
対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

①

① １

(1)国立駅周辺の見直し箇所について、用途地域の境界線はＪＲ
の南側敷地境界線でも良いように思います。北側にしなければな
らない理由を説明してください。

(2)なぜ、この見直し箇所がリストアップされたのか教えてくだ
さい。

(3)中3丁目の地区計画との関係を説明してください。

(4)近隣商業地域や商業地域における日影規制について教えてく
ださい。

(1)既設の建築物が既存不適格（現に存在する建築物で、用途地
域等の見直しにより法令の規定に適合しないもの。）となるこ
とを避けるために北側を用途地域境界線としました。

(2)今回の見直しは、地区計画の策定を伴わない用途地域等の変
更に限定しており、①地形地物の変化（変更）、②完成又は完
成見込等の都市計画道路沿道、③建蔽率30％・容積率60％地区
のうち見直し可能な地区、としています。

(3)中3丁目の地区計画と今回の見直しに関係はありません。

(4)近隣商業地域の容積率300％までの地域は日影規制による制
限があります。近隣商業地域の容積率400％の地域と商業地域
は日影規制はありませんが、これらの用途地域にある建築物が
日影制限のある用途地域に日影を落とす場合は、その制限が適
用されます。

① 2

　ＪＲ中央線沿線の地域で商業地域になるところがありますが、
文教地区であることに変わりはないことがわかり安心しました。

　文教地区の見直しはありません。

① ３

　用途地域の境界線の位置を見直しする内容ですが、高架下の敷
地を利用するために緩和するのですか。

　高架下の土地利用のための建蔽率・容積率の緩和ではなく、
用途地域等の境界線の位置を明確化することを目的としていま
す。原則は道路中心、道路がないところはJRと民地の境を用途
地域等の境界線にするという内容です。

① 4

　高架下には高い建物は建てられないはずなのに、なぜ容積率が
600％も必要なのですか。容積移転をして、別のところで使う
ということですか。

　高架下の土地利用を目的として建蔽率・容積率を緩和する見
直しを行う場合には、地区計画等を策定する必要があります。
　実質的には高架下であるため、高い建物が建つということは
なく、今回の見直しの内容により、高架下の土地利用方法が緩
和されることは考えにくい状況にあります。用途地域境界線の
位置の明確化が、今回の見直しの目的です。

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

ＪＲ中央線
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国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

① ５

　土地所有者等にメリット、デメリットはありますか。また、建
物のボリュームが増えることはないですか。

　この見直しにより、1つの建築敷地に複数の用途地域が存在す
ることがなくなるため、建築確認の際に用途地域等の証明が不
要となります。また、建蔽率が緩和される（50％から60％等）
箇所があるため、敷地に対して建物が縦横方向に拡大すること
は考えられますが、高さや用途が大きく変わるということはな
いと考えています。

① ６

　北1丁目11番地街区は見直し対象ですか。 　見直し対象ではありません。

① ７

　東1丁目1番地●●付近は見直しをしますか。 　見直し対象ではありません。

① 8

　住宅地の区域が近隣商業地域になるのですか。 　住宅地は見直し対象ではありません。

① ９

　どのような範囲で見直しをするのですか。 　北側に側道がある区間はその道路中心線、道路がない区間は
ＪＲと民地との敷地界までです。

① １０

　側道周辺は、今の環境を守りたいと思います。 　用途の境を明確化することが目的です。この見直しにより土
地利用に大きな変化はない考えです。

① 11

　北1丁目12番地街区の付近は見直しはしないのですか。 　見直し対象ではありません。

① １２

　どのような範囲で見直しをするのですか。
　自分の所有地は見直しされますか。

　北側に側道がある区間はその道路中心線、道路がない区間は
ＪＲと民地との敷地界までです。
　お尋ねの土地は変更されません。

②

② １

　見直し内容はわかりました。反対者がいる場合、スケジュール
は変更されますか。

　スケジュール変更はありません。反対意見のあった区域の見
直しを再検討することはあります。

国立３・４・１０号線沿道
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② 2

　容積率の関連でCO2に関する意見は見積られてますか。重要
な要素を保っている事であると考えに加えるべき。（CO2=ビル
の「輻射熱」との関連）

　東京都の総合設計制度によるCO2の排出削減に貢献する場合
の容積率の緩和は見込んでおりませんが、市のまちづくり条例
の規定などにより空地を設けることにより、地表やビルの輻射
熱の緩和が期待できます。

