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＜国分寺市まちづくり条例改正原案（主な概要）＞ 

 

＜第１章＞ 総則 

第２条（定義）（第５号，第６号ほか）                                   

⚫ 道路の位置の指定を受けて行う土地利用，寄宿舎，墓地，遺体保管所，エンバーミング

施設（薬液を使った遺体の保存，遺体の修復等の処置を行う施設），葬祭場，ペット霊

園，工事施工者，用途の変更を定義に追加します。 

【理由】 

・これまで規定のなかった土地利用，新たな開発事業の対象を明確に規定するため。 

 

＜第３章＞ まちづくり市民会議 

第 10条（まちづくり市民会議の設置及び組織）（第４項）                    

⚫ まちづくり市民会議の構成委員の一部を関係団体から推薦された者に変更します。 

【理由】 

・多様な人材，多角的視点による意見聴取を行うため，関係団体の推薦者を加える必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

＜第４章＞ 協働のまちづくり 

第 14条（地区まちづくり計画の案の策定方法）（第２項）                    

⚫ 地区まちづくり計画案の同意者の年齢要件を満 20 歳以上から満 18 歳以上に変更しま

す。 

【理由】 

・平成 30 年６月に民法の改正（令和４年４月施行）により，成人年齢が満 20 歳から満 18

歳に引き下げられることから，まちづくり計画案策定にあたり合意が必要となる関係権

利者の年齢を 18歳以上に変更する必要があるため。 

 

第 15条（テーマ型まちづくり計画の案の策定方法）（第１項及び第３項）                    

⚫ テーマ型まちづくり計画案の同意者の年齢要件を満 20 歳以上から満 18 歳以上に変更

します。 

【理由】 

・平成 30 年６月に民法の改正（令和４年４月施行）により，成人年齢が満 20 歳から満 18

歳に引き下げられることから，まちづくり計画案策定にあたり合意が必要となる関係権

① 公募により選出された市民等 7 人以内 

② 識見を有する者       6 人以内 

① 公募により選出された市民等 5 人以内 

② 関係団体から推薦を受けた者 2 人以内 

・東京むさし農業協同組合 

・国分寺市商工会 

③ 識見を有する者       6 人以内 
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利者の年齢を 18歳以上に変更する必要があるため。 

 

第 16条（都市農地まちづくり計画の案の策定方法）（第４項）                    

⚫ 都市農地まちづくり計画案の同意者の年齢要件を満 20 歳以上から満 18 歳以上に変更

します。 

【理由】 

・平成 30 年６月に民法の改正（令和４年４月施行）により，成人年齢が満 20 歳から満 18

歳に引き下げられることから，まちづくり計画案策定にあたり合意が必要となる関係権

利者の年齢を 18歳以上に変更する必要があるため。 

 

第 17条(地区まちづくり計画等の決定手続)（第 16項）                      

⚫ 適切な場所が確保できないときは，まちづくり推進板の設置は行わないことを規定し

ます。 

【理由】 

・まちづくり推進板が設置できない場合を想定し，設置しないことができることを規定する

ため。 

 

第 22条（推進地区まちづくり計画の策定等）（第９項）                      

⚫ 適切な場所が確保できないときは，まちづくり推進板の設置は行わないことができる

ことを規定します。 

【理由】 

・まちづくり推進板が設置できない場合を想定し，設置しないことができることを規定する

ため。 

 

第 26条（都市計画提案団体の指定）（第１項第２号及び第３号）                         

⚫ 農業協同組合法などの関係法に位置付けられている団体の関係法の引用を省略します。 

【理由】 

・第 10条第４項第２項で引用して規定しているため，本項では省略する必要がある。 

 

＜第５章＞ 秩序あるまちづくり 

第 32条（都市計画の決定等の案の作成手続）（第３項及び第４項）                     

⚫ 公聴会に出席して意見を陳述するには公述の申出が必要になることを追記します。 

⚫ 公聴会の開催要件は，意見書の提出ではなく，公述の申出による開催に変更します。 

⚫ 公述の申出がなかった場合，公聴会を開催しないことができる規定とします。 

【理由】 

・公聴会の開催は，意見書の提出を要件にしているが，意見書の提出者は公聴会の出席及び

公述を希望するとは限らないことから，原則として開催するが，ただし，公述の申出がな
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ければ開催しないことができることに変更する必要があるため。 

 

＜第６章＞ 協調協議のまちづくり 

第 40条（建築確認申請等に係る届出等）（第２項）                       

⚫ まちづくり基本計画との整合のほか，計画地の周辺環境を配慮する必要がある場合に

も助言できるよう規定します。 

【理由】 

・当該届出においては，まちづくり基本計画の整合のほか，周辺環境に配慮して助言又は指

導を行うことがあり，実態に即して規定を変更する必要があるため。 

 

