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国分寺市まちづくり条例の 

一部改正の内容について 

（令和３年３月 24日公布） 

（令和３年９月１日施行※） 

 

 

 

 

＜注意＞条文の一部において，施行日が異なります。 

※第 14条第２項，第 15条第１項及び第３項並びに第 16条第４項並びに第 47

条第１項前段の改正規定は，令和４年４月１日施行。 

※第 10条第４項，第 26条第２号及び第３号並びに第 47条の２第３項の改正

規定は，令和５年５月１日施行。 
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１．条例改正の趣旨 

関係法令の改正等を除き，平成 23 年３月に国分寺市まちづくり条例（以下「条例」

という。）を改正してから９年が経過し，その間の運用上の課題，まちづくりに関する

状況変化が生じました。 

こうしたまちづくりに関する状況の変化に対応し，安全で快適なまちづくりの実現

に寄与するため，条例改正を行うこととしました。 

 

２．これまでの経過 

市は，平成 31年４月に条例の見直し作業に着手し，市民参加による見直しを進めるた

め，市民懇談会，団体等へのヒアリング，条例に対する意見募集を実施し，令和２年３月

に条例の見直しの方向性（案）（以下「見直し方向性案」という。）を作成しました。その

後，見直し方向性案に関する意見募集及びまちづくり市民会議（以下「市民会議」という。）

への諮問・答申を経て，条例改正原案に関するパブリック・コメント実施後，令和３年第

１回市議会定例会へ条例改正案を提案し，令和３年３月 22日に改正案が可決されました。 

【市民懇談会】 

 令和元年７月，８月，10 月にテーマを変えて，開発事業の整備基準を中心に意見交換

を行いました。 計 49人参加 

【団体等へのヒアリング】【条例に対する意見募集】 

  令和元年７月から 10月までの間，７団体に対し，ヒアリングを実施しました。合わせ

て，同期間に意見募集を行い，２団体から意見書の提出がありました。 

【見直し方向性案に関する意見募集】 

  令和２年６月に意見募集を行い，９人（２団体含む）から意見書の提出がありました。

開発事業の整備基準に関する緩和のほか，現行基準の維持などの意見がありました。 

【市民会議への諮問】 

  令和２年７月に見直し方向性案に関して諮問を行い，日々変化する新たな課題に対し，

適宜必要に応じて条例改正に取り組むこと，条例改正する必要性や理由を明確にし，イン

センティブが働く仕組みを講ずるなど，効果的な条例改正に取り組むよう答申がありま

した。  

【条例改正原案に関する市民説明会等】 

令和２年 11月に意見募集を行うとともに，条例改正原案に関する市民説明会（８人参

加）及び関係団体（３団体）への説明会を開催しました。  

 

【条例改正原案に関するパブリック・コメント（意見提出）】 

２団体及び２人から，開発事業の整備基準に関する緩和，緑化の整備及び公開空地に関

する税の優遇措置などに関する意見が 32件ありましたが，条例改正の内容に反映する意

見はありませんでした。 
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＜主な改正概要＞ ◎改正した主な部分は，太字・下線部又は下線部の箇所となります。 

 

＜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，工事施工者及び用途の変更を定義に追加します。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(4) （略） 

(5) 開発事業 法第４条第12項に規定する開発行為，建築基準法（昭和25年法律第201号）

第２条（用語の定義）第13号に規定する建築（以下「建築」という。），同法第42条

（道路の定義）第１項第５号に規定する位置の指定を受けて行う土地利用，建築物の用

途の変更（同法第87条（用途の変更に対するこの法律の準用）第１項に規定する場合に

限る。以下「用途の変更」という。），建築の敷地の用に供される土地の面積を減少さ

せる行為その他規則で定める建築行為を伴わない土地利用の開始又は変更をいう。 

(6) 共同住宅等 共同住宅，長屋及び寄宿舎をいう。 

(7) ワンルーム建築物      共同住宅等であって，１区分の面積が40平方メートル以下の

もの     をいう。 

(8) 墓地 墓地，埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第２条第５項に規定する墓

地をいう。 

(9) ペット霊園 犬，猫その他人に飼育され，又は管理されていた動物の死骸を火葬する

ための焼却設備を有する施設，当該死骸又はその焼骨を埋葬し，又は収蔵するための設

備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。 

(10)葬祭場 業として葬儀を行うことを主たる目的とした施設をいう。 

(11)遺体保管所 葬儀を行う施設を持たず，業として遺体を保管する施設をいう。 

(12)エンバーミング施設 葬儀を行う施設を持たず，業として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をいう。 

(13)墓地等 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をいう。 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16)工事施工者 事業者から開発事業に関する工事を請け負う者（当該者が他の者との間

で当該工事の全部又は一部について請負契約を締結する場合にあっては，当該契約の請
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負人を含む。）をいう。 

(17) （略） 

(18)建築確認申請等 建築基準法第６条（建築物の建築等に関する申請及び確認）第１項

若しくは第６条の２（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認）第１項（これらの

規定を同法第87条第１項において準用する場合を含む。）の規定による確認の申請又は

同法第18条（国，都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認，検査又は

是正措置に関する手続の特例）第２項（同法第87条第１項において準用する場合を含

む。）の規定による通知をいう。 

(19) （略） 

(20) （略） 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（規則で定める開発事業） 

第３条 条例第２条第５号の規則で定める建築行為を伴わない土地利用は，次に掲げる行為

（都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」という。）第４条（定義）第12項に規定

する開発行為及び建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条（用語の定義）第13号に規定

する建築を除く。）とする。 

(1)・(2) （略） 

(3) 墓地          の設置 

(4) ペット霊園         の設置 

(5)～(9) （略） 

 

（近隣住民及び周辺住民の範囲） 

第４条 条例第２条第19号及び第20号の規則で定める距離は，別表第１のとおりとする。 

 

別表第１（第４条関係） 

開発区域の面積 条例第２条第19号 条例第２条第20号 

1,000平方メートル未満の項～3,000平方メートル以上の項 （略） 
 

 

 

＜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（東京むさし農業協同組合，国分寺市

商工会）から推薦を受けた者に変更します。 
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（まちづくり市民会議の設置及び組織） 

第10条 （略） 

２・３ （略） 

４ 市民会議は，委員13人以内をもって組織し，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 公募により選出された市民等 ５人以内 

(2) 次に掲げる者から推薦を受けた者 ２人以内 

ア  農業協同組合法（昭和22年法律第132号）の規定により設立された東京むさし農業

協同組合（以下「東京むさし農業協同組合」という。） 

イ  商工会法（昭和35年法律第89号）の規定により設立された国分寺市商工会（以下

「国分寺市商工会」という。） 

(3) （略） 

５～８ （略） 

 

 

＜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の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。ただし，施行日は令和４年４月１日とします。 

 

（地区まちづくり計画の案の策定方法） 

第14条 （略） 

２ 前条第１項第１号に規定する団体で，同項の規定によりまちづくり協議会として認定さ

れたもの（以下「地区まちづくり協議会」という。）は，地区まちづくり計画の案を策定

しようとするときは，第４項の規定により当該地区内において住所を有する満18歳以上の

者，事業を営む者並びに当該地区内の土地について所有権を有する者及び借地権（借地借

家法（平成３年法律第90号）第２条（定義）第１号に規定する借地権をいう。以下同

じ。）を有する者（以下「権利者」と総称する。）の合意を得て策定する方法又は第５項

の規定により地区まちづくり協議会が市長に提案した当該地区まちづくり計画の原案を地

区住民等に説明する等の手続を経て地区まちづくり計画の案として策定する方法のいずれ

かを選択することができる。 

３～５ （略） 
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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の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。ただし，施行日は令和４年４月１日とします。 

 

（テーマ型まちづくり計画の案の策定方法） 

第15条 第13条第１項第２号に規定する団体で，同項の規定によりまちづくり協議会として

認定されたもの（以下「テーマ型まちづくり協議会」という。）は，テーマ型まちづくり

計画の案を策定しようとするときは，第３項の規定により市内に住所を有する満18歳以上

の者の同意を得て策定する方法又は第４項の規定によりテーマ型まちづくり協議会が市長

に提案したテーマ型まちづくり計画の原案を市民等に説明する等の手続を経てテーマ型ま

ちづくり計画の案として策定する方法のいずれかを選択することができる。 

２ （略） 

３ 事前合意型テーマ型まちづくり計画の案は，市内に住所を有する満18歳以上の者の50分

の１以上の同意を得られていなければならない。 

４・５ （略） 

 

 

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の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。ただし，施行日は令和４年４月１日とします。 

 

（都市農地まちづくり計画の案の策定方法） 

第16条 （略） 

２・３ （略） 

４ 都市農地まちづくり計画の案は，当該地区内において農業を営む者，住所を有する満18

歳以上の者並びに当該地区内の土地について所有権を有する者及び借地権を有する者の３

分の２以上の同意（同意した者が所有する当該地区内の土地の地積と同意した者が有する

借地権の目的となっている当該地区内の土地の地積の合計が，当該地区内の土地の総地積

と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の３分の２以上となっている場合に限

る。）を得られていなければならない。 

 

 

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

⚫ 地区まちづくり計画及び都市農地まちづくり計画を定めた地区内にまちづくり推進板

の設置に適する場所がないときは，当該推進板の設置をしないとする例外規定を定め

ます。 
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（地区まちづくり計画等の決定手続） 

第17条 （略） 

２～15 （略） 

16 市長は，地区まちづくり計画及び都市農地まちづくり計画を定めた地区内の適切な場所

に，当該まちづくり計画の内容を記載したまちづくり推進板を設置するものとする。ただ

し，当該地区内にまちづくり推進板を設置する適切な場所がないときは，この限りでな

い。 

 

 

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

⚫ 推進地区まちづくり計画を定めた地区内にまちづくり推進板の設置に適する場所がな

いときは，当該推進板の設置をしないとする例外規定を定めます。 

 

