
2009 建築協定シンポジウム 
主催：大阪府建築協定地区連絡協議会 

後援：大阪府建築協定行政連絡会議 
 

すみよいまちづくりをめざして 
 

 

★シンポジウム 

■ 日程：平成21年11月28日(土) 13:00～18:00 

■ 場所：Ａ＆Ｈホール 千里朝日阪急ビル４階（アクセスはエスカレータのみ） 

       〒560-0082大阪府豊中市新千里東町1丁目5番3号 TEL 06-6873-2608 

■ 懇親会：平成21年11月28日(土)18:30～20:00(ホール前のフロアにて) 

■ 参加費：シンポジウムは無料（懇親会は2000円程度を予定） 

★ワークショップ 

■ 日程：平成21年11月29日(日) 10:00～12:30 

■ 場所：新大阪ワシントンホテルプラザ（２階 紅梅の間） 

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目5-15 TEL 06-6303-8111 

■ 参加費：無料 

 

 



 

★シンポジウム・スケジュール 

■ 日程：平成21年11月28日(土)13:00～18:00 

■ 場所：Ａ＆Ｈホール 千里朝日阪急ビル４階（アクセスはエスカレータのみ） 

■ スケジュール 

 12:30  開場 

 13:00   シンポジウム開会 

 13:05  開会の辞（会長） 

 13:10  あいさつ（大阪府） 

  13:15  建築協定地区連絡協議会のご講演 

横浜市、名古屋市、京都市、福岡市、神戸市、大阪府(10分～15分) 

 14:30  建築協定地区のご講演 

     1. 我孫子市布佐平和台地区 

     2. 高山市下一之町地区 

  3. 京都市桂坂地区 

 4. 河内長野市サニータウン緑が丘地区 

15:20   建築協定に関するアンケートの結果報告 

  15:30～15:40 ------------- 休憩 -------------- 

 15:40  講演（明海大学不動産学部齊藤広子教授）  

  16:40   パネルディスカッション 

        齋藤先生、横浜市、名古屋市、京都市、福岡市、大阪府 

17:20   質疑 

 17:30   閉会あいさつ 

-------------------------------------------------------------- 

  18:30～20:00 懇親会 

-------------------------------------------------------------- 

 

★ ワークショップ・スケジュール 

■ 日程：平成21年11月29日(日) 10:00～12:30 

■ 場所：新大阪ワシントンホテルプラザ（２階 紅梅の間） 

■ テーマ：すみよいまちづくりをめざして/ 住民の連携と行政との協力を 

(1) 建築協定地区の活動 

(2) 行政と地区の住民および開発者との関係 

(3) 地区の運営 

(4) 地区間・行政間の情報交換 

(5) 連携を進めるための課題と実施にむけて 

-------------------------------------------------------------- 
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ごあいさつ 

大阪府建築協定地区連絡協議会会長 

前田勝行 

 

 大阪府建築協定地区連絡協議会は平成５年３月３０日に設立されました。その当時に発行

された機関紙によれば、都道府県では全国ではじめての協議会と書かれておりました。この

協議会は大阪府内の各市町にある建築協定地区の運営委員会が主体となり、大阪府ならびに

府内市町村による大阪府建築協定行政連絡協議会の支援により活動しておりますが、すでに

１７年が経過いたしました。 

 その間、地区連絡協議会として研修会の実施、建築協定地区の先進事例の見学、まちなみ

通信の発行、建築協定のガイドブック「住みよいまちづくり」の刊行なと、大阪府ならびに

府内各市町村の協力をいただきながら、活発に活動をつづけてきました。 

 本来なら昨年の平成２０年に１５周年の事業を開催する予定でしたが、諸般の事情により

延期となりました。今回、国土交通省による補助事業の一環として住まい・まちづくり担い

手事業に応募したところ、審査の結果、美しいまちなみの景観を維持するには、行政の力だ

けでなく住民主体の「建築協定」を重要と位置づけ、当協議会などの住民ボランティア団体

の活動へ、助成金の支援枠がつけられ、嬉しいことに採用されました。そこで、遅ればせな

がらここに記念事業が開催できることとなりました。 

 今、大阪は、経済、文化ともに沈滞しておりますが、それにも負けず、本日この千里ニュ

ータウンの場所でシンポジウムを開いたのも、大阪のこの場所か日本で最初の大規模ニュー

タウンとして完成し、１９７０年の大阪万博をこの千里で開催したことなど、大阪が未だ輝

いていた時代を思い出したく、この千里中央で開催することといたしました。  

 私達が住民の立場で建築協定を行政と共に取り組むことが、当協議会の特徴であります。  

当協議会は「町を守る、建築協定」と言う精神でこれからも日々活動を続けてまいりたいと

思います。今回の全国建築協定シンポジウムが有意義な一日となりますことを願って私のご

挨拶とさせて頂きます。 

 