第 41条（開発基本計画の届出等）（第１項及び第３項）                          

⚫ 用途の変更は，変更する部分の床面積が 1000 ㎡以上に対象を規定しているため，開発

区域面積 500 ㎡以上の開発事業における用途の変更は対象にならないことを明記しま

す。 

⚫ 国分寺崖線区域内は，開発区域面積 300 ㎡以上の開発事業（一戸建ての建築と目的と

した開発事業を除く）を届出対象としているが，第１種及び第２種低層住居専用地域は，

都市計画法で建築物の高さ 10ｍ以内の制限があり周辺環境に与える影響は限定的であ

ることから，開発区域面積 500 ㎡以上に対象を変更します。 

⚫ ただし，墓地，ペット霊園，葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設は周辺環境に

与える影響が大きいため， 開発区域面積 300 ㎡以上のままとします。 

⚫ 建築基準法第 87 条の見出し「用途の変更に対するこの法律の準用」の表記は第２条第

５号の開発事業の定義で規定しているため，ここでの表記は省略します。 

【理由】 

・条例第 41条に規定する開発基本計画の届出の対象について，用途の変更の取扱をわかり

やすく規定する必要があるため。 

・国分寺崖線区域における第１種低層住居専用地域及び第 2 種低層住居専用地域の開発事

業（ただし，墓地及びペット霊園を除く）は建築物の高さ 10ｍの制限があるため，周辺

環境に与える影響は限定的であることから，開発区域面積 500 ㎡以上に適用対象を見直

す必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（概略図） ：国分寺崖線区域 
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第 42条（開発基本計画の周知等）（第４項及び第５項）                            

⚫ 墓地，ペット霊園，葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設は，周辺環境への影響

が大きいため，近隣住民のほかに周辺住民を含めた説明会の開催とし，説明会の開催期

限を標識設置の翌日から 21日以内とします。 

⚫ 墓地，ペット霊園，葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設については，前項で近

隣住民及び周辺住民を対象に説明会を開催する規定にするため，周辺住民から求めがあ

った場合に説明する規定の対象から除外します。 

【理由】 

・墓地，ペット霊園，葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設は，周辺環境への影響が

大きく，近隣住民のほか，周辺住民を含め，説明会を開催し，開発基本計画の内容を説明

するとともに，意見や要望を聴く必要があるため。 

・墓地やペット霊園等の場合，準備期間を考慮し，説明会の開催は，標識設置の翌日から 21

日以内に延長する必要があるため。 

 

第 45条（近隣住民等への説明）                            

⚫ 条文の見出しを，「近隣住民への周知等」から「近隣住民等への説明」に変更します。 

【理由】 

・わかりやすい見出しに表記を変更する必要がある。 

 

第 46条（開発事業に関する意見書の提出）（第１項及び第２項）                        

⚫ 早期の段階から，意見書を提出できるようにします。 

⚫ 提出期間の満了を待たず，意見書の受付後，速やかに事業者に送付することにします。 

【理由】 

・住民調整手続の充実として，意見書の提出時期を開発基本計画の提出後から前倒し，提出

期間の延長を図るため。 

・意見書の内容は多岐にわたる場合があるため，提出期間の満了を待たず，その都度事業者

へ送付し，事業計画への反映など，住民調整に生かす必要がある。 

 

第 47条（調整会の開催請求）（第１項）                        

⚫ 調整会の開催請求ができる近隣住民の年齢要件を満 20 歳以上から満 18 歳以上に変更

します。 

【理由】 

・平成 30 年６月に民法の改正（令和４年４月施行）により，成人年齢が満 20 歳から満 18

歳に引き下げられることから，まちづくり計画案策定にあたり合意が必要となる関係権

利者の年齢を 18歳以上に変更する必要があるため。 
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第 47条の２（調整会の開催等）（第３項）                        

⚫ まちづくり市民会議の委員から選出される調整会員の構成員の表記を変更します。 

【理由】 

・調整会員の組織について，まちづくり市民会議の委員のうち第 10条（まちづくり市民会

議の設置及び組織）第４項第３項に掲げる者に限ると表記を変更する必要があるため。 

 

第 48条（指導書の交付）（第１項及び第４項）                                

⚫ 近隣住民の理解が得られていると判断し，具体的な指導事項がない開発事業も多いため，

必要に応じて本指導書を交付することに変更します。 

⚫ なお，指導書を交付しない場合はその旨を通知します。 

【理由】 

・現行の規定は「指導書を交付しなければならない」と規定しているが，条例第 59条の規

定において，近隣住民及び周辺住民の理解が得られていると認められる場合は，本指導

書を交付しないことができることを規定している。本手続の簡略化を図り，近隣住民説

明実施報告書の内容も踏まえ，必要な場合のみ交付できるよう変更する必要があるため。 

・指導書の交付の有無を明確にするため，交付しない場合も通知する必要がある。 

 

第 50条(開発基準の適合審査) （第１項第２号）                             

⚫ 開発事業の対象を追加したため，開発適合審査基準の審査項目を追加します。 

【理由】 

・ペット霊園，葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設を新たな開発事業を追加したこ

とにより審査項目を追加する必要があるため。 

 