（推進地区まちづくり計画の策定等） 

第22条 （略） 

２～８ （略） 

９ 市長は，推進地区まちづくり計画を定めた地区内の適切な場所に，当該推進地区まちづ

くり計画の内容を記載したまちづくり推進板を設置するものとする。ただし，当該地区内

にまちづくり推進板を設置する適切な場所がないときは，この限りでない。 

 

 

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

⚫ 第 10 条第４項第２号に農業協同組合法などの関係法の引用を規定するため，本条での

引用は省略します。 

 

（都市計画提案団体の指定） 

第26条 法第21条の２第２項に規定する条例で定める団体は，次に掲げる団体とする。 

(1) （略） 

(2)       東京むさし農業協同組合 

(3)       国分寺市商工会 

 

 

＜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）                     
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⚫ 都市計画の原案に関する意見書を提出する市民等が，公聴会で意見陳述を希望すると

きは，公述の申出を行わなければならないことを規定します。 

⚫ 公聴会は意見書が提出されたときに開催する要件としますが，ただし，公述の申出がな

かったときは公聴会を開催しないことを規定します。 

 

（都市計画の決定等の案の作成手続） 

第32条 （略） 

２ （略） 

３ 市民等は，前項の公告の日の翌日から起算してから21日以内に，市長に対し，都市計画

の原案に関する意見書を提出することができる。この場合において，意見書を提出する市

民等が，次項の公聴会に出席し，意見を陳述しようとするときは，規則で定めるところに

より公述の申出を行わなければならない。 

４ 市長は，前項前段の規定により意見書が提出されたときは，規則で定めるところによ

り，公聴会を開催しなければならない。ただし，同項後段の規定による公述の申出がなか

ったときは，この限りでない。 

５～７ （略） 

 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（規則で定める都市計画の決定又は変更） 

第28条 条例第32条（都市計画の決定等の案の作成手続）第６項及び条例第33条（都市計画

の決定等の手続等）第６項の規則で定める都市計画の決定又は変更は，次に掲げるものと

する。 

(1) （略） 

(2) 法第８条（地域地区）第１項第14号に規定する生産緑地地区に関する都市計画の変更 

(3) 前２号に掲げるもののほか，当該都市計画に係る区域及びその周辺に及ぼす影響が少

ないと市長が認める都市計画の決定又は変更 

（公告等 ） 

第30条 市長は，条例第32条第３項の規定による意見書の提出があったときは，      次に

掲げる事項を公告するものとする。 

(1) 都市計画の原案の種類及び名称 

(2) 都市計画の原案に係る土地の区域 

(3) （略） 

(4) （略） 

(5) （略） 
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２ 市長は，条例第67条（土地利用構想に関する公聴会の開催）第１項の規定により公聴会

を開催するときは，開催日の14日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。 

(1) 土地利用構想の概要 

(2) 公聴会の開催日時及び開催場所 

(3) 公述の申出をすることができる期間 

(4) その他公聴会の開催に関し必要な事項 

３ 市長は，条例第32条第４項ただし書に規定する場合において，公聴会を開催しないこと

としたときは，その旨を市ホームページへの掲載その他の方法により周知するものとす

る。 

（公述の申出） 

第31条 公聴会に出席して意見を陳述しようとする市民等は，前条第１項第４号又は第２項

第３号の期間内に，公聴会公述申出書（様式第11号）により市長に申し出なければならな

い。 

 

 

＜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の整合のほか，計画地の周辺環境に配慮すべき事項がある場合も

必要な助言又は指導ができるよう規定します。 

 

（建築確認申請等に係る届出等） 

第40条 （略） 

２ 市長は，前項本文の規定による届出があった場合において，まちづくり基本計画と整合

した良好なまちづくりを推進するために必要があると認めるとき又は当該届出に係る計画

の概要に周辺環境に配慮すべき事項があると認めるときは，当該届出をした者に対し，必

要な措置を講ずるよう助言し，又は指導することができる。 

３・４ （略） 

 

 

第 41条（開発基本計画の届出等）（第１項第１号及び第３号）                          

⚫ 建築物の用途の変更について，変更する部分の床面積の合計が1，000㎡以上の場合は，

開発基本計画の届出対象となりますが，開発区域の面積 500 ㎡以上の用途の変更は当

該届出対象にならないことを明記します。 

⚫ 国分寺崖線区域内では，開発区域の面積 300 ㎡以上の開発事業（一戸建ての住宅の建

築を目的とする開発事業を除く。）を当該届出対象としていますが，国分寺崖線区域内

で，かつ第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域に該当する場合は，開発
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区域の面積 500 ㎡以上に届出要件を変更します。ただし，墓地，ペット霊園の設置は

周辺環境に与える影響が大きいため， 開発区域の面積 300㎡以上を届出要件とします。 

⚫ 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。 

 

（開発基本計画の届出等） 

第41条 事業者は，次の各号のいずれかに該当する開発事業を行おうとするときは，当該開

発事業に係る設計に着手する前に，規則で定めるところにより，当該開発事業の基本計画

（以下「開発基本計画」という。）を市長に届け出なければならない。 

(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業（用途の変更及び第２条第５号に規

定する規則で定める建築行為を伴わない土地利用に係る開発事業のうち，自動車駐車場

（道路交通法（昭和35年法律第105号）第３条（自動車の種類）に規定する大型自動車，

中型自動車，普通自動車，大型特殊自動車及び小型特殊自動車の駐車のための施設をい

う。以下この条において同じ。）又は自動二輪車駐車場（同法第２条（定義）第１項第1

0号に規定する原動機付自転車並びに同法第３条に規定する大型自動二輪車及び普通自動

二輪車の駐車のための施設をいう。以下同じ。）の設置を目的とする開発事業を除

く。）。ただし，国分寺崖線区域内（当該開発区域が国分寺崖線区域の内外にわたると

きの適用については，規則に定めるところによる。）にあっては，300平方メートル以上

の開発事業（一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業，開発区域の過半が第１種低

層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域に属する開発事業及び第２条第５号に規定

する規則で定める建築行為を伴わない土地利用に係る開発事業（墓地又はペット霊園の

設置を目的とする開発事業を除く。）を除く。）とする。 

(2) （略） 

(3)        用途の変更で，変更する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の開発

事業 

(4)～(6) （略） 

２～５ （略） 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（開発基本計画） 

第38条 条例第41条（開発基本計画の届出等）第１項に規定する届出は，開発基本計画書

（様式第14号）に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

 

(1) （略） 

(2) （略） 
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(3) （略） 

(4) （略） 

(5) 土地利用計画図（開発事業の概要を示した図書をいう。以下同じ。） 

(6) 代理人によって届出その他の手続を行う場合にあっては，委任状 

(7) 条例第68条（土地利用構想に関する指導書の交付）第１項の規定による土地利用構想

指導書の交付を受けている場合にあっては，土地利用構想指導書に対する見解書（様式

第14号の２） 

(8) （略） 

２ （略） 

（一団の土地等における開発事業の適用除外等） 

第39条 条例第41条第５項に規定する市長が特別の理由があると認める開発事業は，次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 一団の土地又は隣接した土地が，次のいずれかに該当する場合であって，市長が除外

することが適当であると認めるとき。 

ア （略） 

イ 道路，水路，生産緑地等により分断（先行する開発事業による場合を除く。）さ

れ，一体として土地の利用に供することが困難な土地 

(2) （略） 

 

 

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（以下「墓地等」とい

う。）は，周辺環境への影響が大きいため，近隣住民だけでなく周辺住民も対象とした

説明会の開催を義務とし，説明会の開催期限を標識設置した日の翌日から 21 日以内と

します。 

⚫ 墓地等については，第４項で近隣住民及び周辺住民を対象に説明会を開催しなければな

らない規定にするため，第５項に規定する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。 

 

（開発基本計画の周知等） 

第42条 （略） 

２・３ （略） 

４ 事業者は，第２項の規定による標識を設置した日の翌日から起算して14日（墓地等の設

置を目的とする開発事業にあっては，21日）以内に，近隣住民（墓地等の設置を目的とす

る開発事業にあっては，近隣住民及び周辺住民）に対し，開発基本計画の内容を説明する
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とともに，当該開発基本計画に関する意見及び要望を聴かなければならない。この場合に

おいて，開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発事業，共同住宅等で計画戸数が16

戸（ワンルーム建築物にあっては，32戸）以上の開発事業及び墓地等の設置を目的とする

開発事業については，当該開発基本計画に関する説明会を開催するものとする。 

５ 事業者は，墓地等の設置を目的とする開発事業の場合を除き，周辺住民からの求めに応

じて，開発基本計画の内容を説明するとともに，当該開発基本計画に関する意見及び要望

を聴かなければならない。 

６ （略） 

 

＜その他＞まちづくり条例施行規則 

（開発事業事前協議書等） 

第42条 条例第43条第１項に規定する開発事業事前協議書（以下「事前協議書」とい

う。）は様式第19号とし，同項の規定による提出に当たっては，別表第２に定める図書を

添付しなければならない。 

２ （略） 

 

 

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

⚫ 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。 

 

（近隣住民等への説明） 

第45条 （略） 

 

 

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）                        

⚫ 開発基本計画の届出の公告の日の翌日から，開発事業に関する意見書を早期に提出でき

るよう変更します。 

⚫ 意見書の提出期間の満了を待たず，意見書の提出があったときは，都度，速やかに事業

者に送付することを規定します。 

 

（開発事業に関する意見書の提出） 

第46条 近隣住民及び周辺住民は，第42条第１項の公告の日の翌日から第44条の公告の日の

翌日から起算して14日を経過する日までの間，開発事業に関する意見書を市長に提出する

ことができる。 
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２ 市長は，前項の規定により意見書が提出されたときは，速やかに  当該意見書の写しを

事業者に送付しなければならない。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（開発事業に関する意見書） 

第42条の２ 条例第46条（開発事業に関する意見書の提出）第１項に規定する開発事業に関

する意見書は，様式第19号の２の２とする。 

 

 

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。ただし，施行日は令和４年４月１日とします。 

 

