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（説 明） まちづくりにおける市民参加の仕組み、事業者が行う土地利用

に関する手続及び基準、開発許可の基準等を定めることにより、

国立市都市計画マスタープランにおけるまちづくりの将来像の実

現に寄与するため、条例を制定するものである。 

 

 

国立市まちづくり条例案 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第７条） 

第２章 市民参加によるまちづくりの推進（第８条－第１６条） 

第３章 開発事業の手続 

第１節 開発事業の基本原則（第１７条） 

第２節 大規模土地取引行為に関する手続（第１８条・第１９条） 

第３節 大規模開発事業に関する手続（第２０条－第２５条） 

第４節 開発事業に関する手続（第２６条－第４１条） 

第４章 事前調整制度 

第１節 大規模開発事業における事前調整制度（第４２条・第４３条） 

第２節 開発事業における事前調整制度（第４４条・第４５条） 

第３節 調整会（第４６条－第４８条） 



第５章 開発事業の基準 

第１節 都市計画法に基づく基準（第４９条・第５０条） 

第２節 市の承認基準（第５１条－第５４条） 

第６章 国立市まちづくり審議会（第５５条・第５６条） 

第７章 補則（第５７条－第６１条） 

付則 

第１章 総則 

（目 的） 

第 １ 条 この条例は、国立市におけるまちづくりの基本理念を定め、まち

づくりにおける市、市民及び事業者の責務等を明らかにするとともに、市

民参加の仕組み、事業者が行う土地利用に関する手続及び基準、開発許可

の基準等を定めることにより、国立市都市計画マスタープラン（都市計画

法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第１８条の２の規

定に基づき市が定める都市計画に関する基本的な方針をいう。以下同

じ。）におけるまちづくりの将来像の実現に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

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、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に住所を有する者、市内に土地又は建物を所有する者及

び市内で事業を営む者をいう。 

(２) 開発事業 第２６条第１項に規定する事業をいう。 

(３) 事業区域 開発事業を行う土地の区域をいう。 

(４) 事業者 開発事業を行おうとする者及び開発事業を行う者をいう。 

(５) 工事施工者 事業者から開発事業に関する工事を請け負った者及び

その請負工事の下請人をいう。 

(６) 近隣住民 事業区域から規則で定める範囲内の区域に住所を有する

者、当該区域に土地又は建物を所有する者及び当該区域で事業を営む者

をいう。 

(７) 審議会 第５５条に規定する国立市まちづくり審議会をいう。 

(８) 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に

規定する建築物をいう。 

(９) 建築 建築基準法第２条第１３号に規定する建築をいう。 



(10) 延べ面積 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条

第１項第４号の規定により算定する延べ面積をいう。 

(11) 建築物の高さ 建築基準法施行令第２条第１項第６号の規定により

算定する建築物の高さをいう。 

(12) 集合住宅 共同住宅又は長屋をいう。 

(13) 集客施設 不特定多数者の利用を目的とした施設のうち、周辺環境

への配慮が必要なものとして規則で定める施設をいう。 

２ 前項各号に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で

使用する用語の例による。 

（まちづくりの基本理念） 

第 ３ 条 まちづくりは、地域の特徴に合わせた土地の利用を図り、歴史的

に育まれてきたまちなみと環境を守り育て、後世に引き継いでいくことを

基本として取り組まなければならない。 

２ まちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの責任と役割を自覚し、

相互の信頼関係に基づき、連携して取り組まなければならない。 

３ まちづくりは、土地については公共の福祉を優先させるものとする土地

基本法（平成元年法律第８４号）の理念及び環境への負荷の少ない持続的

発展が可能な社会の構築を旨とする環境基本法（平成５年法律第９１号）

の理念の下に行わなければならない。 

（市の責務） 

第 ４ 条 市は、前条に定めるまちづくりの基本理念（以下「基本理念」と

いう。）にのっとり、国立市都市計画マスタープランにおけるまちづくり

の将来像の実現に向けた良好なまちづくりを推進するために、計画的かつ

効果的に必要な施策を実施しなければならない。 

２ 市は、市民のまちづくりにおける自発的な活動が円滑に行えるように、

必要な支援を行い、市民と連携してまちづくりを推進しなければならない。 

３ 市は、良好なまちづくりを推進するために、事業者に対して、必要な助

言又は指導を行わなければならない。 

（市民の責務） 

第 ５ 条 市民は、基本理念にのっとり、地域におけるまちづくりの活動に

積極的に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなけれ

ばならない。 



２ 市民は、まちづくりに取り組むに当たっては、各々の立場を尊重し、相

互に協力して、まちづくりの推進に努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第 ６ 条 事業者は、開発事業を行うに当たっては、基本理念にのっとり、

周辺環境に与える影響に配慮し、良好な環境が確保されるよう必要な措置

を講じなければならない。 

２ 事業者は、市が実施する施策及び市民による地域におけるまちづくりの

活動に協力しなければならない。 

３ 事業者は、開発事業を行うに当たっては、誠意を持って対応することに

より、紛争の予防及び解決に努めなければならない。 

（まちづくりに関する施策） 

第 ７ 条 この条例におけるまちづくりに関する施策は、次に掲げるものと

する。 

(１) 国立市総合基本計画に関する規則（昭和４４年９月国立市規則第 

１３号）第２条第２項に規定する基本構想及び同条第３項に規定する基

本計画 

(２) 国立市都市計画マスタープラン 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市のまちづくりに関する計画、指針、