第 51条（開発基準の適合確認通知等）（第３項）                          

⚫ 開発基準適合確認通知書又は開発基準不適合通知書に関する公告及び縦覧の必要性が

低いことから廃止します。 

【理由】 

・開発基準適合確認通知書又は不適合通知書の縦覧は，適合の有無と理由のみ記載した情報

であり，縦覧の必要性を考慮して手続の簡略化を図るため。 

 

第 52条（開発事業に関する協定）（第１項）                            

⚫ 協定を締結するまでは，関係法令に基づく申請行為ができないものとして，公共施設の

帰属の同意（都市計画法第 32 条），道路の位置の指定（建築基準法第 42 条第１項第５

号）を明記します。 

【理由】 

・都市計画法第 32条に基づく同意協議の申請及び建築基準法第 42条第１項第５号に基づ

く道路の位置の指定による申請は，本協定後に行うことを明記する必要があるため。 
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第 53条（開発事業の変更の申請等）（第３項，第４項，第７項及び第８項）                           

⚫ 変更協議を必要としない軽易な変更の場合，変更報告書を提出することを規定します。 

⚫ 開発事業の内容を変更した場合は，変更内容の説明だけでなく，改めて近隣住民又は周

辺住民の意見及び要望を聴き，理解が得られるよう努めることを規定します。 

【理由】 

・軽易な変更の場合も変更報告書の提出を義務付け，変更内容を確認する必要があるため。 

・開発事業の変更の際は，既に説明を行った近隣住民等のほか，変更に伴い新たに影響を受

ける近隣住民又は周辺住民に対して説明のうえ，意見及び要望を聴く必要があるため。 

 

第 53条の２（工事着手前の開発事業の中止） ※新規                           

⚫ 工事着手前に事業を中止する場合，取り下げの届出とともに，近隣住民に周知すること

を規定します。 

【理由】 

・工事着手前の開発事業を取り下げする届出を規定し，近隣住民へ事業の中止を周知する必

要があるため。 

 

第 54条（開発事業に関する工事着手等の制限）（第１項及び第２項）                      

⚫ 工事着手の制限の対象に，工事施工者を追加します。 

【理由】 

・事業者のほか，事業者から開発事業に関する工事を請け負う工事施工者も工事着手の制限

の対象者に規定することで，工事施工者の確認不足による協定締結前の工事着手を抑止

する必要があるため。 

 

第 55条（工事の施工等）（第４項）                                

⚫ 工事を中断・廃止した場合は，近隣住民に周知することを追加します。 

【理由】 

・工事の中断又は廃止に係る安全上の必要な措置のほか，近隣住民に対し，中断又は廃止し

た旨の周知を規定して，近隣住民への影響を抑える必要があるため。 

 

第 59条（開発事業の手続の特例）（第２項及び第３項）                            

⚫ 条例第 48 条に規定する指導書は，必要に応じて交付する手続に変更するため，本開発

事業の速達手続の特例規定を廃止します。 

【理由】 

・本指導書は必要があるときに交付する規定に変更することから，本規定が不要となるため

削除する。 
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第 62条（大規模土地取引行為の届出に関する助言）（第１項，第２項及び第３項）                     

⚫ 助言に当たっては，まちづくり基本計画との整合のほか，当該届出に係る土地の周辺の

地域特性にも考慮することを追記します。 

⚫ 手続の円滑化を図るため，必要に応じて，市民会議の意見を聴くこととします。 

⚫ 本助言を受けた者は，土地取得予定者に助言内容を説明することとします。 

【理由】 

・助言に当たっては，地域の特性を踏まえて助言する必要があるため。 

・土地取引行為の届出に対する助言の円滑化を図るため，必要があると認めるときに市民会

議へ聴くよう規定を変更する。 

・土地取引行為の際，市の助言事項が新たな権利者へ継承されるよう説明義務を規定する必

要があるため。 

 

第 63条(土地利用構想の届出等) （第１項第１号，第４号及び第５号）                            

⚫ 「大規模開発事業に係る土地利用構想」の表記を「土地利用構想」に略称します。 

⚫ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業の場合，周辺環境に与える影響は限定的

であることから，国分寺崖線区域の内外に関わらず，開発区域面積 5,000 ㎡以上を土地

利用構想の届出対象とします。 

⚫ 墓地と同様に周辺環境に与える影響が大きい開発事業として，ペット霊園は開発区域

面積が 2,000㎡以上を，葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設は，床面積の合計

が 1,000 ㎡以上を，届出対象に追加します。 

【理由】 

・「大規模開発事業」と「土地利用構想」の表記の混在を「土地利用構想」に表記を統一す

る必要があるため。 

・一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業は，低層住宅の建築のため，周辺環境への影

響は限定的であることから，国分寺崖線区域の内外に関わらず，開発区域面積 5,000㎡以

上から土地利用構想の届出を適用するよう変更する必要があるため。 

・ペット霊園，葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設は，墓地と同様に周辺環境への

影響が大きいことから，一定規模のものは土地利用構想の届出対象に規定する必要があ

るため。 

 