（調整会の開催請求） 

第47条 満18歳以上の近隣住民の過半数の連署を持った近隣住民又は事業者は，第44条の公

告の日の翌日から起算して21日以内に，開発事業に関する近隣住民と事業者の双方の意見

等を整理し，及び調整することを目的として，規則で定めるところにより，調整会の開催

を市長に請求することができる。この場合において，当該調整会の開催を請求しようとす

る近隣住民は，同条  の公告の日の翌日から起算して14日以内に，市長に対し，その旨を

申し出なければならない。 

２ （略） 

 

 

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。た

だし，施行日は令和５年５月１日とします。 

 

（調整会の開催等） 

第47条の２ （略） 

２ （略） 

３ 調整会は，市民会議の委員（第10条第４項第３号に掲げる者に限る。）の中から会長が

指名する３人以上の調整会員をもって組織する。 

４～６ （略） 
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第 48条（指導書の交付）（第１項及び第４項）                                

⚫ 近隣住民及び周辺住民の理解が得られているものと判断し，当該指導を適用しない開発

事業も多いため，必要に応じて当該指導書を交付する規定に変更します。 

⚫ なお，指導書を交付しない場合はその旨を通知します。 

 

（指導書の交付） 

第48条 市長は，まちづくり基本計画，近隣住民説明実施報告書，周辺住民説明実施報告

書，第46条第１項の意見書及び調整会報告書の内容を踏まえ，必要と認めるときは，開発

事業に係る市の指導事項を記載した書面（以下「指導書」という。）を作成し，規則で定

める期間内に事業者に交付しなければならない。 

２・３ （略） 

４ 市長は，第１項の規定による指導書の交付を行わないときは，その旨を記載した通知書

を事業者に交付するものとする。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（指導書の交付） 

第44条 （略） 

２ （略） 

３ 条例第48条第４項に規定する通知書は，様式第20号の２とする。 

 

 

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

⚫ 開発事業の手続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。 

 

（開発基準の適合審査） 

第50条 市長は，前条第１項の規定により開発事業申請書等が提出されたときは，その内容

が次に掲げる基準（以下「開発適合審査基準」という。）に適合しているかどうかを審査

するものとする。 

(1) （略） 

(2) 別表第３に定める基準のうち次に掲げるもの 

１の項，２の項，３の項第１号，４の項第１号から第４号まで，５の項，６の項第１

号，８の項第１号，９の項第１号，10の項第１号及び第２号，12の項，13の項第１号か

ら第４号まで，14の項並びに15の項第１号から第３号までに定める基準 

２ （略） 
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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，本項を削除します。 

 

（開発基準の適合確認通知等） 

第51条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

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，土地利用に関する関係法令に基づく申請行為ができない内容と

して，都市計画法第 32 条の規定に基づく公共施設の管理者の同意等及び建築基準法第

42条第１項第５号の規定に基づく位置の指定の手続を明記します。 

 

（開発事業に関する協定） 

第52条 市長及び事業者は，第49条第１項の規定による協議（以下この項において「開発事

業協議」という。）が整ったときは，法第29条（開発行為の許可）の規定による許可，法

第32条（公共施設の管理者の同意等）第１項及び第２項に規定する協議，建築基準法第６

条第１項及び第６条の２第１項の規定による申請，同法第42条第１項第５号に規定する位

置の指定の申請その他土地利用に関する法令又は他の条例に基づく申請等を行う前に，当

該開発事業協議の内容を記載した書面を作成し，協定の締結を行わなければならない。 

２ （略） 

 

 

第 53条（開発事業の変更の申請等）（第３項から第９項）                           

⚫ 変更協議を必要としない軽易な変更の場合，開発事業変更報告書の提出が必要になる

ことを規定します。 

⚫ 変更協議が必要となる開発事業の変更の場合は，近隣住民又は周辺住民へ変更内容を

説明するとともに，改めて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。 

 

（開発事業の変更の申請等） 

第53条 （略） 
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２ （略） 

３ 事業者は，第51条第１項又は第２項の規定による開発基準適合確認通知書の交付後に開

発事業の計画を変更しようとするとき（規則で定める軽易な変更をしようとするときを除

く。）は，開発事業変更申請書を市長に提出し，市長と協議しなければならない。 

４ 事業者は，前項の規則で定める軽易な変更をしようとするときは，開発事業変更報告書

を市長に提出するものとする。 

５ 市長は，第３項の規定により開発事業変更申請書が提出されたときは，その内容が開発

適合審査基準に適合しているかどうかを審査するものとする。 

６ 第51条の規定は，前項について準用する。この場合において，同条第１項中「前条第１

項」とあるのは「第53条第５項」と読み替えるものとする。 

７ 事業者は，第１項の規定による届出又は第３項の規定による申請（以下この項において

「届出等」という。）の前に，次の各号に掲げる者に対し，当該各号に定める事項を説明

し，当該事項に関する意見及び要望を聴かなければならない。 

(1) 第42条第４項又は第５項に規定する説明を受けた者 当該届出等により変更となる事

項 

(2) 当該開発事業の計画を変更することにより新たに近隣住民又は周辺住民になる者 当

該届出等に係る開発事業の内容 

８ 第42条第６項の規定は，前項の場合について準用する。 

９ 事業者は，第１項の規定による届出の後に，又は第６項で準用する第51条第１項若しく

は第２項の規定による開発基準適合確認通知書の交付を受けた後に，第42条第２項の規定

により設置した標識に記載された事項の変更をしなければならない。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（開発事業変更届出書，開発事業変更申請書等） 

第48条 条例第53条第１項に規定する開発事業変更届出書は様式第26号とし，同条第３項に

規定する開発事業変更申請書は様式第27号とし，同条第４項に規定する開発事業変更報告

書は様式第27号の２とする。 

２ （略） 

 

 

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，事業者は事業計画中止の届出を行うとともに，近隣

住民に周知させなければならないことを規定します。 

 

（工事着手前の開発事業の中止） 
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第53条の２ 事業者は，開発事業に関する工事に着手する前に当該開発事業の計画を中止す

るときは，規則で定めるところによりその旨を市長に届け出るとともに，近隣住民に周知

させなければならない。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（開発事業計画中止届出書） 

第49条 条例第53条の２（工事着手前の開発事業の中止）の規定による届出は，開発事業計

画中止届出書（様式第28号）により行わなければならない。 

 

 

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。 

 

（開発事業に関する工事着手等の制限） 

第54条 事業者及び工事施工者は，第51条第１項又は第２項に規定する開発基準適合確認通

知書（第53条第６項において準用する場合を含む。）の交付を受けた日以後でなければ，

開発事業に関する工事に着手してはならない。この場合において，既に開発事業に関する

工事に着手しているときは，直ちに当該工事を停止しなければならない。 

２ 事業者及び工事施工者は，第52条第１項に規定する協定の締結を行った日以後でなけれ

ば，開発事業に関する工事に着手してはならない。 

 

 

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

⚫ 工事を中断し，又は廃止した場合は，近隣住民に周知させることを追加します。 

 

（工事の施工等） 

第55条 （略） 

２・３ （略） 

４ 事業者は，開発事業に関する工事を中断し，又は廃止したときは，規則で定めるところ

により，速やかにその旨を市長に届け出るとともに近隣住民に周知させ，安全上必要な措

置を講じなければならない。 

 

 

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

⚫ 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削除します。 
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（開発事業の手続の特例） 

第59条 （略） 

 

 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（まちづくり計画確認通知書） 

第53条の２ 条例第59条（開発事業の手続の特例）     に規定するまちづくり計画確認通知

書は，様式第35号の２とする。 

 

＜その他＞まちづくり条例施行規則 

 

第54条から第56条まで 削除 

 

（開発事業手続台帳） 

第57条 条例第60条（開発事業手続台帳の公表）に規定する開発事業手続台帳は様式第40号

とし，同条の規則で定める開発手続の状況は次に掲げるものとする。 

(1)～(6) （略） 

(7) 条例第96条（公表）第１項の公表 

(8) （略） 

 

 

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）                     

⚫ 助言事項においては，まちづくり基本計画の整合のほか，当該届出に係る土地の周辺の

地域特性にも考慮して助言することを追記します。 

⚫ 手続の円滑化を図るため，助言を行うに当たっては，必要に応じて，市民会議の意見

を聴くことに変更します。 

⚫ 当該助言を受けた者は，土地取引行為の相手方に助言内容を説明しなければならない

ことを規定します。 

 

（大規模土地取引行為の届出に関する助言） 

第62条 市長は，前条の規定による届出があったときは，まちづくり基本計画に照らし，及

び当該届出に係る土地の周辺の地域の特性を踏まえ，当該届出に係る内容について助言を
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行うことができる。この場合において，助言を行うときはその内容を，助言を行わないと

きはその旨を当該届出をした者に通知するものとする。 

２ 市長は，前項の助言を行うに当たって必要と認めるときは，あらかじめ，市民会議の意

見を聴かなければならない。 

３ 第１項の助言を受けた者は，大規模土地取引行為の前に，当該大規模土地取引行為の相

手方となる者に当該助言の内容を説明しなければならない。 

 

 

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，開発区域の面積 5,000 ㎡以上を土

地利用構想の届出対象に変更します。 

⚫ 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

の面積 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

1,000 ㎡以上を，当該届出の対象に追加します。 

 

（土地利用構想の届出等） 

第63条 次に掲げる開発事業（以下「大規模開発事業」という。）を行おうとする者（以下

「大規模開発事業者」という。）は，第41条第１項の規定による開発基本計画の届出前

に，規則で定めるところにより，当該大規模開発事業に係る土地利用構想（以下「土地利

用構想」という。）を市長に届け出て，この節に規定する手続を完了しなければならな

い。 

(1) 開発区域の面積が5,000平方メートル（一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業以

外の開発事業で開発区域が国分寺崖線区域内（当該開発区域が国分寺崖線区域の内外に

わたるときの適用については，規則に定めるところによる。次号において同じ。）のも

のにあっては，3,000平方メートル）以上の開発事業 

(2)・(3) （略） 

(4) 開発区域の面積が2,000平方メートル以上の新たな墓地の設置（既存墓地の拡張を除

く。）又はペット霊園の設置を目的とする開発事業 

(5) 葬祭場，遺体保管所又はエンバーミング施設の用に供する床面積の合計が1,000平方

メートル以上の開発事業 

２ （略） 
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＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（土地利用構想の届出） 

