
      【パブリック・コメント手続の実施概要】

     １　意見募集の概要

      (1)　意見の募集期間　平成２６年１２月１５日（月）～平成２７年１月１３日（火）

      (2)　周知方法　　　　平成２６年１２月５日・２０日号市報，市ホームページ，ツイッター及び調布ＦＭ

      (3)　資料の閲覧場所　市役所８階建築指導課，同４階公文書資料室，神代出張所，みんなの広場（文化会館たづくり１１階），市民活動支援センター（市民プラザあく

　　　　　　　　　　　     ろす２階），市内各図書館・公民館・地域福祉センター（染地除く）及び教育会館１階

      (4)　意見の提出方法　氏名，住所，ご意見を記入し建築指導課へ持参，郵送，ファクスまたは電子メールで提出。このほか，(3)に記載の市内各公共施設に設置してい

　　　　　　　　　　　     る意見提出ボックスにも提出可

     ２　意見募集の結果概要

　     ＜提出意見の内訳＞

　     　全般に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１件

　     　第２条に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件

　     　第７条に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２件

　     　その他の意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３件

・

・

・

・

      (2)　意見の概要と意見に対する市の考え方　別紙のとおり

調布市斜面地建築物の制限に関する条例（案）に対するパブリック・コメントの実施結果

     (1)　意見提出件数：２０件（２人）

1



【意見の概要と意見に対する市の考え方】

項目 No 御意見の概要 市の考え方

－ －

　ご担当がパブリック・コメントの意見の概要を作成するにあたって，提出者の
意見の趣旨を曲げられることがあるので，無断で要約しないこと。要約する必要
がある場合は，必ず意見提出者の了解を得ること。なお，要約不要になるように
簡潔に記載したつもりである。

御意見のとおり，全文を掲載します。

全般 1

全体　制定の背景
　この条例を制定すること自体は賛成である。
　そのことを前提にしたうえで，いくつか意見を述べます。
　まず，制定の背景について，他の多くの自治体（多摩では，八王子市，多摩
市，日野市，など）が同様の条例を既に何年も前から制定，改正して来ている状
況において，調布市がこの条例をこのたび制定するに至った背景は何か？

　平成１６年の建築基準法改正で，斜面地マンション等が平坦地よりも容積率算
定に関して（地階緩和）有利に建築計画をしやすいことについて，条例で制限で
きるようになりました。調布市では，その当時すぐに条例化は行いませんでした
が，平成２５年６月に景観法に基づく景観行政団体へ移行し，平成２６年２月に
調布市景観計画を策定する過程で，本条例の必要性について再認識をし，このた
び制定しようとするものです。

全般 2

全体　他自治体の条例との比較
　今回の条例案策定にあたって，他の自治体の条例を参考にされたと思うが，そ
れらとの比較表を作成していれば，示されたい。
　この条例案は，他の自治体の条例とどのような差異（規制の緩さ・厳しさな
ど）があるのか？

全般 3

全体　法体系
　建築基準法の「行き過ぎた」緩和を，建築基準法第５０条及び５２条第５項に
基づき多くの地方自治体がそれぞれの基準で「厳しくする」ことの不自然さ・無
駄・滑稽さを感じる。おおもとの建築基準法の「不備」を改正するよう働きかけ
るべきでないか（なお，国の統制に依拠し，地方自治を否定しているわけではな
い）。

全般 4

全体　条例案策定プロセスと市民参加
　条例案策定は市（職員）のみで行われたのか？市民や有識者の意見を聴いた
か？聴いたとしたら，それらはどういうもので，この条例にどのように反映され
ているか？
　いわゆる崖地マンションの問題は，周辺の居住環境，自然環境，景観，防災な
ど様々な問題と関係する。また，地権者と近隣住民の間で利害が相対立する可能
性があり，公益の観点から調整する必要がある。
　それらを市役所のなかで，また，市民と一緒に，総合的に議論するなかで，こ
の建築基準法に基づく条例で何をどの程度規制するのかが出てくるべきであると
考えるが，そのような議論や課題の整理がやられてきたでしょうか？
　そのようなことができてなければ，市民の声をしっかりと聴いてないとした
ら，他自治体の条例の「皮相的な解釈や模倣」のような理解による，横並びの
「ファストフード」に似た「ファスト条例」といったものにしかならないのでは
ないか？

　本条例は，建築基準法第５０条及び第５２条第５項に基づき， 低限の基準を
定めるに止めているものと考えており，庁内関係部署間で協議を重ね，その内容
についてパブリック・コメントを実施したものです。