基準等のうち規則で定めるもの 

２ 市民及び事業者は、まちづくりに関する施策を遵守しなければならない。 

第２章 市民参加によるまちづくりの推進 

（地区まちづくり計画） 

第 ８ 条 地区まちづくり計画とは、一定のまとまりある地区内において、

地区内の市民（以下「地区住民」という。）が自発的に地区の特性をいか

した住みよいまちづくりを推進することを目的として、市が策定する計画

をいう。 

２ 地区まちづくり計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(１) 地区まちづくり計画の名称、位置及び区域 

(２) 地区まちづくり計画の目標 

(３) 第１６条第２項の規定により届出をすべき建築行為等の種類 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が地区におけるまちづくりに必要

と認める事項 



（地区まちづくり協議会の認定等） 

第 ９ 条 市長は、地区まちづくり計画の案となるべき事項を定めた地区ま

ちづくり計画素案（以下「計画素案」という。）を作成することを目的と

した地区住民による団体であって規則で定める要件を満たすものを、地区

まちづくり協議会（以下「協議会」という。）として認定することができ

る。 

２ 前項の規定による認定を受けようとする団体は、規則で定めるところに

より、市長に申請しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による認定に当たっては、必要に応じて、審議会

の意見を聴くことができる。 

４ 市長は、第１項の規定による認定をしたときは、その旨を第２項の規定

による申請をした団体に通知するとともに、これを公表し、当該認定をし

ないときは、その旨を当該団体に通知するものとする。 

５ 第１項の規定による認定を受けた協議会は、規則で定めるところにより、

その活動内容を市長に報告しなければならない。 

６ 市長は、協議会に対して、その活動に必要な支援を行うことができる。 

（地区まちづくり協議会の変更等） 

第１０条 協議会は、前条第１項に規定する要件に関する事項について変更

があったときは、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 協議会は、解散しようとするときは、その旨をあらかじめ市長に届け出

なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による届出があったときは、前条第１項の規定によ

る認定を取り消すものとする。 

４ 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の

規定による認定を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により、協議会の認定を受けたとき。 

(２) 前条第１項に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、認定を取り消すべき事由があると市長

が認めるとき。 

５ 市長は、前２項の規定により協議会の認定を取り消したときは、その旨

を公表するとともに、当該協議会に通知しなければならない。 

（計画素案の提案） 



第１１条 協議会は、計画素案を作成し、市長に提案することができる。 

２ 計画素案は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 計画区域が、道路その他その範囲を明示するのに適当なものにより

囲まれた区域であること。 

(２) 地区内の土地利用、建築物の建築、景観の形成、自然環境の保全等

の方針及び地区内のまちづくりに有効なルールを定めたものであること。 

(３) 規則で定める方法により、地区住民の賛同を得ていること。 

(４) まちづくりに関する施策に適合していること。 

（計画素案の公表等） 

第１２条 市長は、協議会から前条第１項の規定による提案を受けたときは、

その旨を公表し、当該提案に係る計画素案を公表の日から起算して２１日

間公衆の縦覧に供しなければならない。 

２ 地区住民は、縦覧に供された計画素案について意見があるときは、前項

に規定する縦覧期間の満了日までに、市長に対し意見書を提出することが

できる。 

３ 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、その

写しを当該意見書に係る計画素案を提案した協議会に送付しなければなら

ない。 

４ 協議会は、前項の規定により意見書の写しの送付を受けたときは、当該

意見書に対する見解書を市長に提出しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定により見解書が提出されたときは、速やかに、その