② ３

　3・4・10号線、東側20ｍの範囲を容積率400％とすること
により、国立市のまちづくり条例のもと、高さ制限が無制限とな
ることは、近隣の人々にとって大きな影響がある。
　見直し素案等に関して、住民の説明会をして十分理解してもら
う必要があると考えます。

　今回、市内5か所で住民等に対する見直し素案の説明会を開催
しております。
　今後も引き続き次の段階であります原案の説明会の開催や、
市報特集号の配布、ホームページ掲載などの情報提供と意見募
集の機会を設けていきます。

② 4

　近隣商業地域（建蔽率80％・容積率400％）のエリアに10
階建てのような高い建物が建つと、その東側は日が当たらなくな
るのではないですか。

　日影規制により、日影を落とせる時間は日影が落ちる場所の
用途地域ごとに制限されています。近隣商業地域で容積率が
400％であっても日影規制をクリアしていない建物を建てるこ
とはできません。建築基準法等に基づき日照を確保する規定が
設けられています。

② ５

　近隣商業地域（建蔽率80％・容積率400％）のエリアを、国
立3・4・10号線の沿道20ｍだけでなく、40ｍとか50ｍな
ど、もっと拡大できませんか。

　都市計画道路沿道の指定範囲は原則20ｍの範囲までが対象と
なります。
　沿道20ｍを超える範囲の見直しは、地区計画の策定が必要と
なります。街の将来像等を考え、地区のルールを設ける代わり
に制限を緩和するという考え方が必要となります。

② ６

　税金を使って都市計画道路を整備したのに、付近の住民は交通
量が増大して騒音に悩まされています。整備の恩恵を沿道20ｍ
の範囲の人しか受けられないのはおかしいと考えます。固定資産
税を長年にわたって払っているのに、うるさい思いをしなければ
ならず、今後、国立3・4・10号線の開通に伴って固定資産税を
増額されるかもしれません。国立3・4・10号線の恩恵がなくて
税金だけ増額するようなことはやめてもらいたい。沿道20ｍよ
りも外側についても、用途地域の見直しを検討していただきた
い。

　国立3・4・10号線の開通に伴う路線価や取引価格の変動によ
り、固定資産税の額に反映されることはあり得えます。
　今回は地区計画を伴わない用途地域等の見直しに限っている
ため、沿道20ｍよりも外側の範囲を見直すことはできません。
　沿道20ｍを超える範囲の見直しは、地区計画の策定が必要と
なります。街の将来像等を考え、地区のルールを設ける代わり
に制限を緩和するという考え方が必要となります。今後、地域
の皆様の要望を踏まえて、地区計画の策定とあわせた用途地域
等の見直しを別に検討していければと考えます。
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② ７

　容積率が300％と400％とでは大きな違いがある。国立市で
は建物の高さをまちづくり条例で規制しており、容積率が
400％になると高さ制限が無制限になる。国立3・4・10号線
の東側に住んでいる人は、すぐ近くに容積率400％で高さ無制
限のエリアができることになります。容積率400％に指定する
のは慎重に検討していただきたい。

　国立3・4・10号線のJR中央線の北側の路線については、沿
道に容積率400％の指定がされており、まちづくりの連続性を
踏まえた検討をしています。また、一部の商業地域（建蔽率
80％・容積率500％）を近隣商業地域（建蔽率80％・容積率
400％）とすることで、ダウンゾーニングが発生することから
既存不適格建築物の調査を実施した中で検討してきました。

② 8

　容積率400％にすることで、日影の影響が大きく住環境の維
持ができなくなると懸念します。
　また、近隣の住民はこの変更内容を知らないと思います。沿道
20ｍの範囲の方だけでなく、その後背地である東側や北側の近
隣に住んでいる方へも周知を図り、合意を取る必要があると思い
ます。

　今回（素案説明会に際して）は、市報特集号や市のホーム
ページで周知したほか、沿道20ｍの範囲にお住いの方に対して
は資料を直接ポスト投函するなどして周知を図ってきました。
　今後、原案、案を作成していきますが、その過程でより具体
的に分かりやすい広報を検討し、その中で、今回の説明会に参
加されなかった方々に対しても市の考えをお示しし、情報提供
を行っていきたいと考えています。

③

③ １

　文教地区のエリアは見直しをしますか。 　用途地域等の境界線の位置を見直すことにあわせて、文教地
区の境界線の位置も約18cm程度移動させる考えです。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

