市ＭＰ、ＣＩ市総合計画、国立市
都市ＭＰ中間評価報告書、まちづくり推進
会議執行体制に関する資料、ＣＩ市市民意
識調査報告書

ＴＫ市都市ＭＰ、ＴＫ市都市ＭＰ（資料
編：改定時資料）、ＴＫ市総合計画、ＴＫ
市都市ＭＰ評価単位項目の一覧表、ＴＫ市
都市ＭＰの評価制度に関する提案、都市Ｍ
Ｐの新旧対照表、一次評価シート、二次評
価シート

PDCA導入の背景や仕組み、評価・改善に関して、効果や課題

市を選定した。なお、ＴＫ市は、ＰＤＣ
A の展開を目指しているわけではないが、
都市ＭＰのマネジメント手法がＰＤＣＡに

表－2 ＣＩ市とＴＫ市の概要
CI 市
約 368k ㎡

約 8k ㎡

人口

約 27.8 万人

約 7.4 万人

類似するため対象とし選定した。調査の概

世帯数

要は表―3 に示す。

人口密度（人/k ㎡）

４.

研究結果

4.1. ＣＩ市とＴＫ市の概要比較
ＣＩ市は、
工業都市として発展しており、
景気の変動を大きく受ける特徴がある。

約 35000 世帯

755.8 人/k ㎡

9156.6 人/k ㎡

約 861 億円

約 269 億円

人口当たりの予算規模

309405.1 円

360464.2 円

市職員数

1254 人（Ｈ21 年）

360 人（Ｈ21 年）

財政力指数

1.07

1.01

経常収支比率

87.5

95.3

実質公債費比率

10.2

3.9

将来負担比率

92.3

15.7

良好な住環境と高い利便性から比較的に富
裕層が多い。
都市的特徴

4.2. ＣＩ市
ＣＩ市では、一部を総合計画注 9）でも用
いる指標から評価を実施することで、
「シス
テマティックな評価形式」で、評価・改善の期間は 8 カ月
間であったことが明らかになった。詳細は図－1、表―3、
図－3 で示す。
4.3. ＴＫ市
ＴＫ市では、庁内では事業評価を実施しているが、市民
参加を導入した評価を実施していることから、「会議での
評価形式」の評価を実施していることが明らかとなった。
また、その期間は 2 年 8 カ月間を必要であることが分かっ
た。詳細は図－2、表―3、図－4 で示す。
５.

約 11700 世帯

予算規模

ＴＫ市は、
文教都市として発展しており、

詳細は表―2 で示す。

TK 市

面積

結論

5.1. 考察
ＰＤＣＡ及び評価実施の背景や意義は、掲げる目標・計

図－1 ＣＩ市の評価に着目したＰＤＣＡの流れ

温暖な気候と海・山の幸に恵まれており、縄

個性的な商業施設と緑あふれる南部の田園地

文・弥生時代を通じて遺跡や貝塚があります。

帯の二面性の魅力が、コンパクトな空間に凝

臨海部は埋め立て造成が行われ、国内有数の

縮している。大正時代までは雑木林であった

工業都市である。工業製造品出荷額が、県内

が、学園都市構想に基づき大学を誘致、宅地

第 1 位であり、石油化学プラントの数は全国

開発を行った。それ以後高級住宅地として発

でもトップである。そのため、2008 年のリー

展し、分譲された広い区画のままの住宅が今

マンショックにより大打撃を受け、税収が低

でも多く存在している。そのため、現在では

迷した。

文教都市として、良好な住環境と学園都市に
よりその地位を確立している。

画の実現や変遷する社会に対応していくことを期待してい
ることが分かった。
そして、
このマネジメント手法により、
都市ＭＰの実行力を向上させることを目指していることが
明らかになった。また、ＰＤＣＡにより定期的に評価を行
うことで、職員・市民のまちづくりへの意識が向上してい
ることが明らかとなった。これらのことから都市ＭＰのマ
ネジメント手法としてＰＤＣＡの導入を検討する必要があ
ると考えられる。
マネジメント手法については、まちづくりの目標を実現
していく上で、ＣＩ市では総合計画との連携の強いＰＤＣ
Ａの仕組み構築していることが分かった。
評価手法については、自治体によって大きく異なること
が明らかになった。ＣＩ市では、
「システマティックな評価