内容を公表しなければならない。 

（地区まちづくり計画案の作成及び縦覧） 

第１３条 市長は、前条第１項に規定する縦覧期間が経過したときは、同条

第２項の意見書及び同条第４項の見解書の内容を考慮し、まちづくりに関

する施策に照らして、提案された計画素案の全部又は一部を内容とする地

区まちづくり計画案（以下「計画案」という。）を作成することの要否を

速やかに判断し、作成する必要があると認めるときは、当該計画案を作成

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により計画案を作成することの要否を判断したとき

は、当該計画案に係る計画素案を提案した協議会に対して、速やかに当該

判断の結果及び理由を通知しなければならない。 



３ 市長は、第１項の規定により計画案を作成したときは、その旨を公表し、

当該計画案を公表の日から起算して２１日間公衆の縦覧に供しなければな

らない。 

４ 市民は、縦覧に供された計画案について意見があるときは、前項に規定

する縦覧期間の満了日までに、市長に対し意見書を提出することができる。 

５ 前２項に定めるもののほか、市長は、地区まちづくり計画を策定しよう

とする場合において必要があると認めるときは、説明会の開催その他の地

区住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

（地区まちづくり計画の決定） 

第１４条 市長は、地区まちづくり計画を決定しようとするときは、前条第

４項の意見書に対する見解を付して、審議会の意見を聴くものとする。 

２ 市長は、審議会の意見を踏まえて地区まちづくり計画の内容を検討し、

地区まちづくり計画を決定したときは、速やかに、当該地区まちづくり計画

に係る計画素案を提案した協議会に通知するとともに、当該決定をした旨

を公告し、当該地区まちづくり計画を公衆の縦覧に供しなければならない。 

３ 地区まちづくり計画は、前項の規定による公告があった日からその効力

を生ずる。 

（地区まちづくり計画の変更及び廃止） 

第１５条 第１１条から前条までの規定は、地区まちづくり計画の変更及び

廃止について準用する。ただし、軽微な変更その他の規則で定める変更に

ついては、この限りでない。 

（地区まちづくり計画への適合及び届出） 

第１６条 地区住民は、地区まちづくり計画を遵守し、その実現に努めなけ

ればならない。 

２ 地区まちづくり計画の区域内において規則で定める建築行為等を行おう

とする者は、当該建築行為等に着手する３０日前までに、規則で定める事

項を市長に届け出なければならない。 

３ 前項の規定による届出は、建築基準法第６条第１項の確認（同法第６条

の２第１項の規定により同法第６条第１項の確認とみなされるものを含む。

第２７条第３項及び第３４条第１項において同じ。）の申請その他これに

類する法令に基づく許可等の申請の前に行わなければならない。 

４ 市長は、第２項の規定による届出に係る建築行為等が地区まちづくり計



画に適合すると認めたときは、当該届出をした者に対し、その旨を通知す

るものとする。 

５ 市長は、第２項の規定による届出に係る建築行為等が地区まちづくり計

画に適合しないと認めたときは、当該届出をした者に対し、当該建築行為

等を地区まちづくり計画に適合させるために必要な助言又は指導を行うこ

とができる。 

第３章 開発事業の手続 

第１節 開発事業の基本原則 

（まちづくりに関する施策への適合） 

第１７条 開発事業は、関係法令及びまちづくりに関する施策に適合するも

のでなければならない。 

２ 事業者は、開発事業の計画を策定するに当たっては、第５章に規定する

開発事業の基準を踏まえなければならない。 

３ 事業者は、市の特性である崖線の樹林、湧水、用水その他の良好な緑と

水の環境の保全に努めなければならない。 

第２節 大規模土地取引行為に関する手続 

（大規模土地取引行為の届出） 

第１８条 ３，０００平方メートル以上の土地の所有権、地上権若しくは賃

借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利（以下「土地に関する権

利」という。）の移転又は設定（対価を得て行われる移転又は設定に限

る。）を行う契約（予約を含む。以下「大規模土地取引行為」という。）

を締結して土地に関する権利を移転し、又は設定しようとする者（以下

「大規模土地取引行為を行う者」という。）は、大規模土地取引行為の日

の３月前までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出な

ければならない。 

２ 前項の規定による届出は、当該届出を行った日の翌日から起算して２年

の範囲内において行う大規模土地取引行為について効力を有する。 

（大規模土地取引行為の届出に対する助言） 

第１９条 市長は、前条第１項の規定による届出があったときは、まちづく

りに関する施策に照らし、当該届出を行った者に対し、当該届出に係る土

地について土地利用方針等の助言を行うことができる。 

２ 大規模土地取引行為を行う者は、前項の規定による助言を受けた場合に



は、当該助言の趣旨を尊重するとともに、当該大規模土地取引行為に係る

土地に関する権利の譲受人に承継するものとする。 

第３節 大規模開発事業に関する手続 

（大規模開発事業の範囲） 

第２０条 大規模開発事業は、次に掲げる開発事業とする。 

(１) 事業区域の面積が３，０００平方メートル以上の開発事業 

(２) ８０戸以上の集合住宅の建築 

(３) 延べ面積１，０００平方メートル以上の集客施設の建築 

(４) 建築物の高さが２０メートル以上の建築物の建築 

２ 大規模開発事業を行おうとする者（以下「大規模開発事業者」とい

う。）は、第２７条第１項の規定による事前協議書の提出の前に、この節

に規定する手続を完了しなければならない。 

（大規模開発構想の届出） 

第２１条 大規模開発事業者は、当該大規模開発事業における土地利用の構

想に関する事項（以下「大規模開発構想」という。）について、市長に届

け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、その旨を公

表するとともに、当該大規模開発構想の写しを当該公表の日から起算して

２１日間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（大規模開発事業に関する標識の設置） 

第２２条 前条第１項の規定による届出をした大規模開発事業者は、届出の

日から起算して７日以内に、大規模開発構想の内容について近隣住民に周

知するため、規則で定めるところにより、標識を設置しなければならない。 

２ 大規模開発事業者は、前項の標識を設置したときは、設置の日から起算

して７日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 大規模開発事業者は、第２８条の標識を設置するまでの間、第１項の標