③ 2

　どのような経緯で見直しをすることになったのですか。 　今回の用途地域等の見直しは、東京都の土地利用部局による
区域区分の見直しにあわせて行っています。また、国立３・
１・１１号線については、東京都の都市計画道路部局により計
画幅員を「44ｍ→43ｍ」に見直しをする予定と聞いています。
　現在、用途地域等の境界線の位置は都市計画道路の計画予定
線から沿道20ｍとなっていることから、都市計画道路の見直し
にあわせて、用途地域境界線の位置について見直しをしたいと
考えています。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

③ ３

　今の時点で問題が起きていないなら用途地域はこのままにして
おけないのか。18cm程度の差なら見直しをしないことも考えら
れるのではないか。

　用途地域等の境界線を約18cm移動させ、現道を基準として
指定することにより、用途地域境界線の位置の明確化が図られ
ます。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

国立３・１・１１号線沿道
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③ 4

　市民としては18cm程度の違いが生じても問題ないと思います
が、なぜ説明会を開催する必要があるのですか。

　1つの建築敷地に複数の用途地域が存在する場合、建築基準法
等では、過半を占める用途地域の用途制限が適用されます。ま
た、建蔽率・容積率はそれぞれの用途地域の面積に応じて按分
して算出します。
　国立3・1・11号線沿道では、商業地域から第一種低層住居専
用地域へのダウンゾーニングが生じ、建蔽率・容積率の落差も
大きいため、用途地域境界線の位置が少し変わっただけでも影
響が大きくなります。約18cm程度の差によって既存不適格建
築物となり、同等の建物を再建築できなくなることが生じる懸
念があるため、ご説明をさせていただいています。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

③ ５

　用途地域等と文教地区の見直し内容を確認しました。賛成で
す。（その他、中3丁目地区計画は見直しはしないことの確認を
しました。）

　賛否両方のご意見をいただいていることを踏まえて見直しの
可否を判断していきます。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

③ ６

　見直し内容はわかりました。異議はありません。 　賛否両方のご意見をいただいていることを踏まえて見直しの
可否を判断していきます。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

③ ７

　用途等の見直し内容を確認しました。ダウンゾーニングは好ま
しくありません。

　賛否両方のご意見をいただいていることを踏まえて見直しの
可否を判断していきます。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

③ 8

　既存不適格にならなくとも、許容建蔽率・容積率が少しでも減
るのであれば、反対である。

　賛否両方のご意見をいただいていることを踏まえて見直しの
可否を判断していきます。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

③ ９

　長期にわたり現状の基準により土地利用を行ってきており、見
直しはしないことが最善である。

　賛否両方のご意見をいただいていることを踏まえて見直しの
可否を判断していきます。
【再検討した結果、用途地域等の見直しは行わないこととしました】

④

④ １

　国立3・4・5号線はいつ供用開始されますか。
　国立3・4・5号線の早期完成を待っています。

　東京都において、現在施行中です。現時点では令和7年度末ま
での完了を予定していますが、事業の進捗等によっては、期間
を延伸する可能性もあります。

国立３・４・５号線沿道
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④ 2

　国立3・4・5号線沿道が第一種住居地域になることは良いと
思います。

　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

④ ３

　第一種住居地域の背後には第一種低層住居専用地域が指定され
ており、用途地域の差が大きいと思いますが、後背地の第一種低
層住居専用地域の指定を見直すことは考えていないのでしょう
か。

　国立市都市計画マスタープランでは、土地利用等の都市計画
に関する基本的な方針を示しておりますが、この中で当該エリ
アは、将来像として土地区画整理が行われた富士見台と同等の
街並みにしていきたいと考えている地域です。しかしながら、
土地区画整理により基盤整備が整ったエリアとそうでないエリ
アを同じように扱うのは、現状では難しいと考えています。
　また、原則として用途地域等の見直しは地区計画の策定が必
要となります。地区計画の策定とあわせて、用途地域等の見直
しが可能となります。

④ 4

　第一種住居地域になると、３～４階のマンション等が建築でき
るようになったり、頑健な建築物が建てられるようになると思い
ます。今後、整備が予定されている都市計画道路内にマンション
等が建築されてしまうと事業に影響するのではないでしょうか。