第59条 条例第63条第１項の規定による届出は，土地利用構想届出書     （様式第42号）に

次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

(1)～(4) （略） 

(5) 代理人によって届出その他の手続を行う場合にあっては，委任状 

(6) （略） 

２・３ （略） 

 

 

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，報告書の提出期間を開催日の翌日から 14日以内に延

長します。 

 

（土地利用構想の公開等） 

第64条 （略） 

２～４ （略） 

５ 大規模開発事業者は，前項に規定する説明会を開催したときは，開催日の翌日から起算

して14日以内に，規則で定めるところにより，当該説明会の開催結果を記載した報告書を

市長に提出しなければならない。 

６ （略） 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（土地利用構想に係る説明会の報告） 

第60条 条例第64条第５項の規定による報告は，土地利用構想説明会結果報告書     （様式

第43号）により行わなければならない。 

 

 

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）                            

⚫ 見出しを含め，表記の統一を図るため，「大規模開発事業」を「土地利用構想」の表記

に変更します。 

⚫ 意見書の提出期間の満了を待たず，意見書の提出があったときは，都度，速やかに事業

者に送付することを規定します。 
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（土地利用構想  に関する意見書の提出） 

第65条 市民等は，前条第１項の公告の日の翌日から起算して30日以内に，市長に対し，良

好なまちづくりを推進する観点から土地利用構想  に関する意見書を提出することができ

る。 

２ 市長は，前項の規定により意見書が提出されたときは，速やかに 当該意見書の写し

を大規模開発事業者に送付しなければならない。 

 

 

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）                            

⚫ 見出しについて，表記の統一を図るため，「大規模開発事業」を「土地利用構想」の表

記に変更します。 

 

（土地利用構想  に関する意見書に対する見解書の提出） 

第66条 （略） 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（土地利用構想  に関する意見書等） 

第61条 条例第65条（土地利用構想  に関する意見書の提出）第１項の規定による意見書の

提出は，土地利用構想に関する意見書        （様式第44号）により行わなければならな

い。 

２ 条例第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）第１項の規定によ

る見解書の提出は，土地利用構想に関する見解書     （様式第45号）により行われなけれ

ばならない。 

 

 

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

⚫ 見出しについて，表記の統一を図るため，「大規模開発事業」を「土地利用構想」の表

記に変更します。 

 

（土地利用構想  に関する公聴会の開催） 

第67条 （略） 

 

 

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）                      

⚫ 表記の統一を図るため，「大規模開発事業」を「土地利用構想」に表記を変更します。 
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⚫ 指導事項においては，まちづくり基本計画の整合のほか，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。 

⚫ 「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。 

 

（土地利用構想に関する指導書の交付） 

第68条 市長は，まちづくり基本計画，第65条第１項の意見書，第66条第１項の見解書及び

前条第１項の公聴会の内容並びに周辺環境への影響を踏まえ，土地利用構想に  係る市の

指導事項を記載した書面（以下「土地利用構想指導書   」という。）を作成し，規則で定

める期間内に大規模開発事業者に交付しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定により土地利用構想指導書   を交付したときは，速やかにその旨を

公告するとともに，当該土地利用構想指導書   の写しを当該公告の日の翌日から起算して

14日間公衆の縦覧に供しなければならない。 

３ 市長は，第１項の規定による土地利用構想指導書の交付に当たっては，あらかじめ，市

民会議の意見を聴かなければならない。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（土地利用構想指導書    の交付） 

第61条の２ 条例第68条第１項   に規定する土地利用構想指導書は   ，様式第46号とす

る。 

２ 条例第68条第１項の規則で定める期間内は，土地利用構想の届出があった日の翌日から

起算して60日以内とする。ただし，条例第67条に規定する公聴会が開催されたときは，第3

0条第２項の規定による公告のあった日から第35条の縦覧の開始日までの期間を除く。 

＜その他＞まちづくり条例施行規則 

（開発事業等協議会の開催） 

第61条の３ 市長は，開発事業，大規模土地取引行為及び土地利用構想  に関する助言，指

導及び審査を行うに当たって，関係部課等の協議を行うため，別に定めるところにより，

開発事業等協議会を開催するものとする。 

 

 

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，建築行為を伴わ

ない場合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

めるときは，公園等の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。 
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（公共施設及び公益施設の整備基準等） 

第70条 （略） 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず，第２条第５号に規定する規則で定める建築行為を伴

わない土地利用に係る開発事業であって，墓地又はペット霊園の設置を目的とするものに

ついては，別表第２の１の項に定める基準に限り適用するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，開発区域の周辺に次の各号のいずれかの公園が存在する場

合であって，市長が適当と認めるときは，事業者は，別表第２の２の項に定める公園等の

整備に代えて，別表第７に定めるところにより公園整備協力金を支払うことができる。た

だし，法第29条の規定による許可が必要な開発行為については，この限りでない。 

(1) 国分寺市立公園条例（平成４年条例第24号）に定める市立公園 

(2) 国分寺市立歴史公園条例（平成15年条例第４号）に定める国分寺市立歴史公園 

(3) 都市公園法（昭和31年法律第79号）に定める都市公園（設置者が市であるものを除

く。） 

４ （略） 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（公園整備協力金） 

第62条の２ 条例第70条（公共施設及び公益施設の整備基準等）第３項の規定の適用を受け

ようとする事業者は，事前協議書の提出に併せて，公園整備協力金支払申出書（様式第46

号の２）を提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申出があったときは，その内容を審査し，その結果を当該申

出の日の翌日から起算して21日以内に，公園整備協力金（承認・不承認）通知書（様式第

46号の３）により事業者に通知するものとする。 

 

 

第 71条（開発事業の整備基準）（第１項及び第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と同様に別途基準（設置

場所，設備等）を規定します。 

 

（開発事業の整備基準） 

第71条 事業者は，別表第３に定める開発事業の整備基準に従い，開発事業を行わなければ

ならない。ただし，第２条第５号に規定する規則で定める建築行為を伴わない土地利用に

係る開発事業については，同表の12の項及び17の項に定める基準に限り適用するものとす

る。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず，第２条第５号に規定する規則で定める建築行為を伴



23 

 

わない土地利用に係る開発事業であって，墓地又はペット霊園の設置を目的とするものに

ついては，別表第３の13の項及び14の項に定める基準に限り適用するものとする。 

 

 

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，緑と水のまちづくり等に寄与する環境整備に代えて，「緑と

水のまちづくり協力金の提供に代えることができる」から「緑と水のまちづくり協力金

を支払うことができる」への表記に変更します。 

 

（緑と水のまちづくりへの協力） 

第73条 事業者は，共同住宅等で計画戸数が16戸（ワンルーム建築物にあっては，32戸）以

上の開発事業，一戸建ての住宅の建築を目的とする  開発事業（宅地の区画数が16以上の

ものに限る。）又は共同住宅等及び一戸建ての住宅の建築を目的とする一の開発事業（共

同住宅等の計画戸数（ワンルーム建築物にあっては，計画戸数を２で除した数（１に満た

ない端数が生じたときは，これを切り捨てた数））及び一戸建ての住宅の宅地の区画数の

合計が16以上のものに限る。）を行うときは，規則で定めるところにより，市の地域資産

である緑と水のまちづくり等に寄与する環境整備を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長が特に認めたときは，事業者は，同項の環境整備に代え

て別表第８に定める緑と水のまちづくり協力金を支払うことができる   。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（緑と水のまちづくり等に寄与する環境整備） 

第64条 条例第73条（緑と水のまちづくりへの協力）第１項に規定する環境整備は，次の各

号のいずれかに該当するものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業において，各宅地内の道路に接する部分

（当該部分に植樹することが困難な場合にあっては，道路から視認することができる位

置）に高木（植栽時の高さが３メートル以上の樹木をいう。）を植樹し，緑豊かな環境

の形成を図り，入居者に当該高木の維持管理の義務を課す旨の規約等を設けること。こ

の場合において，植栽の時期については，樹木の種類を勘案し，市長が指示するものと

する。 
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(5) 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業において，全ての住宅の屋根，外壁等に

住宅用の太陽光発電装置（最大出力が４キロワット以上のもので，別に定める基準に適

合するものに限る。）を設置すること。 

(6) （略） 

(7) （略） 

 

（緑と水のまちづくり協力金） 

第65条 条例第73条第２項の規定の適用を受けようとする事業者は，事前協議書の提出に併

せて，緑と水のまちづくり協力金支払申出書（様式第46号の４）を提出しなければならな

い。 

２ 市長は，前項の規定による申出があったときは，その内容を審査し，その結果を当該申

出の日の翌日から起算して21日以内に，緑と水のまちづくり協力金（承認・不承認）通知

書（様式第46号の５）により事業者に通知するものとする。 

 

 

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。 

 

（道路の幅員） 

第75条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず，当該開発区域内に整備される道路が起点及び終点において他

の道路に接続し，延長が120メートル以下のものであるときは，当該道路の幅員は，５メ

ートル以上とすることができる。 

３ （略） 

 

 

第 76条（袋路状道路の技術的細目）（第１項，第２項及び第３項）                         

⚫ 袋路状（行き止まり）道路において，延長 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 4.5ｍ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やむを得な

い理由があると市長が認めるときは，道路予定地を設置しないことができることを規

定します。 

 

（袋路状道路の技術的細目） 

第76条 施行令第29条の２第１項第２号及び第12号の規定により，主として住宅の建築の用
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に供する目的で行う開発行為の開発区域内に整備される小区間で通行上支障がない場合の