第 64条(土地利用構想の公開等) （第５項）                            

⚫ 土地利用構想に関する説明会は，市民等を対象としたものであり，参加者の意見及び要

望をとりまとめる期間を考慮し，提出期間を 14日に延長します。 

【理由】 

・市民等を対象にした説明会であることから，参加者の意見や要望をとりまとめる期間を考

慮し，説明会実施報告書の提出期間を 14日以内に延長する必要があるため。 
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第 65条(土地利用構想に関する意見書の提出) （第１項及び第２項）                            

⚫ 見出しの表記を一部変更します。 

⚫ 「土地利用構想」の省略規定を規定します。 

⚫ 提出期間の満了を待たず，意見書の受付後，速やかに事業者に送付することにします。 

【理由】 

・第 63条の規定に合わせて「土地利用構想」の省略規定を活用するため。 

・意見書の内容は多岐にわたることから，提出期間の満了を待たず，その都度速やかに事業

者へ送付して，事業計画への反映などに生かすよう促す必要があるため。 

 

第 66条(土地利用構想に関する意見書に対する見解書の提出)                             

⚫ 見出しの表記を一部変更します。 

【理由】 

・第 63条の規定に合わせて「土地利用構想」の省略規定を活用するため。 

 

第 67条(土地利用構想に関する公聴会の開催)                             

⚫ 見出しの表記を一部変更します。 

【理由】 

・第 63条の規定に合わせて「土地利用構想」の省略規定を活用するため。 

 

第 68条（土地利用構想に関する指導書の交付）（第１項，第２項及び第３項）                      

⚫ 「土地利用構想に係る市の指導事項を記載した書面」の表記を「土地利用構想指導書」

に省略します。 

⚫ 指導事項においては，当該構想の周辺環境への影響も考慮して指導することを追記し

ます。 

【理由】 

・表記の工夫による省略規定を活用する必要があるため。 

・本指導書は，周辺環境への影響を踏まえて指導する必要があるため。 

 

第 70条（公共施設及び公益施設の整備基準等）（第２項及び第３項）                     

⚫ ペット霊園については，墓地同様に周辺環境に与える影響が大きいことから，建築行為

を伴わない土地利用においても前面道路の後退が必要となる対象に追加します。 

⚫ 都市計画法の開発行為を除き，開発区域の周辺に既存の公園が存在し，市長が適当と認

めた場合，公園整備に代えて公園整備協力金を支払うことができるよう規定します。 

【理由】 

・ペット霊園は，墓地と同様に交通量が増加するなど，周辺環境に与える影響が大きいこと

が予想され，前面道路の後退の適用対象に規定する必要があるため。 

・地域によっては，近隣に同規模の公園が点在し，小規模公園は整備しても十分に利用され
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ないことが多いことから，有用な公園整備に充てるため，金銭代替を認めることができる

よう規定する必要があるため。 

公園の金銭代替の算定式： 公園整備協力金＝用地費相当額＋施設整備費相当額 

  

 

 

 

第 71条（開発事業の整備基準）（第２項）                            

⚫ 建築行為を伴わない土地利用のうち，ペット霊園の整備は墓地同様の基準とする。 

【理由】 

・建築行為を伴わないペット霊園について，墓地と同様に別途整備基準を規定する必要があ

る。 

 

第 73条（緑と水のまちづくりへの協力）（第１項及び第２項）                         

⚫ 共同住宅等及び一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業を一の開発事業で行う場

合の取扱として，住宅戸数と宅地の区画数の合計が 16 以上になるときは，緑と水のま

ちづくり等に寄与する環境整備が必要になることを明記します。 

例）共同住宅（ワンルーム建築物以外）14 戸＋宅地分譲 6 区画の場合＝20（住戸＋区

画）＞住宅戸数と宅地の区画数の合計 16  ⇒環境整備の対象となる。 

⚫ 市長が特に認めたときは，事業者は，環境整備に代えて，緑と水のまちづくり協力金を

支払うことができる規定に表記を変更します。 

【理由】 

・共同住宅等及び一戸建ての住宅の建築を目的とする，一体で行う開発事業の取扱について

明記する必要があるため。 

・協力金の支払いが履行されないことを想定し，元の義務である環境整備の義務を負うよう

に規定の内容を変更する必要があるため。 

 

 

 

第 75条（道路の幅員）（第２項）                                 

⚫ 延長 120ｍ以下で通り抜け道路とする場合は，幅員５ｍ以上に変更します。 

【理由】 

 ・災害時の消防活動や避難経路の確保などに有効な通り抜け道路を整備しやすく，通り抜

け道路を誘導する必要があるため。 

 

 

延長 120ｍ以下 
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第 76条（袋路状道路の技術的細目）（第１項及び第２項）                         

⚫ 袋路状（行き止まり）道路において，道路延長が 35ｍ以下で１箇所以上の有効な自動

車の転回広場を設ける場合は，幅員 4.5メートル以上の整備を可能とします。 

⚫ 開発区域と隣地の地盤面の高低差が大きい，又は住宅に囲まれているなどで道路予定

地の設置が困難な場合は，設置しないことができることを追加します。 

【理由】 

・35ｍ以下の道路延長が短くかつ袋路状道路は，転回広場のない行き止まり道路を抑制する

ため，規定を変更する必要がある。 

・隣地との土地の高低差などにより，道路予定地の設置が困難な場合を想定し，除外する

ことを規定するため。 

 