　都市計画法では、都市計画道路や都市計画公園等、都市計画
で定められた施設の予定地内に一定規模以上の建物が建築でき
ないような制限がかかります。（都市計画法53条・54条等）例
えば、10ｍを超える高さの建物や鉄筋コンクリート等の堅牢な
建物は建築できません。しかし、事業化が図られるまでは一定
規模以下の建物は許可により建築でき、制限の範囲内で土地利
用を図ることは可能です。ただし、事業化された都市計画道路
等の区域内に建築物等を建てようとするときは、事業施行に支
障がないものとして許可された場合のみ建築可能となります。

④ ５

　第一種住居地域になるとファミリーレストランやマンションが
建築できますか。

　第一種住居地域で建築可能な用途は第一種低層住居専用地域
よりも緩和されており、コンビニやファミリーレストラン等の
店舗も立地可能です。マンション建築も可能です。
　ただし、第一種住居地域だけではなく中高層住居専用地域に
おいても規模に制限はありますが、コンビニやファミリーレス
トラン等の立地は可能です。

④ ６

　道路ができたので、用途地域の見直しはやむを得ないと思って
います。

　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。
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④ ７

　高さの制限はどうなりますか。また府中市側も同じ状況になり
ますか。

　第2種高度地区という斜線型の制限となります。府中市側の用
途地域等については府中市の判断によります。

⑤

⑤ １

　見直し素案に賛成します。（第一種住居地域よりもう少し大き
な建物ができるようにしてほしいです。）

　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。
　さらなる緩和は地区計画の策定などが必要となります。

⑤ 2

　国立3・3・15号線沿道の素案は市民の賛成の下に作成された
ものですか。

　都市計画道路の沿道で、かつ土地区画整理事業により基盤整
備が整っている地域のため、用途地域等の緩和に対する要望は
強い地域でした。また、今回の用途地域等の見直しにあたり、
直接影響を受ける土地所有者の方には見直し素案の資料を事前
に郵送等により情報提供しておりますが、概ね賛成のご意見を
伺っています。

⑤ ３

　ママ下湧水公園が用途地域を見直すエリアに含まれており、今
後このエリアがどうなっていくのか非常に心配しています。見直
しによってどうなるのか教えてください。

　ママ下湧水公園内の用途地域を変更した場合でも、公園内の
区域では用途地域とは別の基準（都市計画法53条等）が適用さ
れます。そのため、用途地域によって指定された建蔽率や容積
率がそのまま反映されることはありません。
　また、用途地域等の見直しを行っても、公園としての土地利
用に変更はありません。

⑤ 4

　国立３・３・15号線の東側にはたくさん農地が広がっていま
す。今回の見直しのエリアには含まれませんが、たくさんの農地
があるエリアは今後どのようになりますか。

　ご質問のエリアは第一種低層住居専用地域の建蔽率30％・容
積率60％の地域ですが、今回の見直しでは市内の第一種低層住
居専用地域の建蔽率30％・容積率60％の地域全体の見直し方針
を定めた上で検討をしています。
　検討の考え方は大きく3つで、一つ目は建蔽率40％・容積率
80％に緩和できる地域、二つ目は条件付きで緩和できる地域、
三つ目は緩和は行わない地域です。
　このエリアは、市では二つ目に該当する地域としています。
　基本的には土地所有者等の意向によるところは大きいです
が、市としては今後、地区計画の策定を含めたまちづくりを進
めていく必要があると考えています。

国立３・３・１５号線沿道
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

⑤ ５

　地区計画の変更（素案）の中に「国立3・4・１号線の事業化
にあわせた都市基盤の整備を視野に入れた」という記述がありま
すが、甲州街道の沿道はどのように変わるのですか。

　土地区画整理事業が行われたエリアには、地区計画による制
限を設け、住環境等を維持したうえで、建蔽率・容積率等を緩
和をしています。ただし、土地区画整理事業区域外の住宅地区
Ｃと甲州街道の沿道地区は地区計画区域ではありますが、具体
的な制限は設けていません。
（地区計画区域内の制限がある地域を地区整備計画区域といい
ます。）
　今回の見直し素案を検討するにあたり、住宅地区Cや沿道地区
についても、地区整備計画区域とすることの検討をしました
が、状況に変化のない中で新たに制限を設けることは適当では
ないと判断しました。将来、国立３・４・１号線が整備される
などの基盤整備の進捗を契機に、地区計画による制限を検討す
るという考えで、「国立3・4・１号線の事業化にあわせた～」
という文言の記述をしています。

