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調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例第１条

（目的）を実現するため，携帯電話基地局等を設置する場

合に近隣への事前周知を求める陳情  

付 託 委 員 会 建設委員会  

 

近年 ，携 帯電 話・ スマ ート フォ ンの 普及 及び 通信 速度 の高 速化 ・安 定

化を 求め ，携 帯電 話の 基地 局等 の設 置が 行わ れて いま す。  

利便 性を 求め るこ とは ，や むを 得な いと 思い つつ も， 事前 の周 知が 全

くな いま ま至 近距 離に 突然 基地 局が 設置 され ると ，景 観の 観点 だけ でな

く健 康に 不安 を感 じる 高齢 者も 多い こと も事 実で す。  

せめ て事 前に 周知 され てい れば ，住 民同 士の 話し 合い の中 で設 置位 置

の変 更や ，景 観に 配慮 して いた だく こと など 妥協 点を 探る こと も可 能か

と考 えま すが ，現 状で は， 法令 にお いて 事前 周知 の 対 象で はな いこ とか

ら， 設置 して から トラ ブル とな り大 きな 問題 に発 展し ，ひ いて は， 近隣

住民 同士 で争 うこ とに なり ます 。  

調布 市で は， 既に 調布 市ほ っと する ふる さと をは ぐく む街 づく り条 例

の中 で市 民の 責務 を 定 め， 近隣 住民 に周 知す る事 業と して 周辺 環境 に著

しい 影響 を与 える もの のう ち規 則で 定め るも のと して ，騒 音等 が発 生す

る お それ のあ る屋 外レ クリ エー ショ ン施 設等 を事 前周 知の 対象 とし てい

ます 。  

携帯 電話 基地 局等 で景 観や 周辺 環境 に影 響を 与え る お それ のあ るも の

につ いて は， 現実 的に 周辺 住民 との トラ ブル が発 生し てい ます 。条 例第

５条 に定 めて いる 市民 の責 務で ある ，相 手の 立場 を尊 重し て問 題の 解決

に当 たる ため にも ，設 置者 によ る事 前周 知が 必要 と考 えて おり ます ので

以下 の陳 情を 提出 しま す。  

 

                記                  

 



１  調布 市ほ っと する ふる さと をは ぐく む街 づく り条 例施 行規 則第 ３条

に「 その 他， 携帯 電話 基地 局等 で景 観や 周辺 環境 に影 響を 与え るも の ｣

（例 ）を 追記 する こと を検 討す るこ と。  