道路を袋路状とするときは，次の各号に掲げる道路の延長に応じ，当該各号に定める整備

内容としなければならない。この場合において，当該整備される道路が既存の幅員６メー

トル未満の袋路状道路に接続する場合には，当該整備される道路の延長に，当該既存の袋

路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を加えたものを延長とする。 

(1) 道路の延長が35メートル以下のとき 次のア及びイに掲げる区分に応じ，当該ア及び

イに定める整備内容とすること。 

ア 起点が開発区域外の道路に接続し，延伸の見込みのない道路 次のいずれかによる

こと。 

(ア)幅員５メートル以上とすること。 

(イ)幅員4.5メートル以上とし，１箇所以上の有効な自動車の転回広場を設けるこ

と。 

イ アに掲げる道路以外の道路 幅員５メートル以上とすること。 

(2)～(4) （略） 

２ 前項の規定にかかわらず，開発区域と隣接する土地の地盤面の高低差が大きいこと，開

発区域が住宅に囲まれていることその他やむを得ない理由があると市長が認めるときは，

道路予定地を設置しないことができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，地区計画等の地区整備計画が定められている場合又は法令

に基づき計画的な土地利用が行われると認める場合の整備内容については，これらの計画

に定める基準によることができる。 

 

 

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）                 

⚫ 市人口ビジョン（令和元年 12 月）では，令和 12 年以降，市の人口減少の予測が示さ

れていることと，少子高齢化の進展も懸念されることから，豊かな住生活の実現を図る

居住水準を確保しつつ，下表のとおり，建築物の敷地面積の最低限度を引き下げ， 20

代及び 30 代の定住化促進を図ります。 

 

（開発区域内の建築物の敷地面積の最低限度） 

第78条 法第33条第４項の規定による建築物の敷地面積の最低限度は，開発区域の面積の規

模に応じ，次の各号の表の右欄に定める面積とする。この場合において，全区画の平均面

積が次の各号の表の右欄に定める面積以上となる場合は，次の各号の表の右欄に定める面

積の10分の９まで減じることができる。ただし，区画の面積が200平方メートルを超える場

合は，当該区画については，平均面積の算出対象から除くこととする。 

(1) 開発区域の面積が5,000平方メートル未満の場合 
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区域 敷地面積の最低限度 

第１種低層住居専用地域 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 

115平方メートル 

（110平方メートル） 

近隣商業地域 110平方メートル 

（105平方メートル） 

備考 （略） 
 

(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 

第１種低層住居専用地域      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 

120平方メートル 

近隣商業地域 115平方メートル 
 

２・３ （略） 

 

 

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

⚫ 開発区域に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，事前に近隣住民へ説明することを追加します。 

 

（計画等における配慮事項） 

第79条 事業者は，開発事業の計画及び工事の実施に当たっては，紛争を未然に防止するた

め，当該開発事業の規模及び地域の特性に応じ，次に掲げる措置その他周辺の住環境に影

響を及ぼすと予想される事項に関する適切な措置を講ずるよう配慮するとともに，良好な

近隣関係の保持に努めなければならない。 

(1)～(3) （略） 

(4) 開発区域に隣接し，又は近接する道路の交通の安全を確保すること。 

(5) （略） 

(6) 既存の建築物等の解体を伴う場合にあっては，事前に近隣住民に説明すること。 

 

 

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

⚫ 二世帯，三世帯の長屋などが想定されるため，共同住宅等の建築を除外する規定を削除

します。 
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（適用除外） 

第89条 次に掲げる開発事業については，第６章第３節から第８節までの規定は，適用しな

い。 

(1)・(2) （略） 

(3) 主として自己の居住の用に供することが明らかな住宅の建築を目的とする開発事業    

(4)～(6) （略） 

２ （略） 

 

 

第 91条（報告）                                    

⚫ 報告要請の対象に代理人を追加します。 

 

（報告） 

第91条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，まちづくり協議会，事業者若しく

は大規模開発事業者（これらの者の代理人を含む。），工事施工者又は開発事業に係る設

計者（以下「設計者」という。） に対し，必要な報告を求めることができる。 

 

 

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，中止等に関する勧告対象に工事施工者を追加し，併せて勧告対象に関す

る表記を一部変更します。 

 

（工事の停止，中止等の勧告） 

第93条 市長は，事業者又は工事施工者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該事業

者又は工事施工者に対し，工事の停止，中止その他必要な措置を講ずるよう勧告すること

ができる。 

(1) 第41条第１項に規定する開発基本計画の届出又は第43条第１項に規定する事前協議書

の提出がない開発事業に係る工事に着手したとき。 

(2) 第51条第１項又は第２項に規定する開発基準適合確認通知書（第53条第６項で準用す

る場合を含む。）の内容と異なる工事に着手したとき。 

(3)～(5) （略） 

２ 市長は，事業者が大規模開発事業者である場合において，当該大規模開発事業者又は工

事施工者が第63条第１項に規定する土地利用構想の届出のない大規模開発事業に係る工事

に着手したときは，当該大規模開発事業者又は工事施工者に対し，工事の停止，中止その
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他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（勧告） 

第77条 条例第93条（工事の停止，中止等の勧告）各項の規定による勧告は，工事に関する

勧告書（様式第63号）により行うものとする。 

２ 条例第94条（行為の是正に関する勧告）の規定による勧告は，行為是正に関する勧告書

（様式第64号）により行うものとする。 

 

 

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

⚫ 工事に関する勧告のほか，行為の是正に関する勧告を新たに規定します。 

 

（行為の是正に関する勧告） 

第94条 市長は，事業者若しくは大規模開発事業者（これらの者の代理人を含む。），工事

施工者又は設計者（以下「事業者等」という。）が次の各号のいずれかに該当するとき

は，当該事業者等に対し，行為の是正について勧告をすることができる。 

(1) 第42条第４項の規定による説明を行わなかったとき。 

(2) 第47条の３第４項の規定による調整会の出席の求めに応じないとき。 

(3) 偽りその他不正の行為により第51条第１項の規定による開発基準適合確認通知書の交

付を受けたとき。 

(4) 開発事業により建築された建築物又は設置された施設を第56条第２項の規定による完

了検査適合通知書の交付を受けずに使用し，又は使用させているとき。 

(5) 第64条第４項の規定による説明を行わなかったとき。 

(6) 第67条第２項の規定による公聴会の出席の求めに応じないとき。 

(7) 第91条の規定による報告の求めに応じないとき。 

 

 

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

⚫ 第 93 条の規定の変更に伴い，事業者のほか，工事施工者を勧告対象に追加したため，

「事業者」を「者」の表記に変更します。 

 

（是正命令） 

第95条 市長は，第93条第１項の規定（第３号及び第５号を除く。）による勧告を受けた者 

  が当該勧告に従わないときは，当該者  に対して，工事の停止若しくは中止を命じ，又

は相当の期限を定めて違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができ
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る。 

２ 市長は，前項の規定による命令をしようとするときは，当該命令をする者  に対し，あ

らかじめ出頭を求めて，意見の聴取を行わなければならない。ただし，当該者  が正当な

理由がなくて意見の聴取に応じないとき又は緊急やむを得ないときは，この限りでない。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（是正命令） 

第78条 条例第95条（是正命令）第１項の規定による命令は，是正命令書（様式第65号）に

より行うものとする。 

 

 

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。 

⚫ 事業者又は大規模開発事業者のほか，工事施工者又は設計者を対象に含めることから，

「事業者又は大規模開発事業者」→「者」に表記を変更します。 

 

（公表） 

第96条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者  の氏名又は名称，違反の事実その他の

事項を，規則で定めるところにより，公表することができる。 

(1) 偽りその他不正の行為により第６章第３節から第６節まで及び第８節並びに第８章に

規定する届出，申請，申出，報告その他の手続を行った事業者等 

(2) 第93条第１項に規定する勧告に従わない事業者若しくは工事施工者（同項第１号，第

２号又は第４号に該当する場合を除く。)又は同条第２項に規定する勧告に従わない大

規模開発事業者若しくは工事施工者 

(3) 第94条に規定する勧告に従わない事業者等 

(4) 前条第１項に規定する命令に従わない者    

２ 市長は，前項の規定による公表をしようとするときは，あらかじめ当該公表の対象とな

る者  にその理由を通知し，意見を述べる機会を与えなければならない。 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

（公表の方法） 

第79条 条例第96条第１項に規定する公表は，市報及び市ホームページへの掲載その他市長

が適当と認める方法により行うものとする。 

２ 条例第96条第１項の規定により公表する事項は，次に掲げるものとする。 
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(1) 条例第94条に規定する事業者等（次号において「事業者等」という。）の氏名（法人

にあっては，名称及び代表者氏名） 

(2) 事業者等の住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

(3)・(4) （略） 

（意見陳述の機会の付与） 

第80条 条例第96条第２項の規定による通知は，次に掲げる事項を記載した公表通知書（様

式第66号）により行うものとする。 

(1)～(4) （略） 

２ 条例第96条第２項の規定による意見陳述は，当該公表に関する意見を記載した書面（次

項において「意見書」という。）を市長に提出して行うものとする。この場合において，

証拠書類等を提出することができる。 

３ （略） 

 

＜その他＞まちづくり条例施行規則 

（委任） 

第81条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

 

第 97条（許認可権者との連携），第 98条（委任），第 99条（罰則）及び第 100条（両罰
規定）                                       

⚫ 第 94 条の新たな規定に伴う条文番号の変更（条ずれ） 

（許認可権者との連携） 

第97条 （略） 

（委任） 

第98条 （略） 

（罰則） 

第99条 第95条第１項の規定による市長の命令に違反した者は，６月以下の懲役又は500,000

円以下の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第100条 （略） 

 

＜その他＞まちづくり条例施行規則 

別表第２（第42条，第45条関係） 

  名称 事前協議書  提

出時に提出する

開発事業申請書

提出時に提出す

提出部数等 
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もの るもの 

全ての開発事業について提出するものの項・建築行為を伴う開発事業について提出するも

のの項 （略） 
 

 

 

別表第２の１の項（道路） （第１号及び第３号）                               

⚫ 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。 

 