全般 5

全体
　いわゆる崖地マンションの問題は，周辺の居住環境，自然環境，景観，防災な
ど様々な問題と関係する。また，地権者と近隣住民の間で利害が相対立する可能
性があり，公益の観点から調整する必要がある。
　それらを市役所のなかで，また，市民と一緒に，総合的に議論するなかで，こ
の建築基準法に基づく条例以外での規制，風致地区指定など別の規制の網はかぶ
せられないのか？

　本条例の他，関係するものとしては，街づくり条例，自然環境の保全等に関す
る条例，景観条例などがあります。また，地区整備計画等の都市計画制度や緑の
保全施策等による規制も考えられますが，今後，諸問題については関係部署と連
携・協議し取り組んでいくべきものと考えています。

全般 6
全体　条例の実効性
　調布市の条例としてどこまで消化できているかによるが，この条例はどの程度
効果を発揮すると期待されますか？

　本条例は，建築基準法に基づく条例であり，斜面地における建築計画を平坦地
におけるものと同程度に抑え，斜面地及びその周辺における良好な居住環境の確
保と調和のとれた土地利用を図ることに関して，一定の効果が期待できます。

全般 7

既存不適格斜面地建築物
　この条例が制定された場合，どれくらいの建物が既存不適格斜面地建築物とな
るのか？
　また，不動産価格などに影響すると考えられるので，広く周知する必要がある
と考えるが，どのように公表，周知するのか？

　市内の既存不適格斜面地建築物の数は少ないものと見込んでいます。
　本条例の施行は平成２７年７月１日を予定しており，３ヶ月程度の周知期間内
に，市報・ホームページ及び指定確認検査機関への周知をはじめ，建築指導課の
窓口においても周知活動を行う予定です。

　建築基準法第５０条及び第５２条第５項に基づく条例は，既に多くの自治体で
制定されており，その内容についてはその地域特性により様々なものであるもの
と認識しています。調布市では，近隣各自治体の条例を比較研究した上で建築基
準法に基づく条例として，斜面地における建築計画を平坦地におけるものと同程
度に抑えることにより，周辺環境と調和のとれた斜面地建築物の土地利用を図
り，もってその周辺における良好な居住環境の確保に資することを趣旨としてい
ます。
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案 No 御意見等の概要 市の考え方

全般 8

全体　パブリック・コメントの手続き
　この条例案に限らないが，特にこの条例案は一般市民が逐条解説を読んでも理
解するのが難しい。そのようなもの（だけ）をパブリック・コメントにかけるの
は，調布市パブリック・コメント手続条例を尊重してない。
　同条例第５条第２項第１号「政策等の立案に当たって整理した考え方及び論点
を記載した資料」を提示すべきである。より簡潔に論点を整理したものが必要で
ある。
　例１：川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な
　　　　考え方について
　　　　http://www.city.kawasaki.jp/500/cmsfiles/contents/0000017/
　　　　17846/kanngaekata.pdf
　例２：世田谷区斜面地等における建築物の制限に関する条例【概要】
　
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/338/d00
　　　　008729_d/fil/8729_2.pdf
　また，同条例第６条第４号によって，説明会を開催すべきである（あった）。

　今回，パブリック・コメント実施にあたり，調布市パブリック・コメント手続
条例第５条第２項に基づき，逐条解説を公開いたしました。
　今後，逐条解説（ 終版）の作成にあたっては，後述の御意見NO.10をはじ
め，できる限り市民の皆様にご理解をいただけるよう努めます。

全般 9

全体　条例の説明のホームページ
　普通の市民には，詳細を理解するのが困難な条例案である。
　この条例が制定されたら，他自治体を参考に，わかりやすくこの条例を説明す
るホームページを掲載すること。
　例：日野市　斜面地における建築物の構造等の制限に関する条例
　　　http://www.city.hino.lg.jp/index.cfm/196,26163,351,2041,html

　本条例制定後，市のホームページに掲載する予定ですが，いただいた御意見を
参考にし，わかりやすいものとなるように努めます。

全般 10

全体　逐条解説
　逐条解説の特に第３条の図及び第４条の図はわかりにくいというよりわからな
い。他自治体はもっとわかりやすい図や説明のものを提供している（それでも完
全にわかる丁寧な説明のものは見当たらないが）。それらを参考に一般市民でも
理解できるようなものにすべきである。
　また，階数の計算はわかるが，平均地盤面の計算や容積率（不算入）の計算
は，単純化したモデルで例題を示すべきである。
　また，特殊なケースについても記載すべきである。