 

 



 

ごあいさつ 

大阪府建築協定行政連絡会議 

大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課景観推進グループ長 

森下 嘉弘 

 

 ２００９建築協定シンポジウムは、大阪府建築協定地区連絡協議会の主催ということで、

地区連絡協議会の役員の方々が準備されたわけですが、開催に向けましての企画、全国への

参加要請、関係者への連絡・調整、資料作成、会場の準備等々、大変なご苦労があったと思

いますが、このようなに盛大に開催することができましたことを心よりお祝い申し上げます。 

 さて、大阪府建築協定行政連絡会議ですが、建築協定制度の活用を図り、良好なまちづく

りを進めるため、大阪府と建築協定地区のある市町村が協力して、大阪府建築協定地区連絡

協議会の支援を主な目的に、平成５年３月に設立した行政の連絡会議です。 

 大阪府建築協定地区連絡協議会は、都道府県レベルの連絡協議会としては全国唯一の団体

で、Ｈ５年３月に設立され、昨年、１５周年を迎えられておられますが、これまで、まちづ

くりの先進事例の見学会や研修会の開催、建築協定を検討されている地区への出前相談、建

築協定制度の手引きの作成、機関紙の発行等々の取り組みを行ってこられ、大阪府内での建

築協定制度の普及に大きく貢献をされてこられたところです。 

 また、平成１５年からは、協議会活動の安定化を図るために、各建築協定地区から会費に

よる運営を実施されるなど、自主的・独立的な協議会としての運営基盤の充実を図ってこら

れておりますが、こういった連絡協議会として把握しております範囲では、唯一のもので、

全国的にも誇れるものであろうと認識しております。  

 シンポジウムのテーマは、全国レベルでの建築協定地区の相互間のネットワークを作り、

お互いの地区での日頃の苦労や課題、また課題をどういった方法で解決したのか、といった

それぞれの地区の経験に基づいた、生きた情報交換を行い、それぞれの建築協定地区での、

より適切な運用に生かしていこう、という大変、素晴らしい・有意義な取り組みであると考

えております。 

 ２００９建築協定シンポジウムは、国土交通省のまちづくり・担い手支援事業の補助を受

けて実施されるものですが、こういった意味もあり、大阪府並びに行政連絡会議として、補

助採択に向け、推薦させて頂いた次第です。２９日のワークショップのテーマにも、「行政

との連携」となっておりますように、行政と地区連絡協議会との関係においては、建築協定

の運用に係る法律上・制度上の制約の他、行政の財政状況の悪化を初め、施策の選択と集中・

コンプライアンスの要請がますます高まる中で、新たな連携の在り方が求められている状況

ではありますが、良好な住環境の形成に向け、建築協定制度の一層の充実と普及が必要であ

ることには、変わりがありませんので、地区連絡協議会の方々には、引き続きのご理解・ご

協力をお願いしたいと存じます。 

 最後に、このシンポジウムが、より充実した有意義なものになることを祈念いたしまして、

ご挨拶とさせていただきます。 

 



 

賛 辞 

「２００９建築協定シンポジウム」に参加して 
 

国土交通省近畿地方整備局建政部建築安全課課長 

大坪 義和 

 

 平成２１年１１月に大阪府建築協定地区連絡協議会の前田会長より国土交通省近畿地方

整備局に対して「２００９建築協定シンポジウム」への出席の案内をいただき、シンポジウ

ムに参加させていただきました。 

 今まで、「建築協定」という言葉は存じておりましたが、詳しい内容については殆ど知ら

ない状態での出席でしたが、全体を通して非常に有意義で中身の濃いシンポジウムでありま

した。 

  内容的には、主要都市の建築協定（地区）連絡協議会及び建築協定地区の講演、齊藤広子

明海大学教授の「新まちづくり手法」の講演、「住みよいまちづくりのために」をテーマに

したパネルディスカッション等と盛りだくさんの内容でとても充実したものでした。 

 それぞれの建築協定（地区）連絡協議会の現状報告の中では、非常に活発に活動されてい

ることに驚くと同時に、その中で重要なことは、住民・施主・施工業者・開発業者・不動産

業者等に、建築協定のことを幅広く知ってもらう必要があること。また、自分たちの住むま

ちをより良くするために、まちを愛する気持ちが大事であることを痛感させられました。こ

れからも建築協定（地区）連絡協議会の様々な活動に大いに期待すると共に建築協定を行う

ことによって、そこに居住する住民の方々が納得する良好な住環境が得られることを願って

おります。 

 最後になりましたが、今後の大阪府建築協定地区連絡協議会のますますのご発展を祈念い

たします。シンポジウムでは大変お世話になり有難うございました。 
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Ⅰ シンポジウム 