別表第２（第50条，第70条関係） 

公共施設及び公益施設の整備基準 

  種別 基準 

１ 道路 (1) 開発区域内に整備される小区間で通行上支障がない場合の道路

は，第75条及び第76条に定める基準に従い，整備すること。ただ

し，建築基準法第42条第１項第５号の規定により特定行政庁から位

置の指定を受けるものにあっては，特定行政庁が定める基準に従

い，整備すること。 

(2) （略） 

(3) 第76条第１項第３号ア及びイ並びに同項第４号の規定により設け

る道路予定地は，規則で定める基準により整備すること。 

(4)～(7) （略） 
 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第３（第62条関係） 

  種別 基準 

１ 道路 (1)・(2) （略） 

(3) 条例別表第２の１の項第３号の規則で定める基準は，次に掲げる

ものとする。 

ア 原則として，奥行き0.25メートル以上のアスファルト又はコン

クリートによる舗装とし，反射材の付いた車止めを設置し，道路

予定地であることの表示を行うこと。 

イ 事業者は，近隣住民，周辺住民及び開発区域内の土地又は建築

物を取得する者（居住する者を含む。）に対し，道路予定地が将

来隣接する土地の開発事業に伴い道路として整備され，他の道路
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に接続することがあることを説明しなければならない。 

(4) 条例別表第２の１の項第４号に規定する前面道路の幅員が，６メ

ートル（小区間で通行上支障がないと市長が認めるときは，4.5メー

トル）に達しないものについては，当該前面道路の中心線から水平

距離で３メートル（小区間で通行上支障がないと市長が認めるとき

は，2.25メートル）以上後退し整備すること。ただし，当該前面道

路がその中心線から水平距離で３メートル（小区間で通行上支障が

ないと市長が認めるときは，2.25メートル）未満で崖地等  に沿う

場合においては，当該崖地等  と当該前面道路との境界線から当該

前面道路の側に水平距離で６メートル（小区間で通行上支障がない

と市長が認めるときは，4.5メートル）以上後退し整備すること。 

(5) 条例別表第２の１の項第５号の規則で定める基準は，開発区域が

接する前面道路の幅員が，６メートル（小区間で通行上支障がない

と市長が認めるときは，4.5メートル）に達しないものについては，

当該前面道路の中心線から水平距離で３メートル（小区間で通行上

支障がないと市長が認めるときは，2.25メートル）以上後退し，当

該後退部分のうち，当該中心線から２メートル以上については道路

として整備し，残りは，公開空地として整備することができる。こ

の場合において，設置する公開空地の面積は，条例別表第５備考２

に規定する公開空地面積に算入しないものとする。ただし，別に定

める国分寺駅周辺の道路には，本号の規定は適用しない。 

(6) 条例別表第２の１の項第７号の規則で定める基準は，次に掲げる

ものとする。 

ア～ウ （略） 

エ 縦断勾配  は，原則として，0.5パーセント以上５パーセント以

下とすること。ただし，地形等によりやむを得ないと認められる

ときは，５パーセントを超え８パーセント以下とすることができ

る。この場合において，当該区間の道路は滑止め舗装とするこ

と。 

オ 横断勾配  は，原則として，1.5パーセント以上2.0パーセント

以下とすること。 

カ （略） 

キ 舗装，歩道その他の道路の構造については，国分寺市市道の構

造の技術的基準に関する条例（平成25年条例第19号）及び別に定

める基準によること。 

ク・ケ （略） 

コ 開発区域及びその周辺の交通安全のため必要があると市長が認
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める箇所に交通安全施設（防護柵  ，道路反射鏡  ，街灯，道路

区画線等をいう。以下同じ。）を設置すること。この場合におい

て，交通安全施設を設置するときは，道路管理者及び交通管理者

の指示に従い施工すること。 

サ （略） 
 

 

 

別表第２の４の項（消防施設）                              

⚫ 消火栓の設置が困難な場合の代替措置を規定します。 

 

別表第２（第50条，第70条関係） 

公共施設及び公益施設の整備基準 

  種別 基準 

４ 消防施設 消火栓及び貯水槽は，開発事業の規模を勘案し，規則で定める基準

により設置すること。ただし，消火栓の設置が困難であると市長が認

めるときは，消火栓の設置に代わる必要な措置を講ずること。 
 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第３（第62条関係） 

  種別 基準 

４ 消防施設 条例別表第２の４の項の規則で定める基準は，次の各号に掲げる開

発事業の区分に応じ，当該各号の表に定めるところによる 。この場合

において，当該各号に掲げる開発事業を一の開発事業として行う場合

は，当該各号に掲げる開発事業の区分ごとにこの項の規定を適用する

ものとする。 

(1) 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業 

 （略） 

備考 

１ （略） 

２ 貯水槽は，耐震性を持つ構造を有するもので，別に定める基

準に適合するものとする。 

３～５ （略） 

(2) 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業以外の開発事業 

 （略） 
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備考 

１ （略） 

２ 貯水槽は，耐震性を持つ構造を有するもので，別に定める基

準に適合するものとする。 

３～５ （略） 

 

 

 

別表第２の６の項（防災施設） （第１号及び第２号）                             

⚫ 一戸建ての住宅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。 

⚫ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業のうち，開発区域に公園を整備する場合

は，当該公園に防災施設の設置が必要になることを規定します。 

 

別表第２（第50条，第70条関係） 

公共施設及び公益施設の整備基準 

  種別 基準 

６ 防災施設 (1) 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業（宅地の区画数が30

以上のものに限る。次号において同じ。），共同住宅等で計画戸数

が50戸以上の開発事業又は福祉施設で計画居室数が50居室以上の開

発事業については，防災倉庫（災害時に必要とされる用品等を備蓄

する施設をいう。）を規則で定める基準により設置すること。 

(2) 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業については，開発区

域内に整備する公園等の敷地内に別に定める防災に関する施設を整

備すること。ただし，第70条第３項の規定により公園等の整備に代

えて公園整備協力金を支払う場合については，この限りでない。 
 

 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第３（第62条関係） 

 種別 基準 

６ 防災施設 条例別表第２の６の項第１号の規則で定める基準は，次に掲げるも

のとする。 

(1) 防災倉庫の面積は，次のア又はイに掲げる    区分に応じ，当該

ア又はイに定めるところによる    。 
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  ア 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業（宅地の区画数が3

0以上のものに限る。） 次の(ア)から(ウ)までに掲げる宅地の区

画数の区分に応じ，当該(ア)から(ウ)までに定める面積以上とす

ること。 

(ア)30以上50未満 ４平方メートル 

(イ)50以上100未満 ４平方メートルに，0.04平方メートルに宅地

の区画数から50を減じた数を乗じた面積を加えて得た面積 

(ウ)100以上 ６平方メートルに，0.015平方メートルに宅地の区

画数から100を減じた数を乗じた面積を加えて得た面積 

イ 共同住宅等で計画戸数が50戸以上の開発事業又は福祉施設で計

画居室数が50居室以上の開発事業 次の(ア)又は(イ)に掲げる計

画戸数（福祉施設にあっては，計画居室数。以下この項において

同じ。）の区分に応じ，当該(ア)又は(イ)に定める面積以上とす

ること。 

(ア)50以上100未満 ４平方メートルに，0.04平方メートルに計画

戸数から50を減じた数を乗じた面積を加えて得た面積 

(イ)100以上 ６平方メートルに，0.015平方メートルに計画戸数

から100を減じた数を乗じた面積を加えて得た面積 

(2) （略） 

 

 

 

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。 

 

別表第２（第50条，第70条関係） 

公共施設及び公益施設の整備基準 

  種別 基準 

７ 集会所 共同住宅（ワンルーム建築物を除く。）で計画戸数が30戸    以上

の開発事業については，集会所を規則で定める基準により設置するこ

と。 
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＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第３（第62条関係） 

  種別 基準 

７ 集会所 条例別表第２の７の項の規則で定める基準は，次に掲げるものとす

る。 

(1) 集会所の面積は，0.7平方メートルに共同住宅（ワンルーム建築物

を除く。）の戸数を乗じて得た面積以上とすること。ただし，算定

した面積が250平方メートルを超えるときは，250平方メートルとす

ることができる。 

(2) 利用者の利便性に配慮した位置に設置し，共用廊下等と兼用させ

ないこと。 

(3) （略） 
 

 

 

別表第３の２の項（外壁の後退距離）（第１号）                        

⚫ 住宅の用に供する建築物に限定せず，建築物の外壁の後退距離１ｍ以上の基準を規定

します。 

⚫ 外壁後退の緩和規定について，一戸建ての住宅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。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

２ 外壁の後退距

離 

(1) 第41条第１項第１号に該当する開発事業における建築物（当該建

築物に附属する自動車車庫，自転車駐車場，倉庫等を除く。）の外

壁又はこれに代わる柱の面（以下「建築物の外壁等」という。）か

ら敷地境界線及び道路境界線までの距離は，１メートル以上とする

こと。ただし，一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業につい

ては，建築物の外壁等の長さの総合計が10メートル以下である場合

は，当該部分（開発区域の境界線及び道路境界線に面する部分を除

く。）に限り，建築物の外壁等から敷地境界線    までの距離は，

0.5メートル以上とすることができる。 

(2) （略） 
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＜その他＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第 62条関係） 

  種別 基準 

１ 建築物の高さ (1) 条例別表第３の３の項第１号の規則で定める数値は，次の表の左欄

に掲げる開発事業の区分に応じ，同表中欄及び右欄に定める数値とす

る。 

      

  開発事業 国分寺崖線区域

内 

国分寺崖線区域

外 

  

基準緑地・空地率の最低限度を

１パーセント以上２パーセント

未満上回る開発事業 

16メートル 21メートル 

基準緑地・空地率の最低限度を

２パーセント以上３パーセント

未満上回る開発事業 

17メートル 22メートル 

基準緑地・空地率の最低限度を

３パーセント以上４パーセント

未満上回る開発事業 

18メートル 23メートル 

基準緑地・空地率の最低限度を

４パーセント以上５パーセント

未満上回る開発事業 

19メートル 24メートル 

基準緑地・空地率の最低限度を

５パーセント以上上回る開発事

業 

20メートル 25メートル 

備考 基準緑地・空地率とは，条例別表第５に定める緑地・空地率を

いう。 

(2)～(5) （略） 
 

 

 