　今後，逐条解説（ 終版）の作成にあたっては，できる限り市民の皆様にご理
解をいただけるよう努めます。

全般 11

全体　施行規則など
　具体事例は様々であるのでこの条例が正しく解釈され運用されるために，施行
規則などの制定もあわせて行う必要があると考えられるが，この条例案と一緒に
その案も示すべきでないか？
　例：世田谷区雑則規定　4-92-3a　高さ・階数の算定　地盤面の設定方法に
つ
　　　いて－１
　　　http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/337/340/ｄ00
　　　017927_d/fil/17927_1.pdf
　例：芦屋市　平均地盤の算定方法
　　　http://www.city.ashiya.lg.jp/bunsho/fuzokukikan/documents/shi
　　　ryou1.pdf

　規則では，条例第６条に規定している計画変更等の範囲や，第７条に規定して
いる許可申請の申請様式等について規定する予定です。
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案 No 御意見等の概要 市の考え方

第２条 12

第２条第１項
　「斜面地建築物」を「第１種低層住居専用地域内」の建築物としている理由と
して，逐条解説において「本条例の対象となる「斜面地建築物」の定義をしてい
ます。地形図上，市内の斜面地のほとんどが第一種低層住居専用地域にあること
及び本条例は特に低層住宅地における住環境の悪化の抑止を目的として定めるこ
とから，対象地域は第一種低層住居専用地域に限定しています。」としている。
しかし，第１種低層住居専用地域は，「ほとんど」であって，全部でないし，ま
た，将来，道路等の整備や様々な開発に伴う規制緩和により第一種低層住居専用
地域からそれ以外に指定変更になる可能性はあるのだから，それらも含めて規制
すべきである。
　（他自治体の例）
　［八王子市斜面地における建築物の建築の制限に関する条例］
　　①階数の制限：第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の建築
　　物の階数を４以下，②容積率の算定に係わる地盤面指定の適用地域：第一種
　　低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，
　　第二種中高層住居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域，準住居地域
　　及び用途地域の指定のない区域
　［世田谷区斜面地等における建築物の制限に関する条例］
　　①階数：略，②の容積率の算定に係る地盤面の指定：第一種低層住居専用地
　　域，第二種低層住居専用地域，第一種中高層住居専用地域，第二種中高層住
　　居専用地域，第一種住居地域，第二種住居地域，準住居地域及び準工業地域
　　内の斜面地建築物

　地形図上，市内の斜面地のほとんどが第一種低層住居専用地域にあることの他
に，第一種低層住居専用地域は，建築基準法上絶対高さの制限があること（第５
５条）及び市内の第一種低層住居専用地域は低い容積率の指定をしており，用途
地域指定の趣旨である低層住宅における住環境の悪化の抑止を目的として本条例
を定めることから，対象地域は第一種低層住居専用地域に限定しています。

第２条 13
第２条第１項
　他の自治体の条例には，共同住宅に限定するものや，駐車場などを含むような
建築物の規定がされているものがあるが，そのような規定は必要ないのか？

　平成２６年６月の建築基準法改正により（平成２７年２月時点一部未施行），
地階の容積率の緩和が住宅等の部分から，老人ホームや福祉ホーム等にまで拡大
されたことから，本条例では対象建築物の用途について限定をしていません。な
お，対象地域を第一種低層住居専用地域に限定していることから，この地域に建
築できる建物用途については建築基準法で制限があります。

第２条
第４条

14

接地位置
　「西宮市斜面地等における建築物の制限に関する条例」第２条第２項で定義さ
れる「接地位置」などは，この条例でも規定する必要がないのか。
　（参考）西宮市斜面地等における建築物の制限に関する条例」第２条第２項
　　２　この条例において，「接地位置」とは，建築物が周囲の地面と接する位
　　　置をいう。ただし，建築物と一体的なからぼり部分，建築物のはね出し部
　　　分及びその他の部分の接地位置にあっては，規則で定める位置とする。

第２条
第４条

15

からぼりのある建築物が地面と接する位置
　斜面地と建築物の関係は様々であり，条例等の解釈がまぎれのないものにする
必要がる。横須賀市の斜面地建築物の構造の制限に関する条例の第４条（からぼ
りのある建築物が地面と接する位置）のような規定を条例等で設ける必要はない
のか？
　（参考）
　
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4805/tokei/syamen/syamen
　　_jourei.html
　　　　「第４条　建築物に当該建築物と一体的な周壁を有するからぼりがある
　　　場合は，条例第３条に規定する周囲の地面と接する位置は，当該からぼり
　　　の周壁の外側の部分が地面と接する位置とする。」
　　　　その趣旨は，「建築物と一体的な周壁を有するからぼりがある場合，建
　　　築基準法の適用において，からぼりの幅及び深さにより，建築物が地面と
　　　接する位置の算定が異なる。このため，からぼりの形状及び位置により条
　　　例の対象外となる建築物が生じるため，この条例における建築物が地面と
　　　接する位置は，からぼりの幅及び深さに係わらず，周壁の外側の部分が地
　　　面と接する位置とする必要がある。」とのことである。