⑤ ６

　国立３・４・１号線（甲州街道）の事業化は、いつどのように
進められるのですか。

　具体的に事業化される見込みは今のところありません。東京
都および東京都下の区市町村で策定している都市計画道路の整
備方針の中では、優先整備路線とそうではない路線の区分があ
りますが、国立3・4・１号線（甲州街道）は優先整備路線では
ありません。現状の甲州街道は、計画幅員16ｍに対し15ｍ前後
の幅員が確保されています。
　いずれ、幹線道路のネットワークが形成されていく中で、車
の交通量や歩行者の安全性の確保等を検討材料として整備が具
体化するものと考えます。

⑤ ７

　国立3・3・15号線沿道地域や第一種低層住居専用地域の建蔽
率30％・容積率60％の地域に対し、過去にどのような住民要望
があったのですか。

　国立3・3・15号線沿道については、従前から、都市計画道路
が完成したにも関わらず、なぜ沿道用途の緩和をしないのかと
いうご意見、ご質問を、住民要望のほか、議会からもいただい
ていました。
　第一種低層住居専用地域の建蔽率30％・容積率60%の地域に
ついては、建蔽率40％・容積率80％に緩和してほしい、建蔽率
30％・容積率60%のままでは二世帯住宅がつくれないといった
要望が寄せられていました。
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

⑤ 8

　国立３・３・２号線沿道の地域では、容積率を300％に緩和
している部分がありますが、国立3・3・15号線沿道についても
300%に引き上げることはできますか。

　国立3・3・2号線は以前、計画幅員が28ｍでしたが、平成
22年に計画幅員を40ｍに拡幅しています。その際、交差点の隅
切り形状も変更されており、この部分に関係する用途地域等の
内容を国立3・4・1号線（甲州街道）側（容積率300％）にあ
わせることとしました。
　都市計画道路の沿道全体に容積率300％を指定したものでは
なく、基準となる交差点の位置関係が変わったことによる修
正・見直しとなります。
　国立3・3・15号線沿道については、日野バイパスや石田街道
の沿道用途にあわせ建蔽率60％・容積率200％としました。

⑤ ９

　資料が郵送で送られてきた理由を確認しました。 　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑤ １０

　見直し内容はわかりました。異議はありません。 　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑤ 11

　見直し内容はわかりました。賛成です。 　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑤ １２

　ママ下湧水公園やハケの周りなどの周辺地域と、用途地域等の
見直し内容との関係をどのように考えていますか。

　用途地域等の見直しがされても、公園として土地利用がされ
ている部分は保全されます。四軒在家地区地区計画区域では、
用途地域等の見直しに際して環境に十分配慮した地区計画の見
直しもあわせて行っていきます。また、青柳崖線地区は景観づ
くり基本計画による重点地区候補地と位置付けられており、今
後検討状況を踏まえて地区の景観の価値の向上につなげるため
に重点地区の指定を目指していきます。
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

⑥

⑥ １

　第一種低層住居専用地域の建蔽率30％・容積率60％から建蔽
率40%・容積率80%へ見直しされるエリアとそうではないエリ
アがありますが、違いは何ですか。

　今回の見直しは、市内の第一種低層住居専用地域の建蔽率
30％・容積率60％の地域全体の見直し方針を定めた上で検討を
しています。
　第一種低層住居専用地域の検討の考え方は大きく3つで、一つ
目は建蔽率40％・容積率80％に緩和できる地域、二つ目は条件
付きで緩和できる地域、三つ目は緩和はしない地域です。
　一つ目の建蔽率40％・容積率80％に緩和できる地域は、都市
計画マスタープランの土地利用方針との整合性や基盤整備の状
況、例えば道路率16％以上などの要件を満たしている地域で
す。二つ目は基盤整備が整っていない場合など地区計画の策定
とともに見直しを検討できる地域としています。三つ目は城山
公園のハケ（青柳崖線）、流域下水道北多摩二号水再生セン
ターの南側にある谷保緑地、国立府中インターの地域などで、
緩和する必要性がない区域です。