 

 

 

 

第 78条（開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度）（第１項第１号及び第２号）                 

⚫ 社会情勢の変化及び今後のまちづくりへの影響を考慮し，下表のとおり，建築物の敷地

面積の最低限度を引き下げします。 

(1) 開発区域の面積が 5,000平方メートル未満の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 開発区域の面積が 5,000平方メートル以上の場合 

 

 

 

 

 

 

区域 
敷地面積の最低限度 

変更前 変更後 

第１種低層住居専用地域 125平方メートル 115平方メートル 

第１種中高層住居専用地域，

第２種中高層住居専用地域，

第１種住居地域，第２種住居

地域及び準工業地域 

125平方メートル 

（120平方メートル） 

115平方メートル 

（110平方メートル） 

近隣商業地域 115平方メートル 

（110平方メートル） 

110平方メートル 

（105平方メートル） 

備考 括弧内の数値は，開発区域の面積が1,000平方メートル未満の場合について適用する。 

 

区域 
敷地面積の最低限度 

変更前 変更後 

第１種低層住居専用地域 135平方メートル 125平方メートル 

第１種中高層住居専用地域，第２種中高

層住居専用地域，第１種住居地域，第２

種住居地域及び準工業地域 

135平方メートル 120平方メートル 

近隣商業地域 125平方メートル 115平方メートル 

 

4.5ｍ以上
幅員4.5ｍ以上

＋
転回広場１箇所

住宅 

高低差が大きい 
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【理由】 

・市の人口減少の予測，少子高齢化の進展等による社会情勢の変化を踏まえ，20代及び 30

代の若者世代の定住化を促進する住宅施策として，開発区域面積 5,000㎡未満における

第一種低層住居専用地域の建築物の敷地面積の最低限度は 115㎡以上，近隣商業地域を

除くその他用途地域は115㎡以上，近隣商業地域は110㎡以上に引き下げる必要がある。 

・なお，第１種低層住居専用地域を除く建蔽率（60％・80％），容積率（200％）の高い用途

地域において，開発区域面積 1,000㎡未満の比較的小規模な場合，各数値基準からさらに

５㎡引き下げる。 

 

 

 

第 79条（計画等における配慮事項）（第４号及び第６号）                           

⚫ 隣接する道路だけでなく近接する道路の交通の安全を確保するよう規定します。 

⚫ 既存の建築物等の解体工事を行う際に，事前に近隣住民に説明することを追加します。 

【理由】 

・交通安全は隣接する部分の道路だけでなく，周辺道路を含め，安全確保が求められるため。 

・事業者が既存建築物等の解体工事を行う場合，事前に近隣住民へ周知するよう規定する必

要があるため。 

 

第 89条（適用除外）（第１項第３号）                                   

⚫ 二世帯，三世帯住宅なども想定されるため，共同住宅等の建築を除外する規定を削除し

ます。 

【理由】 

・賃貸又は分譲を目的としない親族が居住する共同住宅等（主に長屋）を想定し，ただし書

きの表記を削除する。 

 

第 91条（報告）                                    

⚫ 報告要請の対象に代理人を追加します。 

【理由】 

・まちづくり協議会，事業者，設計者又は工事施工者のほか，代理人を含め，報告対象にす

ることで，建築紛争の抑止及び解決に資する規定とするため。 

 

第 93条（工事の停止，中止等の勧告）（第１項及び第２項）                        

⚫ 工事の停止等の勧告対象に工事施行者を追加します。 

【理由】 

・事業者のほか，工事施工者を含め，勧告対象にすることで，建築紛争の抑止及び解決に資
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する規定とするため。 

 

第 94条（行為の是正に関する勧告）※新規                          

⚫ 工事に関する以外の行為の是正に関する勧告を新規に規定します。 

【理由】 

・近隣住民への説明を行わなかったとき，調整会の出席の求めに応じないとき，偽りその他

不正の行為により開発基準適合確認通知書の交付を受けたとき，完了検査適合通知書の

交付を受けずに建築物や施設を使用されているとき，公聴会の出席の求めに応じないと

き，報告の求めに応じないときも勧告の対象として，行為の是正を促す規定とするため。 

 

第 95条（是正命令）（第１項及び第２項）                                

⚫ 「勧告を受けた事業者→勧告を受けた者」，「当該事業者→当該者」， 「当該命令を受け

た事業者→当該命令を受けた者」に表記を変更します。 

【理由】 

・わかりやすい表記に見直すため。 

 