　本条例では「接地位置」といった用語を使わずに構成をしており，内容につい
ても支障がないものと考えています。
　からぼりがある場合における，建築物が周囲の地盤と接する位置の考え方につ
いては，逐条解説（ 終版）に記載することを検討します。

4



案 No 御意見等の概要 市の考え方

第７条 16

第７条
　逐条解説には，「既存不適格斜面地建築物を建替える場合で，市長が周辺の住
環境を害するおそれがないと認め，建築審査会の同意を得て許可したものについ
ては，第３条又は第４条の規定は適用しないこととしています。」とあるが，市
長及び（学識経験者５名で構成される）建築審査会は，どのような情報や判断基
準に基づいて「周辺の住環境を害するおそれがない」と認めるのか。
　市長及び建築審査会は，市民，特に近隣住民の意見を聴くことを前提にすべき
である。近隣住民は，他所の学識経験者以上にその地の学識経験者，専門家，
Local Knowledgeであり，その意見を聴くことは正しい判断をするために不可
欠である。

第７条 17

第７条
　逐条解説には，「既存不適格斜面地建築物を建替える場合で，市長が周辺の住
環境を害するおそれがないと認め，建築審査会の同意を得て許可したものについ
ては，第３条又は第４条の規定は適用しないこととしています。」とあるが，市
長及び（学識経験者５名で構成される）建築審査会は，どのような情報や判断基
準に基づいて「周辺の住環境を害するおそれがない」と認めるのか。
　建て替え前のものが基準値を超えている場合，同規模で建て替えができるよう
ですが，例えば風致景観上改善されていることを前提とすべきである。その場合
景観審議会で審議すべきである。同様に都市計画審議会，環境保全審議会などで
の審議も検討すべきである。

その他 18

地下のみに設置される独立住戸の原則禁止について（からぼりに関係する）
　世田谷区斜面地における建築物の制限に関する条例は，建築基準法第５０条に
基づき地下のみに設置される独立住戸を原則禁止とする制限を加えるため，同条
例第９号を改正している（平成２２年１月１日施行）。
　調布市のこの条例案でも同様の規制をかけるべきである（かかってなけれ
ば）。

その他 19

盛土による地盤面嵩上げの規制について
　本条例案にはないが，川崎市や世田谷区のように，盛土による地盤面嵩上げの
規制をかけるべきである（かかってなければ）。
　川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例は，次のような事例（①，
②）の増加による，近隣との紛争が多く発生したことで，条例第５条を見直し，
「高さ」・「近さ」両方に制限をかける改正を平成２５年に行っている。
①広範囲に盛土を行い，高さ算定の地盤面を嵩上げすることで，見た目の上高く
　なる建築物の増加（高さによ圧迫感）
②それに伴い，敷地の有効利用のため，隣地境界線近くに大規模な擁壁等を築造
　する事例の増加（近さによる圧迫感）」
　川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方
　について
　http://www.city.kawasaki.jp/500/cmsfiles/contents/0000017/1784
　6/kanngaekata.pdf

その他 20

　無理な掘削や盛土など，造成工事中，及び工事後にも周辺への悪影響が無いよ
うに，豪雨や地震等天災を考慮した建築物が出来るような条例内容にしてほしい
です。
　規模は様々ですが，豪雨による傾斜地での被害がある度，無理な造成による人
災の点も報道されるので，調布市ではぜひ他の地域からの教訓に学び，効果的な
条例を作ってください。

　原則として，既存不適格斜面地建築物に対しては，その既存の高さ等，現在と
同規模である場合は既得権を認めるべきものと考えますが，その他，許可にあ
たっての条件や基準等については今後検討をする予定です。

　本条例は，建築基準法第５０条及び第５２条第５項に基づき定めるもので，斜
面地における建築計画を平坦地におけるものと同程度に抑え，斜面地及びその周
辺における良好な居住環境の確保と調和のとれた土地利用を図ることを趣旨とし
ています。
　なお，いただいた御意見につきましては，関係部署と情報共有を図り，今後の
参考とさせていただきます。
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