識を設置しておかなければならない。ただし、第２４条第３項の規定によ

る大規模開発事業の中止の届出をした場合においては、この限りでない。 

４ 大規模開発事業者は、第１項の規定により設置した標識の内容に変更が

生じたときは、遅滞なく、当該標識の内容を訂正するとともに、その旨を

市長に届け出なければならない。 

（大規模開発事業に関する近隣住民への説明） 



第２３条 大規模開発事業者は、前条第１項の標識を設置した後に、近隣住

民に対し、説明会を開催して大規模開発構想の内容について説明しなけれ

ばならない。 

２ 大規模開発事業者は、前項の説明会が終了したときは、当該終了の日か

ら起算して７日以内に、説明会の状況を記載した報告書を市長に提出しな

ければならない。 

３ 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、速やかにその

旨を公表するとともに、当該報告書の写しを当該公表の日から起算して 

１４日間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（大規模開発構想の変更等の届出） 

第２４条 大規模開発事業者は、第２１条第１項の規定による届出を行った

大規模開発構想に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出

なければならない。 

２ 前項に規定する変更の届出で、その変更の程度が著しいと市長が認める

ものは、第２１条第１項の規定による届出とみなして、同条第２項、前２

条、第４２条及び第４３条の規定を適用する。 

３ 大規模開発事業者は、第２１条第１項の規定による届出を行った大規模

開発構想に係る大規模開発事業を中止するときは、その旨を市長に届け出

なければならない。 

（大規模開発構想に係る指導） 

第２５条 市長は、大規模開発構想について、第４２条第１項の意見書及び

第４３条第１項の見解書の内容を考慮し、まちづくりに関する施策に照ら

して、必要があると認めるときは、大規模開発事業者に対し指導を行うこ

とができる。 

２ 市長は、前項の指導を行う場合には、必要に応じて、審議会の意見を聴

くことができる。 

３ 第１項の指導は、規則で定める書面（次項において「指導書」とい

う。）を大規模開発事業者に交付して行わなければならない。 

４ 市長は、指導書を交付したときは、速やかにその旨を公表するとともに、

第４２条第１項の意見書及び第４３条第１項の見解書の写しを添えて、当

該指導書の写しを当該公表の日から起算して１４日間公衆の縦覧に供しな

ければならない。 



第４節 開発事業に関する手続 

（開発事業の範囲） 

第２６条 開発事業は、次に掲げる事業とする。 

(１) 開発行為のうち法第２９条第１項の許可を受けなければならないも

  の 

(２) 建築基準法第４２条第１項第５号に掲げる道路の築造及び当該道路

により建築物の敷地として利用可能となる土地の造成 

(３) 延べ面積が１，０００平方メートル以上の建築物の建築 

(４) 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内における 

１０戸以上の集合住宅の建築並びにその他の地域における１６戸以上の

集合住宅の建築 

(５) 建築物の高さが１０メートル以上の建築物（自己の居住の用に供す

る住宅で地階を除く階数が３階以下のものを除く。）の建築 

２ 前項第３号及び第４号に掲げる開発事業については、同一の土地又は隣

接する土地において行われる複数の事業が規則で定める一連の事業である

ときは、当該複数の事業を一の事業とみなす。 

（開発事業の事前協議） 

第２７条 事業者は、開発事業を行おうとするときは、規則で定める事前協

議書（以下単に「事前協議書」という。）をあらかじめ市長に提出し、市

長と協議しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、速やかに

その旨を公表するとともに、当該事前協議書の写しを当該公表の日から起

算して２１日間公衆の縦覧に供しなければならない。 

３ 第１項の規定による協議は、法第３０条第１項の規定による申請書の提

出、建築基準法第６条第１項の確認の申請その他これらに類する法令に基

づく許可等の申請を行う前であって、かつ、開発事業の計画の変更が可能

な時期に行わなければならない。 

４ 第２５条第１項の指導があった場合においては、事前協議書の提出は、

当該指導書に対する見解書を添付して行わなければならない。 

（開発事業に関する標識の設置） 

第２８条 前条第１項の規定により事前協議書を提出した事業者は、提出の

日から起算して７日以内に、開発事業の内容を近隣住民に周知するため、



規則で定めるところにより、標識を設置しなければならない。 

２ 事業者は、前項の標識を設置したときは、設置の日から起算して７日以

内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 事業者は、第１項の規定により設置した標識の内容に変更が生じたとき

