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This study deals with city planning basic survey provided by the article 6 in the city planning law. Ministry of construction (at that
time) made an operation manual of city planning basic survey for local authorities in 1987. Almost 20 years have passed now and
the background around city planning has changed very much. It is time to check the operation manual and consider what city
planning basic survey should be. From this point of view, five research items were done: (1) Reviews of related studies, (2)
Investigations for the status quo of city planning basic survey in local authorities, (3) Research for similar survey systems in foreign
countries, (4) Research for technologies and methods useful for city planning basic survey, and finally (5) Summary of current
problems of city planning basic survey and suggestions. The results show that i) items of survey should be flexible depending on
conditions of target areas, ii) shares in 3 fields are recommended; a) share between prefectures and municipalities, b) share between
data from daily jobs and survey, c) share between city planning basic survey and detailed surveys under plannings and public works.
本課題は基礎調査がいかにあるべきかについて検討を

［研究目的及び経過］
現在，わが国は地域の状況にきめ細かく対応した都市

行うものである．なお，当初の研究期間は平成 15〜16

計画・まちづくりを進めている．住民の発意に基づく都

年度の二カ年の予定であった．しかし平成 16 年の新潟

市計画，合意形成のプロセスを重視した参加型まちづく

県中越地震に対応するため，中断を余儀なくされた．そ

りなど積極的な取り組みが為されている．これらの動き

の後，平成 17 年度に作業を再開しており，結果として

を支える最も基本的な要素として，都市や市街地の現況

三カ年にわたる課題となった．
以下，本課題の概要について報告する．

を的確かつ効率的に把握し，情報として共有することが

［研究内容］

必要である．

本課題では以下の項目について検討を行った．詳細に
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として，各種の事業，計画を実施するために行われる調

ついては，それぞれ，参考文献を参照されたい．
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(1)基礎調査に関する基礎的資料の集約・蓄積
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遷と関連技術の進展などに関するレビューなどを行
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(2)わが国の実態把握

しについて調べることなどが定められている．都市計
画・まちづくりに関する基本的な事項が定期的に行われ

地方公共団体における基礎調査の実施状況等につい

ていること，すべての都市計画区域を網羅することなど

てアンケート調査を行った．同時に都道府県の基礎

が期待できる．
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した 1),4),8)．
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(3)海外における類似する調査制度に関する調査
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Communication Technology : 情報通信技術)の革新など，
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関連する技術の進展なども考えると，62 年要領を見直
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し，改訂を検討する時期であろう．
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c) 各種の計画・事業の調査との役割分担：

(5)わが国の基礎調査の現況と課題に関する検討
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［研究結果］
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関連分野全域を見据えた都市・市街地に関する調査
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ている．また，独自の調査項目を定めている団体，

以上の方向性を踏まえた具体的な検討や，地方公共団体
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との協動による実証については今後も継続して行ってい

あり，柔軟な対応が始まっている．本課題ではその

く予定である．

団体の状況に合わせた調査内容にアレンジするため
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