第 96条（公表）（第１項及び第２項）                                      

⚫ 偽りその他不正な行為による届出，申請，申出，報告その他の手続を行った事業者，代

理人，大規模開発事業者，工事施工者又は設計者を新たに公表対象に追加します。 

⚫ 「当該事業者又は大規模開発事業者→当該公表の対象となる者」に表記を変更します。 

【理由】 

・偽り又は不正による申請等による公表の対象の追加を規定して，不正行為の抑止を図る必

要があるため。 

・行為の是正に関する勧告に従わない者に対して公表の対象とするため。 

・わかりやすい表記に見直すため。 

 

別表第２の１の項（道路）                                

⚫ 建築基準法第 42 条第１項第５号に基づく道路の整備基準について，特定行政庁が定め

る基準に基づき整備することを明記します。 

⚫ 第 76条第 1項第 3号及び第 4号に規定する道路予定地は規則で定める基準により整備

することを規定します。 

【理由】 

・建築基準法第 42条第１項第５号に基づく道路の整備基準の取扱を規定するため。 

・道路予定地の基準について明確に規定する必要があるため。 

 

 

 

既
存
道
路

５～６ｍ以上 道路予定地

開発区域
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別表第２の４の項（消防施設）                              

⚫ 消防水利の設置が困難な場合の代替措置を規定します。 

【理由】 

・消防水利の設置が困難な事例を想定し，代替措置を規定することで，効果的な消防施設の

設置を促すため。 

 

別表第２の６の項（防災施設）                              

⚫ 一戸建ての建築を目的とする開発事業の場合の防災倉庫の設置要件について，区画数 

30 以上から対象とし，その他の住宅以外の福祉施設についても 50 居室以上から対象

に追加します。 

⚫ 一戸建ての建築を目的とする開発事業の場合，新たに公園に防災施設が必要になるこ

とを規定します。 

【理由】 

・周辺住民も利用する公園に設置する防災倉庫については，一戸建ての建築を目的とする開

発事業の場合，30 区画以上から適用対象とし，その他住宅以外の福祉施設その他これら

に類する施設（児童福祉施設，老人福祉施設など）を対象にするよう規定することで，自

然災害等への備えの充実化を図るため。 

・新たに公園の防災機能（かまどベンチなど）について規定することで，効果的な防災機能

向上を図るため。 

 

 

 

 

別表第２の７の項（集会所）                             

⚫ 集会所の設置対象からワンルーム建築物を除外します。 

【理由】 

・ワンルーム建築物は，居住者同士の交流が少なく，集会所の使用頻度も少ないことから，

居住空間確保を重視するため，対象から除外する。 

 

別表第３の２の項（外壁の後退距離）                         

⚫ 住宅の用に限定せず，建築物の外壁後退距離１ｍの確保を規定します。 

⚫ 外壁後退の緩和規定について，一戸建ての建築を目的とする開発事業の場合，開発区域

の境界線及び道路境界線を除き，総合計 10ｍ以内まで緩和できることを規定します。 

【理由】 

・延焼防止，通風，採光の観点から，住宅の用に限定せず，建築物の外壁後退距離１ｍの確

保を規定するため。 

・一戸建ての建築を目的とする開発事業の場合，敷地形状等，設計の自由度を考慮し，総合

防災ベンチ 宅地分譲（公園内）
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計 10ｍ以内は，外壁の後退距離の緩和規定を設ける必要がある。（下図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３の４の項（敷地内の緑地等）                         

⚫ わかりやすいよう緑地の定義を規定します。 

【理由】 

・緑地の緑量及び樹木の配置等に関する基準を規定することで，効果的な緑化計画の検討を

促すため。 

 

別表第３の５の項（駐車施設）                            

⚫ 墓地等の設置を目的とする開発事業に関する駐車施設の規定を追加します。 

【理由】 

・墓地等の開発事業についても，周辺環境への影響を考慮して別途駐車施設を規定する必要

があるため。 

 

別表第３の６の項（公開空地）                            

⚫ 一戸建ての建築を目的とする開発事業を除き，公開空地の設置要件は，開発区域面積 

500㎡以上から適用することに変更します。 

⚫ 一戸建ての建築を目的とする開発事業又は開発区域面積500㎡未満の場合についても公

開空地の設置の協力を求め，設置した場合，開発基準の一部（敷地面積の最低限度や

外壁の後退距離等）を緩和するインセンティブを規定します。 

【理由】 

・歩道が狭い又は歩道のない道路も多いことから，安全で安心なまちの実現を目指し，歩行

空間の創出及び拡充を図ることを目的に，公開空地の対象要件を引き下げ，設置対象を拡

大する必要があるため。 

・開発区域面積 500 ㎡未満の場合又は一戸建ての建築を目的とする開発事業においても公

開空地の設置を促すため，協力が求められるよう規定する。 

 

【宅地分譲の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路 

外壁の長さの総合計が 10ｍまでは，

外壁後退距離を 0.5ｍまで緩和する

ことができます。 

ただし，開発区域外に隣接する部分

を除きます。 
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別表第３の８の項（環境配慮に関する措置）                       