は、遅滞なく、当該標識の内容を訂正するとともに、その旨を市長に届け

出なければならない。 

４ 第１項の標識は、開発事業が完了するまでの間、設置しておかなければ

ならない。 

（開発事業に関する近隣住民への説明） 

第２９条 事業者は、前条第１項の標識を設置した後に、近隣住民に対し、

説明会等により当該開発事業の内容について説明しなければならない。 

２ 事業者は、近隣住民から当該開発事業の内容に対する意見及び要望が出

された場合は、誠実に対応し、当該開発事業についての十分な説明を行い、

当該開発事業の内容についての理解を得るよう努めなければならない。 

３ 事業者は、第１項の説明会等が終了したときは、説明会等の終了の日か

ら起算して７日以内に、説明会等の状況を記載した報告書を市長に提出し

なければならない。 

４ 市長は、前項の規定による報告書の提出を受けたときは、速やかにその

旨を公表するとともに、当該報告書の写しを当該公表の日から起算して 

１４日間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（事前協議に係る指導）  

第３０条 市長は、第２７条第１項の規定による協議において、第４４条第

１項の意見書、第４５条第１項の見解書及び第４８条第１項の調整会報告

書の内容を考慮し、まちづくりに関する施策に照らして、必要があると認

めるときは、事業者に対し指導を行うことができる。 

２ 市長は、前項の指導を行う場合には、必要に応じて、審議会の意見を聴

くことができる。 

３ 第１項の指導は、規則で定める書面（次項及び次条において「指導書」

という。）を事業者に交付して行わなければならない。 

４ 市長は、指導書を交付したときは、速やかにその旨を公表するとともに、

当該指導書の写しを当該公表の日から起算して１４日間公衆の縦覧に供し

なければならない。 



（開発事業承認申請書の提出） 

第３１条 事業者は、第２７条から前条までに規定する手続が終了したとき

は、規則で定める承認申請書（以下単に「承認申請書」という。）を市長

に提出して、開発事業の承認を申請することができる。 

２ 事業者は、前条第１項の指導を受けた場合には指導書の内容を、第４７

条第１項の調整会が開催された場合には第４８条第１項の調整会報告書の

内容を十分に尊重した上で、前項の規定による申請を行わなければならな

い。 

３ 市長は、第１項の規定よる申請を受けたときは、その内容が第５章に規

定する開発事業の基準に適合しているかを審査するものとする。 

（開発事業の承認） 

第３２条 市長は、前条第３項の規定による審査の結果、申請の内容が第５

章に規定する開発事業の基準に適合していると認めるときは、その旨を記

載した書面（以下「開発事業計画承認書」という。）を事業者に交付する

ものとする。 

２ 市長は、前条第３項の規定による審査の結果、申請の内容が第５章に規

定する開発事業の基準に適合していないと認めるときは、修正すべき内容

及びその理由並びに修正の期限を記載した書面（次項において「指導書」

という。）を事業者に交付するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により指導書の交付を受けた事業者が、当該指導書

の内容に従って承認申請書の内容を修正したときは、当該事業者に対して

開発事業計画承認書を交付するものとする。 

４ 市長は、開発事業計画承認書を事業者に交付したときは、その旨を公表

し、当該事業者から提出された承認申請書の写しを当該公表の日から起算

して１４日間公衆の縦覧に供しなければならない。 

（協定の締結） 

第３３条 市長は、前条第１項又は第３項の規定により開発事業計画承認書

の交付を受けた事業者と、当該開発事業における公共施設等の整備及び管

理その他必要な事項について、協定を締結するものとする。 

（協定の締結時期） 

第３４条 前条の規定による協定の締結は、法第３０条第１項の規定による

申請書の提出、建築基準法第６条第１項の確認の申請その他これらに類す



る法令に基づく許可等の申請を行う前に行わなければならない。 

２ 前条の規定による協定の締結は、事業者及び工事施工者（以下「事業者

等」という。）が開発事業に関する工事に着手する前に行わなければなら

ない。 

（工事の施工方法等に関する周知） 

第３５条 事業者等は、開発事業に関する工事に着手する前に、当該開発事

業に係る工事の施工方法等について、近隣住民に説明会等により周知する

よう努めなければならない。 

２ 事業者等は、前項の規定による周知のほか、市長が必要と認める施設の

長に対して、安全対策等について説明しなければならない。 

（工事着手の届出） 

第３６条 事業者は、開発事業に関する工事に着手しようとするときは、あ

らかじめ工事着手届を市長に提出しなければならない。 

（中間検査等） 

第３７条 事業者は、開発事業に関する工事の完了前に、規則で定めるとこ

ろにより、市長が行う中間検査又は確認を受けなければならない。 

（開発事業の変更の届出等） 

第３８条 事業者は、第２７条第１項の規定による協議の後に開発事業の内

容を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。 

２ 事業者が第３３条の規定による協定の締結後に開発事業の内容を変更す

るときは、市長及び事業者は、当該協定の内容を変更しなければならない。 

３ 前項に規定する場合において、市長が必要と認めるときは、事業者は、

近隣住民への説明等の措置を採らなければならない。 

（開発事業の廃止） 

第３９条 事業者は、開発事業を廃止したときは、その旨を市長に届け出る

とともに、適切な方法により近隣住民に周知しなければならない。 

（工事完了の届出及び完了検査） 

第４０条 事業者は、開発事業に関する工事を完了したときは、遅滞なく、

完了届を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により完了届が提出されたときは、速やかに、開発

事業が第３３条の協定に適合しているかを検査しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による検査の結果、開発事業が協定に適合している



と認めるときは、事業者に対し、その旨を記載した書面（以下「開発事業

完了確認証」という。）を交付するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定による検査の結果、開発事業が協定に適合してい