⑥ 2

　第一種低層住居専用地域の・建蔽率30％・容積率60％から建
蔽率40％・容積率が80％への見直し対象エリアを確認しに来ま
した。

　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑥ ３

　見直しの内容について確認しました。 　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑥ 4

　見直しのスケジュールを教えてください。 　令和5年夏頃決定する予定です。市報特集号10月20日号も参
考にしてください。

⑥ ５

　自宅は見直し対象地区にありますか。このまま見直しの手続き
を進めていくのですか。

　（窓口にて位置関係を確認した。）多くの反対意見がなけれ
ば令和5年夏頃決定する予定です。

⑦

⑦ １

　3・3・2号線の府中市側の用途地域等の見直しは、どう進ん
でいますか。

　3・3・2号線東側の府中市域が一部隣接する部分の用途地域
等については府中市の判断によります。

四軒在家西地区・泉三丁目北地区・泉三丁目東地区・泉四丁目西地区【建蔽率30％・容積率60％】

国立３・３・２号線沿道
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

⑦ 2

　用途地域等見直しに関しては賛成いたします。 　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑦ ３

　第一種低層住居専用地域から第一種住居地域になるに際し、建
蔽率60%・容積率300%と建蔽率60%・容積率200%になる
箇所があります。この違いは何ですか。また、建蔽率60%・容
積率300%の面積はどのくらいですか。

　国立3・3・2号線は以前、計画幅員が28ｍでしたが、平成
22年に計画幅員を40ｍに拡幅しています。その際、交差点の隅
切り形状も変更されており、この部分に関係する用途地域等の
内容を国立3・4・1号線（甲州街道）側（容積率300％）にあ
わせています。
　面積は合計で約300㎡です。

⑦ 4

　国立３・３・２号線沿道について、以前、この地区に関する説
明会に出席した際、用途地域等の見直しは都市計画道路が完成す
るまでは行わないという説明を受けましたが、なぜこのタイミン
グで行うのですか。

　今回の見直しは、東京都の区域区分の見直しにあわせて実施
するもので、地区計画の策定を伴わない見直しとして、都市計
画道路の沿道も対象としています。
　都市計画道路が完成するまでは用途地域等の見直しは行わな
いと過去に市が説明したとのことですが、道路として扱われる
タイミングによる違いがあるのではないかと推測されます。都
市計画道路の用地取得が進むことで、周辺にお住いの方が接道
条件を満たせなくなり、建物を再建築する際に不都合が生じる
可能性があります。そのような事態を防ぐため、未完成の道路
を建築基準法上の道路として指定することにより、沿道の土地
利用が可能となります。
　今回は土地利用が可能となったことから用途地域等の見直し
を検討しました。

⑦ ５

　自宅が用途地域等見直しの区域に入りますか。現在の踏切はど
うなりますか。

　（窓口にて位置関係を確認した。）都市計画道路3・3・2号
線の築造にともない、踏切は廃止されると聞いています。

⑦ ６

　郵送でお知らせは届いたが、説明会開催の郵送が来なかった。
市報やHPは見ていない。郵送によりしっかり情報提供して欲し
い。高い建物が建つのは好ましくない。

　説明会に際して、直接影響のある方々には郵送または個別投
函を行っています。案内文には市報にて説明会開催日時をお知
らせする旨の記載をしていましたが、今後お知らせの手法を検
討してまいります。また、建物の高さについては、まちづくり
条例により高さの基準を設けています。用途地域等の変更によ
り耐火・準耐火建築物による不燃化が期待できます。
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

⑧

⑧ １ （特になし） －

⑨

⑨ １

　建蔽率40％・容積率80％になることで、再建築した際、日当
たりの問題が発生すると懸念しています。敷地が狭いので、用途
地域等にあわせて建蔽率・容積率が見直しされることで、更に日
当たりが悪くなってしまうのではないかと思います。

　第一種低層住居専用地域には10ｍの高さ制限が設けられてい
ます。一方で、建蔽率が30％から40％に見直すことで、建物の
ボリュームが増える可能性があることから、その分が日照に影
響がすることはあると考えられます。
　しかしながら、日影規制による制限もあるため、大きな問題
は発生しないと考えています。

⑨ 2

　日照権について、民法上は裁判をやれば日照権が認められる
ケースがありますが、問題が生じた場合、国立市はこの問題に関
与してくれるのでしょうか。

　都市計画上の高度地区指定のほかに、東京都には日影規制の
条例があります。規制の中で適正に建築されているものに対し
ては、行政が関与することはできません。

⑨ ３

　日当たりを守るために、建築協定を締結することはできます
か。

　建築協定は地域の合意形成を図ることができれば可能とな
り、市としても協力できます。

⑨ 4

　建蔽率・容積率の違反の例がある中、今回、建蔽率30％・容
積率60％を建蔽率40％・容積率80％に見直すことに違和感が
あります。市で違反を取り締まる取組をしてもらえますか。