図－2 ＴＫ市の評価に着目したＰＤＣＡの流れ

表－3 ＣＩ市とＴＫ市の調査比較
項目

ＣＩ市

ＴＫ市（マネジメント手法がＰＤＣＡに類似しているため対象にしている）

・平成 11 年に初めて策定したが、少子高齢化への進展を念頭に、平成 20 年
都市Ｍ
概

Ｐ

に計画見直した。

・平成 15 年に初めて策定した。

・総合計画と同一の理念と将来像が設定されている。これに即し、「分野別構

・都市ＭＰの構成は基本理念・方針に即し、都市ＭＰ将来像が構成されており、これを実現して

想（5 分野）」「地域別構想（4 地域）」が計画されている。そして、これら

いくために「分野別構想（7 分野）」「地域別構想（4 地域）」が計画されている。

の目標を達成していくために「5 つの戦略」からなる指標がある。

要
総合計

・都市ＭＰと同じ理念・将来像から成り、この目標を達成するための指標を

画との

3 年毎に評価することになっている。なお、この指標は都市ＭＰの指標の一

関係

部と同一のものとなっている。
・総合計画の中で、市民目線でのまちづくりを目指しており、それに準ずる形

導入の

で都市ＭＰも策定された。また、実効性のある計画にするために、都市ＭＰ

背景・

の評価・検証を、設定した挑戦値（指標）に対しての実施することで、達成

目的

度合を把握することで行っている。こうした背景から、都市ＭＰでも、そのマ
ネジメント手法としてＰＤＣＡを導入している。

・都市ＭＰの基本理念・方針は、総合計画の理念の内容を考慮してできている。また、都市の将
来像に関しても同様である。このような形式で総合計画と連動している。
・策定から 20 年後を将来像として目標としているため、計画が長期となっている。そのため、
実施する際の、詳細な方法や手続きについて経年変化が起こることが考えられるため、それより
短い期間で見直しを行うことで、変遷する社会・市民ニーズに柔軟に対応し、20 年後の目標
の達成するために、この都市ＭＰのマネジメント手法を導入している。

・都市ＭＰのマネジメントは、「短期的ＰＤＣＡ」と「長期的ＰＤＣＡ」の２
Ｐ

つのＰＤＣＡを用いて、都市ＭＰのマネジメントを実施している。

・都市ＭＰのマネジメントは、「短期的ＰＤＣＡ」と「長期的ＰＤＣＡ」の２つのＰＤＣＡを用

Ｄ

・「短期的ＰＤＣＡ」については、評価までの期間は 3 年毎に設定されてい

いて、都市ＭＰのマネジメントを実施している。

Ｃ

るが、評価・改善に 8 カ月要すため、ＰＤＣＡの 1 周の期間は約 3.5 年であ

・「短期的ＰＤＣＡ」については、評価までの期間は 5 年毎に設定されているが、評価・改善

仕組

る。また、本来都市ＭＰが中長期的な計画も含む計画であることから、計画

に 2 年 8 カ月を要すため、ＰＤＣＡの 1 周の期間は約 7.5 年である。そして、各方面において

み・シ

（Plan）の改善（Action）だけでなく、迅速な対応を図るため、施策・事業の

事業計画を策定する（Do）際に、都市ＭＰの基本方針を考慮して計画策定しているが、実施す

ステム

推進（Do）の中でも取り組み方法の見直しなどの対応を図っている。

るにあって経年変化があるため、都市ＭＰの基本理念を尊重した上で、Check（評価）を実施し

・「長期的ＰＤＣＡ」については、都市ＭＰの目標年次は、総合計画に合わせ

ている。

Ａ

られている。そのため、今回は、7 年後になっている。この評価では、総合計

・「長期的ＰＤＣＡ」については、評価は目標年次の策定から 20 年後であり、都市ＭＰの基本

画に合わせながら基本理念・方針も見直しを行うことになっている。（改定を

理念も含め、全体的に見直すことになっている。（改定を前提にしている）

前提にしている）

評価手
法

短期的ＰＤＣＡのＣｈｅｃｋ（評価）・Ａｃｔｉｏｎ（改善）
他

・評価は、「一次評価（庁内）」、「二次評価（市民）」がある。
・一次評価では、施策事業の進捗状況の報告に対して、検討会の会議にて、定性的な評価と定量

る。評価は指標を定めた算出方法で計算し評価する「システマティックな評

的な評価をしている。

価手法」である。また、これらの指標は毎年集計する。

・二次評価では、市民懇談会と一次評価の内容を考慮して、会議で評価する。

・総括的評価については、5 つ分野の施策・事業の現況を評価する。また、他

・評価は、施策事業を基にしているが、両者とも「会議形式の評価手法」である。

に人口増減や指標の総括を評価する。なお、この項目は都市ＭＰ上の変更はし

・策定当時は定量的評価と市民参加のみが決められており、詳しい手法は、策定後に市民参加で

ない。

決められている。

・指標による評価では、5 つの戦略の指標が対象となっている。指標は 42（同
一のものを除くと 34）から成り、その中には都市ＭＰの独自指標が 5 つある。
対象項

定量的な指標はＣＩ市統計調査や交通機関の調査等で、
定性的な指標はアンケ

目・デ

ートとなっている。このように、施策等の効果や成果を重視した指標を設定し

ータ

ている
・総括的評価では、5 つ分野の施策・事業を対象とし、他には人口増減や指標

・「都市ＭＰの基本理念を尊重行う」ということから、都市ＭＰの、「分野別構想の方針（7
分野）」、「地域別構想の方針（4 地域）」、「実現の方途」を評価対象としている。それら
を大項目と設定して、大項目から詳細に、中項目・小項目・個別項目とし評価していく。個別項
目は、施策事業となっている。