ない箇所があると認めるときは、事業者に対し、当該箇所を是正するよう

指導するものとする。 

５ 市長は、前項の規定により指導を受けた事業者が、当該指導の内容に従

って、当該協定に適合していない箇所を是正したときは、当該事業者に対

して開発事業完了確認証を交付するものとする。 

（公共施設の管理及び帰属） 

第４１条 開発事業により整備された公共施設は、第３３条の協定に基づき、

開発事業完了確認証が交付された日の翌日から市の管理に属するものとす

る。ただし、法令に定めのある場合又は当該協定で別の定めをした場合は、

この限りでない。 

２ 前項の規定は、同項に規定する公共施設又はその用に供する土地の市へ

の帰属について準用する。 

第４章 事前調整制度 

第１節 大規模開発事業における事前調整制度 

（大規模開発事業に関する意見書の提出） 

第４２条 近隣住民は、良好なまちづくりを推進する観点から、大規模開発

事業について意見があるときは、第２１条第２項の規定による公表の日か

ら第２３条第３項に規定する縦覧期間の満了日までに、市長に対し意見書

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、同項に規定する

期間の満了後、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。 

（意見書に対する見解書の提出） 

第４３条 大規模開発事業者は、前条第２項の規定により意見書の写しの送

付を受けたときは、当該意見書の内容に対する見解書を、遅滞なく、市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により見解書が提出されたときは、速やかに、当該

見解書の写しを、意見書を提出した近隣住民に送付しなければならない。 

第２節 開発事業における事前調整制度 



（開発事業に関する意見書の提出） 

第４４条 近隣住民は、良好なまちづくりを推進する観点から、開発事業に

ついて意見があるときは、第２７条第２項の規定による公表の日から第 

２９条第４項に規定する縦覧期間の満了日までに、市長に対し意見書を提

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、同項に規定する

期間の満了後、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。 

（意見書に対する見解書の提出） 

第４５条 事業者は、前条第２項の規定により意見書の写しの送付を受けた

ときは、当該意見書の内容に対する見解書を、遅滞なく、市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定により見解書が提出されたときは、速やかに、当該

見解書の写しを、意見書を提出した近隣住民に送付するとともに、その旨

を公表し、当該見解書の写し及び当該意見書の写しを当該公表の日から起

算して１４日間公衆の縦覧に供しなければならない。 

第３節 調整会 

（調整会の開催請求） 

第４６条 近隣住民及び事業者は、市長に対して、規則で定めるところによ

り、開発事業について誠意を持って協議し、合意を形成することを目的と

する会議（以下「調整会」という。）の開催を審議会に要請するよう請求

することができる。 

２ 前項の規定による請求は、前条第２項の規定による公表の日から起算し

て１４日以内に行わなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日

から起算して１４日以内に調整会の開催を要請すること又は要請しないこ

とを決定し、その決定の内容を、当該請求をした者に通知するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により調整会の開催を要請することを決定したとき

は、審議会に対し調整会の開催を要請するものとする。 

５ 市長は、前項の場合のほか、この条例の目的を達成するため必要がある

と認めるときは、審議会に対し調整会の開催を要請することができる。 

（調 整 会） 



第４７条 審議会は、前条第４項又は第５項の規定による要請を受けたとき

は、調整会を開催し、これを主宰する。 

２ 審議会は、前項の規定による調整会の開催に当たっては、その委員の中

から学識経験者３人以上を調整会委員として選出し、調整会の議事を行わ

せるものとする。 

３ 調整会委員は、近隣住民、事業者及び市長又はこれらの者の代理人に調

整会への出席を求めて、それぞれの主張及び事実関係を明確にするために

審理を行うものとする。 

４ 調整会委員は、市民、有識者等に対し、調整会において開発事業につい

て意見を陳述し、又は情報を提供することを求めることができる。 

５ 調整会は、近隣住民、事業者及び市長に対し、開発事業について合意を

形成するための調整案を提示することができる。 

６ 近隣住民、事業者及び市長又はこれらの者の代理人は、調整会の審理に

協力し、調整会から調整案が提示されたときはこれを尊重し、合意の形成

に努めなければならない。 

７ 審議会は、調整会において近隣住民及び事業者の意見等を調整できる見

込みがないと認めるときは、調整会における調整を打ち切ることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、調整会の運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

（調整会報告書） 

第４８条 審議会は、調整会における調整を終了し、又は前条第７項の規定

によりこれを打ち切ったときは、調整会の議事の要旨、関係人の合意事項、

調整会が提示した調整案その他必要な事項を記載した報告書（以下「調整

会報告書」という。）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、調整会報告書が提出されたときは、その旨を公表し、当該調整

会報告書の写しを当該公表の日から起算して１４日間公衆の縦覧に供しな

ければならない。 

第５章 開発事業の基準 

第１節 都市計画法に基づく基準 

（開発行為における公園等の基準） 

第４９条 開発行為において設置すべき公園、緑地又は広場（以下「公園

等」という。）の規模について、法第３３条第３項の規定に基づき都市計



画法施行令（昭和４４年政令第１５８号。以下「政令」という。）第２９

条の２第１項第５号及び第６号で定める基準に従い条例で強化する制限は、

次のとおりとする。ただし、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）に基づく土地区画整理事業の施行等により開発行為に係る開発区域内