　建築違反の取り締まりは東京都の業務となっております。市
として取り締まることはできません。

⑨ ５

　今でも建築基準法に違反して、検査が通った後に建物を増築し
たり、ベランダや駐車場に屋根を設置する人がいます。市として
何か対策ができないか。

　建築違反の取り締まりは東京都の業務となっているため、東
京都に対して監察を促すような要望をすることは可能です。

⑨ ６

　第一種低層住居専用地域の建蔽率40%・容積率80%から、さ
らに建蔽率50%・容積率100%以上に緩和するにはどうしたら
良いか。

　さらに緩和しようとすると場合は、地区計画を策定する必要
があります。地区計画の中で、壁面後退や最低敷地面積、緑化
の規定など、地域のまちづくりに貢献するような制限とセット
にすることで、建蔽率・容積率を緩和するという考えです。

⑨ ７

　資料が郵送で送られてきたので連絡しました。過去の勉強会で
検討していることを知っていました。賛成です。

　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

インターチェンジ東地区【建蔽率30％・容積率60％】

谷保七丁目南地区【建蔽率30％・容積率60％】
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

⑨ 8

　所有地が見直しの対象地区となっているか確認しました。賛成
です。建蔽率40％・容積率80％で十分と思っています。

　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑨ ９

　今の段階で建蔽率40％・容積率80％で建築はできますか。 　都市計画決定された後でないとできません。

⑨ １０

　見直しの内容を教えてください。 　第一種低層住居専用地域の建蔽率30％・容積率60％から建蔽
率40％・容積率80％へ見直しするものです。

⑨ 11

　建蔽率40％・容積率80％に見直しできないことはあり得ます
か。スケジュール通り進みますか。

　現在の時点で反対意見はほぼありませんので、内容及びスケ
ジュールとも予定どおりに進めていきます。

⑨ １２

　見直し内容はわかりました。異議はありません。 　皆様のご理解のもと、引き続き手続きを進めていきます。

⑨ １３

　見直しされるということはわかりました。本当は建蔽率
50％・容積率100％にして欲しい。自治会長にも説明します。

　建蔽率50％・容積率100％にするには地区計画の策定が必要
となります。今回の見直しでは地区計画が必要となる案件は対
象外です。

その
他

１
　長期的視点からのチェックも宜しくお願いします。 　今後とも都市計画マスタープランに掲げる将来像の実現に向

けて、適時適切な用途地域等の見直しに取り組んでいきます。

その
他

2
　都市計画道路の見直し等も含めて、適時に今回のような見直し
は必要と考える。

　今後とも適時適切な用途地域等の見直しに取り組んでいきま
す。

その他
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

その
他

３
(１)

固定資産税に係る質問について
(1)用途地域等が見直し（緩和）されることで固定資産税は上が
るのでしょうか。

(1)用途地域等の見直しにより、自動的に翌年から固定資産税が
上がることはありません。今後、用途地域等の見直しが行われ
ることにより、土地の取引価格が上昇したり、取引事例が積み
重なることで土地の評価が上がり、その評価に応じて固定資産
税が見直されることは考えられます。なお、建蔽率・容積率が
固定資産税の評価に占める割合は高くはなく、幹線道路や駅か
らの距離等が評価の際の大きな要素となります。
　

その
他

３
(２)

固定資産税に係る質問について
(2)路線価から固定資産税を計算することがあると思いますが、
都市計画道路が完成し、路線価がでた際に、固定資産税が大幅に
上がることはありますか。

　
(2)都市計画道路が完成し、道路が供用されると路線価が設定さ
れます。道路ができることにより、地域の利便性が向上して土
地の価値が上がり、路線価も上がるということは考えられま
す。ただし、固定資産税の評価替えは3年に1度で、毎年変わる
わけではありません。仮に地価が上がっていても、評価替えの
年までは固定資産税の税額は据え置きとなります。逆に価値が
下がる場合は、基準年度以外でも評価額の修正が行われます。
また、負担調整措置として、固定資産税の上昇額は、評価替え
につき最高でも５％までと決まっており、急激に固定資産税が
上がるということは考えにくいです。

その
他

３
(３)

固定資産税に係る質問について
(3)相場より異常に安い取引事例や高い取引事例が作られてしま
うと、固定資産税に影響してしまうのではないでしょうか。

(3)固定資産税を決める方法は様々あり、異常な取引事例による
価格の影響を心配する必要はあまりないと考えます。

その
他

３
(４)