⚫ 「環境配慮に関する措置」に種別の表記を変更し，再生可能エネルギーの利用，省エネ

ルギーの推進及び環境配慮への取組を追加します。 

【理由】 

・雨水浸透施設のほか，環境に配慮する事項として開発事業における再生可能エネルギーの

利用，省エネルギーの推進及び環境配慮への取組推進を図るため，規定する必要がある。 

 

別表第３の９の項（国分寺崖線の保全及び再生に関する措置）             

⚫ 建築物の基礎工法について，市長の求めに応じて，湧水及び地下水への影響の少ない

基礎工法の選択を努めることを規定します。 

⚫ 湧水源における事前の観測結果に異常が見られた場合の必要な調査及び結果の公表を

規定します。 

【理由】 

・建築物の基礎工法について，湧水及び地下水への影響を抑えるため，適切な基礎工法の選

択に努めることを規定する必要がある。 

・湧水及び地下水の保全に関する条例（以下，「湧水条例」という。）の規定に合わせ，湧水

源における事前の観測結果に異常が見られた場合の必要な調査及び結果の公表を規定す

ることで，条例と湧水条例の効果的な運用を図るため。 

 

別表第３の 10の項（都市農地隣接開発に関する措置）                   

⚫ 「農地」を「都市農地」に表記を変更するとともに，賃貸住宅などの入居者に対しても，

都市農地及び農作業の特性を説明し，理解が得られるよう説明することを規定します。 

【理由】 

・第２条第 14号に規定する「都市農地」の定義に合わせて表記を見直すため。 

・一戸建ての住宅の購入者のほか，賃貸住宅の入居者に対しても，都市農地及び農作業の特

性を説明し，理解が得られるよう説明義務を規定することで，営農環境を保全していくた

め。 

 

別表第３の 12の項（建築行為を伴わない土地利用に係る開発事業に関する措置）     

⚫ 建築行為を伴わない土地利用のうち，ペット霊園は周辺環境に与える影響が大きいた

公開空地 道路 

公開空地 

開発区域 

建築物 
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め，本項以外の整備基準が適用となることを規定します。 

【理由】 

・建築行為を伴わない土地利用のうち，周辺環境への影響が大きい墓地と同様に，ペット霊

園についても別途基準を規定する必要があるため。 

 

別表第３の 14の項（ペット霊園に関する措置）                      

⚫ ペット霊園において，国分寺市墓地等の経営の許可等に関する条例で掲げる基準の一

部を読み替えて適用し，設置場所，緩衝緑地，自動車駐車場などの整備基準を規定しま

す。 

【理由】 

・ペット霊園は墓地と同様に周辺環境に与える影響が大きいことから，設置場所，緩衝緑地，

自動車駐車場などの整備基準を規定する必要があるため。 

 

別表第３の 15の項（葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設に関する措置）     

⚫ 葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設において，国分寺市墓地等の経営の許可

等に関する条例で掲げる基準の一部を読み替えて適用し，設置場所，緩衝緑地，自動

車駐車場などの整備基準を規定します。 

【理由】 

・葬祭場，遺体保管所及びエンバーミング施設は，墓地と同様に周辺環境に与える影響が大

きいことから，設置場所，緩衝緑地，自動車駐車場などの整備基準を規定する必要がある

ため。 

 

別表第５ 敷地内の緑地等の基準                           

【国分寺崖線区域内の緑化・空地率】 

⚫ 湧水源の観測区域を除き，国分寺崖線区域内においては，景観及び緑の質の向上として

積極的な接道緑化を誘導するため，接道部緑化率（接道延長に対する緑化延長の割合

4/10以上)を導入し，緑化・空地率の一部を緩和するインセンティブを規定します。 

国分寺崖線区域内における開発事業  ※（ ）内の数値に緩和 

区域 

開発区域の面積 
緑化・空地率 緑化率 

1,000平方メートル未満 20パーセント以上 

（16パーセント以上） 

13パーセント以上 

1,000平方メートル以上

3,000平方メートル未満 

25パーセント以上 

（22パーセント以上） 

18パーセント以上 

3,000平方メートル以上 22パーセント以上 

（20パーセント以上） 

15パーセント以上 
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【理由】 

・湧水源の観測区域を除く国分寺崖線区域においては，景観及び緑の質の向上を目的に接道

部緑化を導入し，積極的な接道緑化を誘導するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国分寺崖線区域外の緑化率，緑化・空地率】 

⚫ 商業地域は中高層建築物が多いため，緑の配置及び生育環境が厳しく，歩行空間の拡

充が必要な地域であることから，こうした地域特性を考慮し，商業地域における緑化

率及び緑化・空地率を規定します。 

⚫ 商業地域における開発区域面積1,000㎡未満の場合は緑化・空地率のみ適用し，緑化

整備の実態を踏まえ，緑化率６％＋（緑化・空地率15％－緑地率12％）の差分３％を

合わせて９％とします。 

⚫ 開発区域面積1,000㎡以上の場合は，最低緑化率４％を確保します。 

【理由】 

・商業地域は中高層建築物が多いため，緑の配置及び生育環境が厳しく，歩行空間の拡充が

求められる地域であることから，地域特性を考慮して，緑地・空地率を引き下げる必要が

ある。 

区分 

開発区域の面積 

商業地域 商業地域以外 

緑地・空地率 緑地率 緑地・空地率 緑地率 

1,000平方メートル未満 ９パーセント

以上 

 15パーセント

以上 

12パーセント

以上 

1,000平方メートル以上

3,000平方メートル未満 

14パーセント

以上 

４パーセント

以上 

20パーセント

以上 

15パーセント

以上 

3,000平方メートル以上 13パーセント

以上 

４パーセント

以上 

19パーセント

以上 

12パーセント

以上 

L = 敷地接道延長 

G = 接道部緑化長さ 

G1+G2+G3／L ≧ 0.4 



18 

 