に居住者が支障なく利用できる公園等が当該開発区域の周辺において既に

確保されている場合は、この限りでない。 

(１) 開発区域の面積が３，０００平方メートル以上の開発行為にあって

は、設置すべき公園等の面積の合計は、開発区域の面積の６パーセント

以上とすること。 

(２) 開発区域の面積が３，０００平方メートル以上の開発行為にあって

は、設置すべき公園等の１箇所当たりの面積の最低限度は、１８０平方

メートルとすること。 

（開発区域内における建築物の敷地面積の最低限度） 

第５０条 法第３３条第４項の規定に基づき政令第２９条の３で定める基準

に従い条例で定める開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最

低限度は、次の各号に掲げる当該建築物の敷地が該当する用途地域の区分

に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、開発区域の規模、形状

その他開発区域の状況に照らしてやむを得ないと市長が認める場合は、当

該開発区域内の区画のうち全区画数の１０分の２を超えない区画に限り、

当該各号に定める面積に１０分の９を乗じて得た面積を最低限度とする。 

(１) 第一種低層住居専用地域のうち、建ぺい率が３０パーセントであり、

かつ、容積率が６０パーセントである地域 １３０平方メートル 

(２) 第一種低層住居専用地域（前号に該当するものを除く。）及び第二

種低層住居専用地域 １１０平方メートル 

(３) 前２号に掲げる用途地域以外の用途地域 １００平方メートル 

２ 開発区域内において予定される建築物の敷地が前項各号に掲げる用途地

域の区分のうち２以上の区分にまたがる場合における同項各号の規定の適

用については、当該建築物の敷地に占める面積が最も大きい用途地域の区

分を当該建築物の敷地の用途地域とする。 

３ 第１項の規定は、法第１２条の４に規定する地区計画等（以下単に「地

区計画等」という。）において建築物の敷地面積の最低限度を定めている

場合は、適用しない。 



第２節 市の承認基準 

（市の承認基準） 

第５１条 事業者が第３２条に規定する開発事業の承認を受けるために遵守

すべき基準は、この節に定めるところによる。 

２ 第２章の規定により定められた地区まちづくり計画により、この節に定

める基準と異なる基準が定められている区域については、その異なる基準

を前項の基準とみなす。 

（緑地の確保） 

第５２条 事業者は、緑豊かで良好な生活環境を創出するため、規則で定め

るところにより、事業区域において別表第１に定める面積の緑地を設置す

るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業区域の形状、地勢等の事情により前項に

規定する緑地を設置することができないとき、又は市長が認めるときは、

事業者は、当該緑地の全部又は一部の設置に代えて、規則で定めるところ

により市長に金銭を納付することができる。 

（建築物の高さ） 

第５３条 開発事業における建築物の高さは、別表第２に定める一般基準の

数値を上限とするものとする。ただし、審議会の意見を聴いた上で、市長

が良好な地域環境の創出に特に寄与すると認める開発事業については、別

表第２に定める特例基準の数値を上限とするものとする。 

２ 前項の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。 

(１) 地区計画等により建築物の高さの最高限度が定められている地区内

の建築物 

(２) この条例の施行の日における建築物の高さが別表第２に定める一般

基準の数値を超えている建築物の建て替えにより建築する建築物であっ

て、当該建て替え前の建築物の高さ以下であり、かつ、審議会の意見を

聴いた上で市長が認める建築物 

(３) 前２号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いた上で市長が公益

上やむを得ないと認める建築物 

（その他の開発事業の基準） 

第５４条 事業者は、開発事業を行うに当たっては、この節に定めるものの

ほか、規則で定める基準を遵守するものとする。 



第６章 国立市まちづくり審議会 

（まちづくり審議会の設置等） 

第５５条 次に掲げる事項を審議するため、国立市まちづくり審議会を設置

する。 

(１) まちづくりの推進に関する事項 

(２) 大規模開発事業に関する事項 

(３) 開発事業に関する事項 

(４) 調整会の開催に関する事項 

２ 審議会は、市長の求めに応じ、前項に掲げる事項について市長に意見を

述べ、又は提案することができる。 

３ 審議会は、委員１３人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者

のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 １０人以内 

(２) 市民 ３人以内 

４ 前項に規定する委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任

期間とする。ただし、再任を妨げない。 

（会議の運営等） 

第５６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定め

る。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を主宰する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

４ 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

５ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

６ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

７ 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

第７章 補則 

（適用除外等） 

第５７条 次の各号のいずれかに該当する開発事業については、第３章及び



第４章の規定は、適用しない。 

(１) 都市計画事業 

(２) 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業 

(３) 災害のために必要な緊急措置として行われるもの 

(４) 建築基準法第８５条第５項の許可に係る仮設建築物の建築 

２ 国又は地方公共団体（以下「国等」という。）が開発事業を行う場合に

おける第３章及び第４章の規定の適用については、市長と当該国等が協議

して定めるものとする。 

（地位の承継） 

第５８条 第２１条第１項の規定による届出のあった大規模開発事業又は第

２７条第１項の規定による事前協議書の提出のあった開発事業を承継した

事業者は、この条例の規定に基づく事業者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により事業者の地位を承継した事業者は、速やかにその旨を

市長に届け出なければならない。 

（勧 告） 

第５９条 市長は、事業者等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、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