の合計が対象となる。

組織

・担当部課は、施策事業の進捗状況におけるコメントの記入や毎年集計する

・担当部課は、関連の施策・事業の進捗状況等を報告する。

指標データの管理を行う。

・都市ＭＰ評価等検討会（以下検討会）は、関係部課長 13 名で構成された組織であり、評価手

・まちづくり推進会議は、都市ＭＰの評価や改善やまちづくりの推進を行う

法の検討や評価の実施、幹事会への指示をする。また、評価結果を受け、都市ＭＰの見直し案に

もので、各部次長 12 名で構成される。

ついても検討・作成する。

・検討班は、まちづくり推進会議を補助する組織で、２つの検討班から構成さ

・幹事会は、関係部課の担当職員で構成される組織で検討会の補助をする。

れている。

・都市ＭＰ評価等市民会議（以下市民会議）公募市民の 12 名から組織されたものである。評価

・都市計画審議会は、まちづくり推進会議が都市ＭＰを評価した際の報告書

手法の検討から評価の実施、都市ＭＰ見直し案の提案を行う。また、市民評価懇談会を主催する。

に対して、審議会を開催し意見をもらい、一般公表の報告書にその意見を記載

・市民評価懇談会は、自由参加の都市ＭＰの評価に関する会議で、より幅広い意見を聞くために

している。

各地域で開催している。全 11 回・10 会場で開催し、計 79 名が参加している。

・都市計画課は、事務局として都市ＭＰの評価実施時の庶務作業の全般担って

・都市計画審議会は、見直し案に対しての意見をもらっている。

いる。

・都市計画課は、事務局として都市ＭＰの評価実施時の庶務作業の全般担っている。

・都市ＭＰの変更は指標のみであった。都市ＭＰのＰＤＣＡによる変更は指

・都市ＭＰの変更は、評価対象項目や現状の人口、法改正の部分で修正があった。修正は主に文

改善・

標の目標達成による上方修正等であった。また、総合計画改定の際に指標の修

言の変更であった。他は計画の進行や新規事業の設置による修正や、「美しい街並みから地域の

変更

正や追加を行ったために、それに倣って都市ＭＰの指標も修正している。一方

特色に合わせた街並みへ」等の社会情勢・市民ニーズの変化による修正が見られた。

で、この評価結果を受け、施策事業の改善も実施している。

・改善作業は約 1 年かかっている。

・関係部課の目標達成への意識の高まりが生まれている。

・長期間の会議により、市民の関心や意識の高まりの効果があった。そのため、市民協働で評

効果・

・評価・指標の改善を行うことにより、社会情勢の変化や市民意識の変化に

価を実施したことは、今後のまちづくりに活かせると期待している。

期待

対応することが可能となり、都市ＭＰの実行性を高める効果があると期待し

・まちづくりは時代の流れの影響を受けやすいため、基本方針を変更しない限りにおいては、詳

ている。

そ
の

・評価は、「指標による評価」、「総括的評価」がある。
・指標による評価については、施策等の効果や成果を重視した評価になってい

負担

費用

・関係部署との連絡・調整、まちづくり推進会議、都市計画審議会開催のため
の調整・準備、指標分析調書のとりまとめの時間が必要だったこと。
（8 ヶ月）

細部分については柔軟に対応することで、計画の実効性が高くできることを期待している。
・評価手法の検討、市民及び庁内職員の協力のもと市民会議等や庁内検討会を繰り返しため多く
の時間が必要であった。（評価・改善が約 7 年半であるが、評価手法の検討を含むと約 4 年
半）

・報告書等の作成に費用が掛かった。

・会議資料の印刷費や改訂後の冊子の製本費程度である。

・指標の集計は、総合計画等で利用していたため費用は掛かっていない。

・市民会議の開催や職員の人件費も費用にあったると考えられる。（評価手法の検討も含むと約

・職員の人件費も費用にあったると考えられる。（8 ヶ月）

4 年半）

図－4 ＴＫ市のＰＤＣＡシステム

図－3 ＣＩ市のＰＤＣＡシステム
形式」によって、ＴＫ市よりも短期間で実施できたことが
分かった。このことから、評価手法について、組織、人材、
財政の観点から検討すると、これらが整った自治体では、
ＴＫ市のような評価手法を取り入れることができると考え
られる。一方、専門知識を持つ人材がいないなど組織力、
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１８） 松本昭、都市計画 272―都市計画制度を構想する、2019 年都市計画法に向けた課題―pp25-30,2008 年4 月

順序に行い１周したら、またつなげ螺旋を書くようにし、継続的に業務改善していく手法。

１９） 川原慎也：これだけＰＤＣＡ、すばる舎、2012年7月
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