固定資産税に係る質問について
(4)道路が本線と側道に分かれているケースや、相互通行か一方
通行かによって、固定資産税の評価は変わりますか。

(4)本線と側道によって路線価が変わることはありません。基本
的に1本の道路として考え、評価をしていきます。また、一方通
行の道路の方が相互通行の道路より路線価が低いケースが多い
です。ただし、幅員、歩道の有無、建築基準法上の扱いなど、
それぞれの道路の属性によって路線価は変わります。様々な条
件が加味された中で路線価は算出されます。
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

その
他

４
(１)

防火地域、準防火地域について
(1)防火・準防火地域は、具体的にどのようなものですか。 (1)防火・準防火地域という都市計画は、建築物の火災等に対す

る規定が定められた地域となります。建物の規模が一定以上の
場合、防火・準防火地域の規制を受けて、燃えにくい部材や構
造でなければ建築できないこととなっており、詳細は建築基準
法等に規定されています。木造建築物に対しては、防火・準防
火地域になると、国が定める規定があり、燃えにくいものを使
うように定められています。

その
他

４
(２)

防火地域、準防火地域について
(2)防火・準防火地域が指定されると何が変わるのですか。 (2)今まで無指定であったところに防火・準防火地域が指定され

ると、既存で合法な建築物であったものが、既存不適格（違法
ではありません。）となる可能性があります。既存不適格にな
ると、建替え時には、適法化する必要があります。

その
他

４
(３)

防火地域、準防火地域について
(3)防火・準防火地域が指定された後、増築する場合はどうなり
ますか。

(3)増築の規模と内容により、建築確認の際の判断が変わってき
ます。新たに建築や増築をする場合には、建築基準法に適合す
る必要があります。

その
他

５
(１)

建蔽率・容積率と建築できる建物の関係について
(1)建蔽率・容積率から第一種低層住居専用地域で３階建ては建
築できないのではないですか。

(1)建築計画の内容により可能な場合もあります。敷地の条件等
によって変わります。

その
他

５
(２)

建蔽率・容積率と建築できる建物の関係について
(2) 建蔽率・容積率が緩和されると、2階建ての建築物を3階建
てに建替えることはできますか。

(2)建蔽率・容積率が緩和された場合でも、必ず最大値を使える
わけではありません。都市計画上の建蔽率・容積率の指定の他
に高度地区の制限があります。また、建築基準法による斜線制
限等があり、道路の幅員によっては容積率を全て使うことがで
きない場合もあります。その他、様々な制限を組みあわせた中
で建築物を検討することになり、それらの制限をクリアした際
の最大が都市計画上の建蔽率・容積率となります。
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対象
地区

整理
番号

意　　見 市の回答・考え

国立市用途地域等見直し（素案）説明会等における意見のまとめ

その
他

６

　今回の用途地域等の見直しに反対した場合はどうなりますか。 　今回の見直し素案の内容について、地域住民の総意として反
対するということであれば、市で受け止め、再検討を行い原案
へ反映していくことになります。ただし、多数決をもって決定
するというものではありません。

その
他

７

　中央道インターチェンジのすぐ北側も同じように建蔽率・容積
率を緩和する計画があったと思います。今回の用途見直しの対象
ではないのですか。

　当該地は、見直し対象区域ではありません。過去に市から建
蔽率・容積率を緩和する計画があると発信したことはありませ
ん。

その
他

8

　説明会の内容はすべての会場で同じですか。また、都市計画道
路の幅員が変わることはありますか。

　説明会の会場近隣の地区は詳しく説明し、それ以外の地区参
加者の要望に応じて詳しい説明を行います。都市計画道路の幅
員は、必要性に応じて再検討することはあります。

その
他

９

　西1丁目8番地街区は変更対象ですか。 　見直し対象区域ではありません。

その
他

１０

　所有地は泉5丁目の地区計画区域内で、広い道路に面していま
すが、第一種低層住居専用地域の建蔽率40％・容積率80％にな
らないのはなぜですか。

　一定の区域内での面的な基盤整備がされていないため見直し
対象としていません。

その
他

11

　国立第三中学校周辺の第一種低層住居専用地域の建蔽率
30％・容積率/60％のエリアが建蔽率40％・容積率80％に今
回ならないのはなぜですか。また、アップできる基準となるもの
はありますか。

　国立第三中学校周辺の第一種低層住居専用地域の建蔽率
30％・容積率60％のエリアは、例として道路率16％以上など
の基盤整備の状況が基準にかなっていないため、今回の見直し
の対象とはしていません。
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