(１) 第３３条の規定により締結した協定の内容に違反して開発事業を行

ったとき。 

(２) 第３４条第２項の規定に違反して開発事業に関する工事に着手した

とき。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を行うに当たっては、審議会の意見を聴

くものとする。 

（違反内容等の公表） 

第６０条 市長は、事業者等が前条の規定による勧告に従わないときは、規

則で定めるところにより、当該事業者等の氏名又は名称、違反内容その他

の事項を公表することができる。 

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

該事業者等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。 

（委 任） 



第６１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 
 

付 則 
 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。ただし、第５５条及

び第５６条の規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 開発事業のうち、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に

工事に着手し、又は当該開発事業に係る行為について法令に基づく許可等

がなされ、若しくは申請その他法令に基づく手続がなされたものについて

は、この条例の規定は、適用しない。 

３ 前項に規定するもののほか、施行日前に国立市開発行為等指導要綱（昭

和５９年１０月国立市訓令（甲）第２２号）第３条の規定による事前協議

の手続がなされた開発事業については、この条例の規定は、適用しない。

ただし、事業者の事情により、平成２８年１２月１２日までに国立市開発

行為等指導要綱施行基準（昭和５９年１０月国立市訓令（甲）第２３号）

第４条第１項に規定する事業計画事前審査願が提出されない場合について

は、この限りでない。 

４ 施行日から起算して３月を経過する日までの間に大規模土地取引行為を

行う者についての第１８条第１項の規定の適用については、同項中「大規

模土地取引行為の日の３月前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。 

（国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改

正） 

５ 国立市非常勤特別職職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和４９

年１１月国立市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第７１号を第７２号とし、第６３号から第７０号までを１号ず

つ繰り下げ、第６２号の次に次の１号を加える。 

(63) まちづくり審議会委員 

第４条中「第２条第１５号から第６８号まで」を「第２条第１５号から

第６９号まで」に改める。 

第５条第１項中「第２条第６９号から第７１号まで」を「第２条第７０



」 

「 

「 

改める。 

 

に 

 

を 

 

号から第７２号まで」に改める。 

別表第２中 

 

 

   

   

   

   

   

  
  

別表第１（第５２条関係）  

開発事業の区分 事業区域の面積 緑地面積 

第２６条第１項

第１号に掲げる

開発事業 

３，０００平方メートル未満 事業区域の面積の３パ

ーセント以上 

第２６条第１項

第３号から第５

号までに掲げる

開発事業 

５００平方メートル未満 

（事業区域が該当する用途地域

の区分が近隣商業地域又は商業

地域である場合を除く。） 

事業区域の面積の３パ

ーセント以上 

５ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 

１，０００平方メートル未満 

事業区域の面積の５パ

ーセント以上 

１，０００平方メートル以上 事業区域の面積の８パ

ーセント以上 

別表第２（第５３条関係）  

用途地域 所在地 
建ぺい率 

／容積率 

一般 

基準 

特例 

基準 

第一種中高層住

居専用地域 

泉二丁目３番 ６０／２００ ２５ｍ ３１ｍ 

上記以外 

５０／１５０ 

６０／１５０ 

６０／２００ 

１９ｍ ２５ｍ 

第二種中高層住 北二丁目 ６０／２００   

都市計画審議会委員 〃 ９，１００円

まちづくり審議会委員 〃 ９，１００円

都市計画審議会委員 〃 ９，１００円

」 

」 



居専用地域 都道１４５号沿道 ６０／２００  

１６ｍ 

 

２２ｍ 西二丁目１７番 ６０／２００ 

市道南第３５号線

沿道 
６０／２００ 

上記以外 
６０／１５０ 

６０／２００ 
１９ｍ ２５ｍ 

第一種住居地域 市道富士見台第６

号線沿道 
６０／３００ 

２２ｍ ２８ｍ 
市道南第１５号線

沿道 
６０／３００ 

都道２５６号沿道 ６０／３００ 

国道２０号沿道 ６０／２００ 

市道南第２６号線

沿道 
６０／２００ １９ｍ ２５ｍ 

第二種住居地域 全域 ６０／２００ １９ｍ ２５ｍ 

近隣商業地域 北一丁目３、４、

５、７、１３、１４

番 

東一丁目１、３、

４、７、８、１４、

１８番 

中一丁目１、８、

１０番 

８０／３００ ３１ｍ 

西二丁目９～１２、

１９～２１、２４

～２６番 

８０／３００ 

 

 

 

 

 

 

 

２８ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

３１ｍ 

 東三丁目４～８、

２８番 
８０／３００ 

東二丁目１２、１３、

２０、２１、２８

番 

 

 

８０／３００ 



東三丁目７、１０、

１１、１６、１７

番 

西一丁目３～５番 

北 三 丁 目 １ ４ ～ 

１８、２３～２９、

３９～４１、４３

番 

８０／３００ 

  

西二丁目１０、１１、

２１、２２番 
８０／２００ １９ｍ ２５ｍ 

西二丁目１６番 ８０／２００ １６ｍ ２２ｍ 

準工業地域 北三丁目３０番 ６０／２００ 
１９ｍ ２５ｍ 

青柳地区 ６０／２００ 

都道２５６号沿道 ６０／３００ ２２ｍ ２８ｍ 

上記以外 
６０／２００ 

６０／３００ 
２５ｍ ３１ｍ 

 

 

 

 

 