別表第３の４の項（敷地内の緑地等） （第２号，第３号及び第４号）                        

⚫ 緑地の緑量，樹木の配置等は，別に定める基準によることを規定します。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

４ 敷地内の緑地 (1) （略） 
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等 (2) 緑地の緑量，樹木の配置等は，別に定める基準によること。 

(3) 国分寺崖線区域内における開発事業については，前２号の規定に

より設ける緑地等を開発区域外の緑地等と連続する配置とするこ

と。 

(4) 第１号及び第２号の規定は，敷地の形状，建築物の用途等の理由

により緑化等が困難であると特に市長が認める開発事業について

は，適用しない。 

(5)・(6) （略） 
 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

２ 敷地内の緑地等 開発区域が国分寺崖線区域の内外にわたるときの緑地・空地率及び

緑地率は，国分寺崖線区域内の緑地・空地率又は緑地率に当該開発区

域の面積に国分寺崖線区域内に係る部分の面積が占める割合を乗じて

得た率と国分寺崖線区域外の緑地・空地率又は緑地率に当該開発区域

の面積に国分寺崖線区域外の面積が占める割合を乗じて得た率を合計

した率以上とすること。 
 

 

 

 

別表第３の５の項（駐車施設） （第１号）                           

⚫ 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。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

５ 駐車施設 (1) 自動車駐車場（道路交通法第３条    に規定する普通自動車の駐

車のための施設をいう。以下同じ。），自動二輪車駐車場及び自転

車駐車場は，別表第６に定める基準により当該建築物又は当該建築

物の敷地内に設置すること。ただし，墓地等の設置を目的とする開

発事業については，13の項から15の項までに定める基準により敷地

内に設置すること。 

(2)～(5) （略） 
 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 
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別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

３ 駐車施設 (1) 主として住宅の建築を目的とする開発事業であって，開発区域が

近隣商業地域又は商業地域とその他の用途地域にわたるものについ

ては，条例別表第３の５の項第４号に規定する開発事業とみなし

て，条例及びこの規則の規定を適用する。ただし，設置する駐車台

数については，条例別表第６に定める基準により算定した最低限度

の台数に当該開発区域の面積に近隣商業地域又は商業地域以外の用

途地域に係る部分の面積が占める割合を乗じて得た台数を最低限度

とすること。 

(2) （略） 
 

 

 

別表第３の６の項（公開空地） （第１号及び第２号）                           

⚫ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業を除き，公開空地は，開発区域の面積50

0㎡以上の開発事業に適用することを規定します。 

⚫ 開発区域の面積500㎡未満の開発事業及び一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事

業において，市長から公開空地の設置の協力を求めることができるよう，また，その

場合に公開空地を設置するときは，開発事業の整備基準の一部（敷地面積の最低限度

や外壁の後退距離等）を緩和することを規定します。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

６ 公開空地 (1) 第41条第１項第１号又は第２号に該当する開発事業（一戸建ての

住宅の建築を目的とするものを除く。）であって，開発区域の面積

が500平方メートル 以上のものについては，敷地面積の３パーセン

ト以上の公開空地（歩行者が自由に通行し，又は利用することがで

きる空間の拡充に供するための空地をいう。以下同じ。）を当該開

発区域に接する道路に面して規則で定める基準により確保するこ

と。ただし，開発区域の形状，接道の状態，周囲の状況，立地条件

等により公開空地を確保することが困難であると市長が認めるとき

は，当該公開空地に相当する面積の全部又は一部を敷地内の緑地の

設置に代えることができる。 

(2) 開発区域の面積が500平方メートル未満の開発事業及び一戸建ての

住宅の建築を目的とする開発事業において，市長から公開空地の設
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置について協議を求められたときは，これに応じること。この場合

において，規則で定める基準を満たす公開空地を設置すると市長が

認めるときは，規則で定めるところにより１の項，２の項及び４の

項に定める基準を緩和することができる。 
 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

４ 公開空地 (1) 条例別表第３の６の項第１号の規則で定める基準は，次に掲げる

ものとする。 

ア 歩行者が安全，かつ，快適に利用できるよう開発区域に接する

道路に沿って連続した帯状の空地として整備すること。ただし，

当該道路にバスの停留所，横断歩道等がある場合は，歩行者の滞

留の用に供する広場状の空地として整備すること。 

イ 開発区域が接する道路が２以上あるときは，原則として，それ

ぞれの道路に沿って公開空地を整備すること。この場合におい

て，歩道の有無，周囲の状況等を踏まえ，公開空地の配置及び形

状について市長と協議の上，整備するものとする。 

ウ 公開空地の上空に，建築物の屋根，ひさし，バルコニー等がは

み出さないこと。 

エ 公開空地内に門，塀，広告物，看板，電柱，自動販売機，から

ぼり等の通行の妨げとなる工作物等を設置しないこと。ただし，

交通の安全のため市長が必要と認めるときは，この限りでない。 

オ 公開空地の舗装は，アスファルト，コンクリート等の滑りにく

い構造とすること。 

カ 歩道に沿って公開空地を整備するときは，当該歩道と段差を生

じさせないよう整備すること。 

(2) 条例別表第３の６の項第２号の規則で定める基準は，次に掲げる

ものとする。 

ア 事業者又は承継人により公開空地の適正な維持管理が図られる

こと。 

イ 原則として，幅0.5メートル以上の公開空地を確保すること。 

ウ 一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業にあっては，公開

空地である部分の土地の分筆の登記がされ，隣接する土地との境

界が容易に判断できるよう整備すること。 

(3) 条例別表第３の６の項第２号の規定による基準の緩和は，次に掲
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げるところによる。 

ア 敷地の一部が公開空地となる建築物（以下この項において「緩

和対象建築物」という。）に係る建築物の敷地面積の最低限度

は，条例第78条第１項前段の規定による建築物の敷地面積の最低

限度の面積から５平方メートルを減じて得た面積とする。 

イ 緩和対象建築物に係る条例別表第３の２の項の規定の適用につ

いては，同項第１号中「１メートル」とあるのは，「0.5メート

ル」とする。 

ウ 緩和対象建築物の敷地内の緑地等は，条例別表第５に定める緑

地率及び緑地・空地率の割合からそれぞれ３パーセントを減じた

割合の基準によるものとする。 
 

 

 

別表第３の８の項（環境配慮に関する措置） （第１号及び第２号）                      

⚫ 項目種別の表記を「環境配慮に関する措置」に変更し，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。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

８ 環境配慮に関

する措置 

(1) 開発区域内の雨水は，雨水浸透施設を規則で定める基準により設

置し，当該開発区域内において浸透処理すること。ただし，地形条

件等により市長が雨水浸透施設の設置に適さないと認める開発事業

については，この限りでない。 

(2) 開発事業で建築する建築物及び設置する施設においては，再生可

能エネルギーの利用，省エネルギーの推進その他環境に配慮した取

組に努めること。 
 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

５ 環境配慮に関

する措置 

条例別表第３の８の項第１号の規則で定める基準    は，次に掲げ

るものとする。 

(1)～(5) （略） 
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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） （第１号）            

⚫ 建築物の基礎工法について，事前評価を行うに当たり，湧水及び地下水への影響が少

ないよう，基礎くいの深さ，材質等を考慮することを規定します。 

⚫ 事前評価の結果を踏まえ，湧水に及ぼす影響が少ない工法の選択に努めることを規定

します。 

⚫ 地下水位及び湧水源の観測の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。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

９ 国分寺崖線の

保全及び再生

に関する措置 

(1) 国分寺崖線区域内の湧水源の周辺で規則で定める区域内において

行う開発事業であって，れき層に及ぶ構造物を設ける行為及びその

関連行為を伴うものについては，次に定める基準によるものとす

る。 

 ア～ウ （略）  

 エ ウの事前評価を行うに当たっては，基礎のくい打ちの深さ，材

質等を考慮すること。 

オ ウの事前評価の結果を踏まえ，湧水に及ぼす影響が少ない工法

の選択に努めること。 

カ ア又はイの観測の結果に異常が認められたときは，必要な調査

を実施し，その結果を公表すること。 

(2)・(3) （略） 
 

 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

６ 国分寺崖線の保

全及び再生に関

する措置 

(1)～(3) （略） 

(4) 条例別表第３の９の項第１号ア及びイに規定する観測は，原則と

して，開発事業の工事着手の１年以上前から工事完了後２年（条例

別表第３の９の項第１号イの場合は１年）を経過するまでの間，水

位，流量，水質等について月１回以上定期的に行うものとし，その

結果を市長に報告すること。 
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  (5) 前３号   の規定は，開発区域が観測区域の内外にわたる場合で

あって，観測区域内にれき層に及ぶ構造物を設ける行為及びその関

連行為を行わないときは，適用しない。ただし，市長が必要と認め

る場合は，この限りでない。 

(6) （略） 
 

 

 

別表第３の 10の項（都市農地隣接開発に関する措置） （第１号，第２号及び第３号）                  

⚫ 「農地」を「都市農地」に表記を変更するとともに，開発区域内に居住する者を含め，

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。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

10 都市農地隣接

開発に関する

措置 

都市農地の隣接地において行う開発事業については，次に定める基

準によるものとする。 

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から都市農地に接する部分

の敷地境界線までの距離は，１メートル以上とすること。 

(2) 規則で定めるところにより，都市農地に接する部分の敷地境界線

を緑化をすること。ただし，都市農地に接する部分の敷地境界線の

長さが３メートルに満たない場合その他市長が緑化に適さないと認

める開発事業については，この限りでない。 

(3) 開発区域内の土地及び建築物を取得する者（居住する者を含

む。）に対し，都市農地及び農作業の特性等を十分説明し，理解を得

るように努めること。 
 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

７ 都市農地隣接

開発に関する措

置 

(1) （略） 

(2) 前号の生け垣は，隣接する都市農地への影響がないよう適切な維

持管理ができる樹種とし，高さがおおむね0.8メートルの樹木を１メ

ートル当たり２本以上植栽するものとする。 
 

 

 

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）     
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⚫ 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