【壁面緑化等】 

⚫ 「壁面緑化面積」→「壁面緑化等面積」に表記を変更します。 

【理由】  

・建築物の壁面の緑化以外にフェンス等の補助材を用いた緑化を新たに規定することで，多

様な緑化形態として，緑を確保していくため。 

 

 

 

 

別表第６ 駐車施設の基準                              

⚫ 寄宿舎の駐車施設基準を追加します。 

⚫ 店舗や事務所等の自動車駐車場は，想定利用台数に基づく駐車施設計画書を踏まえ，市

長が定めた台数とします。 

⚫ 商業地域又は近隣商業地域における共同住宅等の自動車駐車場は，想定利用台数に基

づく駐車施設計画書を踏まえ，市長が定めた台数とします。 

⚫ 共同住宅等の自動車駐車場の付置義務は，対象戸数を（16戸→）20戸以上から適用し

ます。 

建築物の用途 自動車駐車場 自動二輪車駐車場 自転車駐車場 

寄宿舎 想定利用者数及び荷さ

ばきを要する想定利用

台数に基づき事業者が

作成する駐車施設計画

書を考慮し，市長が定

めた台数 

当該住宅の戸数に10

分の１を乗じて得た

台数以上 

当該住宅の戸数と同じ

台数以上 

ワンルーム建築物（寄宿

舎を除く。） 

当該住宅の戸数に６分

の１を乗じて得た台数

以上 

当該住宅の戸数に10

分の１を乗じて得た

台数以上 

当該住宅の戸数と同じ

台数以上 

共同住宅等（寄宿舎及び

ワンルーム建築物を除

く。） 

当該住宅の戸数に10分

の３を乗じて得た台数

以上 

当該住宅の戸数に10

分の１を乗じて得た

台数以上 

当該住宅の戸数に２を

乗じて得た台数以上 

店舗，事務所その他これ

らに類するもの        

想定利用者数及び荷さばきを要する想定利用台数に基づき事業者が作

成する駐車施設計画書を考慮し，市長が定めた台数 

児童福祉施設，老人福祉

施設その他これらに類す

るもの 

荷さばき，来客用等の一時的な自動車の駐車空間その他施設の性質に

応じ，市長との協議により定めた台数。ただし，施設の性質上市長が

駐車施設の必要性がないと認めるものについては，適用しない。 

【理由】 

・寄宿舎の駐車施設の規定，商業地域及び近隣商業地域における地域特性（駅から比較的近
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いなど），カーシェアリングや若者の車離れなど駐車場の需要が少なくなっている実情を

踏まえ，設置義務を課す基準を引き上げ，効果的な措置を講ずるため。 

 

別表第７ 公園整備協力金                              

⚫ 開発区域周辺の小規模公園の偏在及び他地域の公園空白地域の解消等を考慮し，公園

整備に代えて，金銭の提供に代えられることができる規定とします。併せて，協力金の

納付時期及び金額の算定式を規定します。 

 金 額 

公園整備協力金 公園整備協力金＝用地費相当額＋施設整備費相当額 

(1) 用地費相当額は，近傍類似の土地の固定資産評価格を参考にして

市長が定める単価に公園等の整備面積（小数点第３位以下の端数は

切り捨て）を乗じて得た額 

(2) 施設整備費相当額は，市長が告示する単価に公園等の整備面積を

乗じて得た額 

 

別表第８ 緑と水のまちづくり協力金                         

⚫ 平成 17年１月条例施行後の市民が享受する緑と水に関する公共事業費を含め，これま

での市民１世帯当たりの公費負担額を算出し，協力金の単価（現在 100,000 円）を見直

すとともに，協力金の納付時期を規定します。 

【理由】 

・協力金の納付時期を明確に規定する必要があるため。 

 

＜今後の予定＞ 

日程 内  容 

令和 2 年 11 月 15 日 
市報，ホームページ，SNS  

※原案公表，パブリック・コメント実施の案内 

11月 16日から 

12月 15日まで 
パブリック・コメント実施期間 

令和３年２月 12 日 議案発送 

２月 25 日 建設環境委員会 審議 

３月 22 日 本会議 議決 

３月下旬 条例制定・公布 

5 月１日 市報，ホームページ，SNS ※改正内容の公表，説明会案内 

５月下旬 条例改正に関する説明会 

９月１日 条例施行 
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