め，本項以外の整備基準が適用となることを規定します。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

12 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 

第２条第５号に規定する規則で定める建築行為を伴わない土地利用

に係る開発事業（墓地又はペット霊園の設置を目的とする開発事業を

除く。）については，次に定める基準によるものとする。 

(1)～(3) （略） 

 

 

＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

８ 建築行為を伴わ

ない土地利用に

関する措置 

(1) 条例別表第３の12の項第１号の緑化は，次の表に定める基準によ

ること。この場合において，接道緑化に当たっては，道路への影響

がないよう適切な維持管理ができる樹種とし，高さがおおむね0.8メ

ートルの樹木を１メートル当たり２本以上植栽するものとする。 

      

  用途地域 接道部緑化率   

第１種低層住居専用地域 70パーセント以上 

第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域 60パーセント以上 

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 

準工業地域 

近隣商業地域 30パーセント以上 

商業地域 

備考 接道部緑化率とは，敷地接道延長に対する接道部緑化延長の

割合をいう。 

(2) 開発区域が用途地域の２以上にわたるときの接道部緑化率の最低

限度は，各用途地域の接道部緑化率の最低限度に当該開発区域の面

積に当該用途地域に係る部分の面積が占める割合を乗じて得た率を

合計した率とすること。 
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(3) 条例別表第３の12の項第３号の管理標識は，様式第67号とし，開

発区域の見やすい場所に設置すること。 
 

 

 

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

⚫ 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。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

14 ペット霊園に

関する措置 

ペット霊園の設置を目的とする開発事業については，次に定める基

準によるものとする。 

(1) 既存の寺院，教会等の敷地内に設置する場合以外の場合は，ペッ

ト霊園の設置場所が国分寺市墓地等の経営の許可等に関する条例第

９条（墓地の設置場所）第１項第２号から第４号までに掲げる基準

に適合すること。この場合において，これらの規定中「墓地」とあ

るのは，「ペット霊園」と読み替えて適用するものとする。 

(2) 13の項第１号から第４号までに掲げる基準に適合すること。この

場合において，同項第３号中「墓所数」とあるのは「墓所及び納骨

室の数」と，同項第４号中「新たな墓地の設置（既存墓地の拡張を

除く。）を目的とする開発事業については，墓地」とあるのは「ペ

ット霊園」と読み替えて適用するものとする。 

(3) ペット埋葬施設又はペット納骨堂を整備するときは，開発区域内

に管理事務所，水洗便所，廃棄物保管施設，給水設備及び排水設備

を設けること。 

(4) 火葬するための焼却施設を整備するときは，隣地境界線から10メ

ートル以上離すこと。 

(5) 火葬炉を設置するときは，防じん及び防臭の十分な能力を有する

装置を設けること。 

(6) ペット埋葬施設を整備するときは，アスファルト，コンクリー

ト，石等の堅牢
ろう

な材料で築造し，幅員１メートル以上の通路を設け

ること。 

(7) 納骨堂の構造設備は，壁，柱，はりその他の主要な部分は耐火構

造とし，必要な換気設備を設けること。 
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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）※新規     

⚫ 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。 

 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

15 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（以下「葬祭場等」と

いう。）の設置を目的とする開発事業については，次に定める基準に

よるものとする。 

(1) 葬祭場等の設置場所が国分寺市墓地等の経営の許可等に関する条

例第９条第１項第２号から第４号までに掲げる基準に適合するこ

と。この場合において，これらの規定中「墓地」とあるのは，「葬

祭場等」と読み替えて適用するものとする。 

(2) 13の項第１号及び第２号に掲げる基準に適合すること。 

(3) 次のア又はイに掲げる区分に応じ，当該ア又はイに定める自動車

の台数が駐車可能な自動車駐車場を開発区域内に確保すること。 

ア 葬祭場 次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ，当該(ア)又は

(イ)に定める台数 

(ア)葬祭場の用に供する部分の延べ面積が500平方メートル未満の

とき ５台以上 

(イ)葬祭場の用に供する部分の延べ面積が500平方メートル以上の

とき 100平方メートル当たり１台以上 

イ 遺体保管所及びエンバーミング施設 施設ごとに１台以上 

(4) 市長が別に定める指針に適合するよう努めること。 
 

 

＜その他＞まちづくり条例 

別表第３（第50条，第71条関係） 

開発事業の整備基準 

  種別 基準 

16の項～18の項 （略） 

備考 開発区域が国分寺崖線区域の内外にわたるときのこの表の適用については，規則に

定めるところによる。 
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＜関連＞まちづくり条例施行規則 

別表第４（第62条関係） 

  種別 基準 

９ 中高層建築物に

関する措置 

条例別表第３の16の項の規則で定める措置は，次に掲げるものとす

る。 

(1)・(2) （略） 

10の項 （略） 
 

 

 

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

【国分寺崖線区域内の緑地・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，緑地・空地率の一部を緩和することを規定します。 

 

【国分寺崖線区域外の緑地率，緑地・空地率】 

⚫ 商業地域に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

地率及び緑地・空地率を規定します。 

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

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

合わせて９％とします。 

⚫ 開発区域の面積1,000㎡以上の場合は，最低緑地率４％を確保します。 

 

【壁面緑化等】 

⚫ 「壁面緑化面積」→「壁面等緑化面積」に表記を変更します。 

 

別表第５ 

敷地内の緑地等の基準 

区分 

 

開発区域 

の面積 

国分寺崖線区域内 国分寺崖線区域外 

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 緑地・空地

率 

緑地率 

1,000平方メート

ル未満 

20パーセン

ト（16パー

13パーセ

ント以上 

９パーセン

ト以上 

 15パーセン

ト以上 

12パーセ

ント以上 
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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（22パー

セント）以

上 

18パーセ

ント以上 

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 

22パーセン

ト（20パー

セント）以

上 

15パーセ

ント以上 

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 

 

備考 

１ 緑地・空地率は，一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業については，適用し

ない。 

２ 緑地・空地率は，次の算式により算出された数値とする。 

（敷地内緑地面積＋公開空地面積＋屋上緑化等面積）÷（敷地面積）×100（パーセ

ント） 

敷地内緑地面積とは，樹木で覆われて区画された部分の面積をいう。 

公開空地面積とは，別表第３の６の項に規定する公開空地の面積をいう。 

屋上緑化等面積とは，屋上緑化面積（建築物の屋根部分で，人の出入り及び利用可

能な部分を緑化した面積をいう。），壁面等緑化面積（建築物の外壁部分又はフェン

ス等の補助材で，地上面に対しておおむね垂直に設置された側面を緑化した面積をい

う。）及びバルコニー緑化面積（建築物の側面で外部に突出し，又は外部と一体とな

った構造を持ち，室内や廊下等から人が出入りできる部分を緑化した面積をいう。）

の合計をいう。 

３ 括弧内の数値は，国分寺崖線区域（別表第３の９の項第１号の規則で定める区域を

除く。備考４において同じ。）内において行う開発事業で，40パーセント（開発区域

が路地状敷地で接道延長が短い場合その他市長が特に認める場合にあっては，30パー

セント）以上の接道部緑化率（敷地の接道部分の延長に対する敷地の接道部分に設置

された緑地の延長の割合をいう。）を確保する場合について，適用する。 

４ 開発区域が国分寺崖線区域の内外にわたる場合の備考３の適用については，国分寺

崖線区域が開発区域の過半を占める場合に適用する。 

５ 緑地率は，次の算式により算出された数値とする。 

（敷地内緑地面積）÷（敷地面積）×100（パーセント） 

６ 敷地内緑地面積，公開空地面積及び屋上緑化等面積には，別表第２の２の項に定め

る基準により設置する公園等の面積は，含まない。 
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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。 

 

別表第６ 

駐車施設の基準 

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の項 （略） 
 

備考 

１ 共同住宅等の自動車駐車場については，計画戸数が20戸以上の開発事業に適用す

る。 

２ 商業地域又は近隣商業地域内の開発事業で主として住宅の建築を目的とするものの

自動車駐車場の台数は，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，市長が定めた台数とすることができる。 
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３・４ （略） 

 

 

別表第７ 公園整備協力金 ※新規                             

⚫ 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，協力金の支払いに代えられることができる規定とします。併せて，当該

協力金の納付時期及び金額の算定式を規定します。 

 

別表第７（第70条関係） 

 金額 

公園整備協力金 次に掲げる額の合計額。ただし，1,000円未満の端数は，切り

捨てるものとする。 

(1) 用地費相当額 近傍類似の土地の固定資産評価額（地方

税法（昭和25年法律第226号）第341条（固定資産税に関す

る用語の意義）第９号に掲げる固定資産課税台帳に登録さ

れた価格をいう。）を参考として市長が定める単価に，第7

7条及び別表第２の２の項で定める公園等の整備面積（小数

点第３位以下の端数が生じたときは，これを切り捨てた数

とする。次号において「公園等整備面積」という。）を乗

じて得た額 

(2) 施設整備費相当額 市長が告示する施設整備費の単価に

公園等整備面積を乗じて得た額 
 

備考 

１ 公園整備協力金は，工事に着手するまでに一括で納付するものとする。 

２ 備考１の規定にかかわらず，市長が特に認めるときは，公園整備協力金を分割して

納付することができる。この場合において，工事に着手するまでに納付すべき額の２

割を，事業の完了までにその残額を納付するものとする。 

 

 

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

⚫ 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（令和３年１月現在

100,000 円→150,000 円（予定）へ変更）を見直すとともに，協力金の納付時期を規定

します。 
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別表第８（第73条関係） 

（略） 

備考  

  １・２ （略） 

  ３ 緑と水のまちづくり協力金は，工事に着手するまでに一括で納付するものとする。 

 

 

 

 

 

＜改正条例の公布及び条例施行＞ 

日程 内  容 

令和３年３月 24 日 改正条例の公布 

令和３年 9 月 1日 改正条例の施行 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ＞ 

〒185-8501 国分寺市戸倉一丁目６番地１ 国分寺市役所第二庁舎２階 

国分寺市まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当 

電話 042（325）0111 内線 457・459 

メールアドレス machisuishin@city.kokubunji.tokyo.jp 

 

令和３年４月１日発行 