Ⅰ-１ 主要都市および大阪府の建築協定(地区)連絡協議会の報告 

１． 横浜市建築協定連絡協議会 

【報告：横浜市建築協定連絡協議会会長 山口 清二 氏】 

1.1 横浜市の建築協定の状況 

◆ 建築協定地区数の推移 

昭和３１年 福富町建築協定 商店街の外壁交代、建物の不燃化 

昭和４６年 全国初地域発意型美しが丘個人住宅会建築協定 

昭和５０年後半～６０年 開発ラッシュによる一人協定の増加 

地区計画への移行は１８地区あるが、現在は１７６地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 特徴 

用途別地区数・・・大多数が住居系（共同住宅団地１地区あり） 

区画数別地区数 ６０％が 100 区画未満の地区が半数を占める 

◆横浜市の支援体制 

横浜市では局と１８区が連携し、建築協定の締結や運営の支援を行っている 
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1.2 建築協定連絡協議会の活動 

◆横浜市建築協定連絡協議会 

設立：昭和５９年６月 

目的：建築協定の運営委員会が相互に連絡を取り合

い、情報交換、普及啓発を行う 

会員：建築協定の区域内の土地の所有者等 地区数 

１７６地区 

幹事会：会の活動に向けた検討、研究活動、啓発普

及活動を行う機関⇒現在９名の幹事で活動を

行っている 

事務局：横浜市都市整備局地域まちづくり課 

◆ 連絡協議会の活動 

①  勉強会の開催：年２回、秋・春に開催 

② 機関紙の発行：年２回、秋・春「建築協定だより」を発行、運営委員会を通じて全会員へ配布 

内容：開催したイベントの報告、更新した地区からの活動報告、新規協定締結地区の紹介、各区の

まちづくり紹介 

③ 手引き等の発行：更新や運営についてのマニュアルを作成・配布 

「運営委員会の手引き」：運営委員会の役割・日々の運営・図面の見方などから法律の解釈までが一

冊に！事前届などの様式例もあります 

「建築協定更新マニュアル」：更新活動や手続きの流れに沿って解説をしています。お知らせやアン

ケート等の文例が多数掲載されてます！ 

④ その他活動 

・ Ｈ２０年度 運営実態アンケートの実施 

運営委員会の課題傾向や先進的な取り組みを行っている事例を把握 

今後の連絡協議会活動の参考にする予定 

・ Ｈ２１年度 住まい・まちづくり担い手事業の活用 

運営実態を更に把握するため、ヒアリング実施 

先進的な取り組み例や運営に関するノウハウ、逐条法等を各地区へ情報提供 

地区間や他組織との交流・ネットワークづくり 

その他自主活動の検討（技術的な相談体制など） 

⑤ 定例会等の開催 

・ 幹事会の開催：年５回開催しイベントや機関紙の内容検討などを行う。現在、幹事会の下に小委

員会を設置し、より具体的な検討を担当幹事が中心に行っている。平成２１年度小委員会（勉強

会小委員会・たより小委員会・担い手事業小委員会） 

・ 総会の開催：年に１回開催（６月）。今年度の活動方針と昨年度の活動報告の承認や幹事の改選

を行っている。また、その時々で課題事項を取り上げ専門家等による基調講演を行っている。 

 

1.3  連絡協議会の課題 

① 行政からの自立 

現在の連絡協議会活動費は、全て行政が負担しており、連絡協議会では予算を持っていない。（会員

からの会費徴収もなし） 

② 幹事のなり手不足 

１９年度以降３名幹事が退任され、新たな幹事を探しているが、まだ１名しか見つかっていない。

各地区の運営委員とは総会等以外では交流がないため、直接新幹事候補の選定や交渉が難しい。（担

い手事業の検討メンバーには４名の応募があった） 
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２． 名古屋市建築協定連絡協議会 

【報告：名古屋市建築協定連絡協議会会長 伊藤 政行 氏】 

2.1 名古屋市の建築協定の概要 

(1) 地区数及び変遷 

・累積協定地区数 ５２地区（平成 21 年 3 月現在）（下図▲） 

・現在有効地区数 ４２地区（下図◆） 

・一人協定地区数  ４地区（内数）（下図■） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 建築協定地区の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 名古屋市建築協定連絡協議会 

設立：平成８年７月 

目的：情報交換、普及啓発などにより建築協定制度の有効な活用を図り好な環境を維持増進する 

役員：会長１、副会長２、会計１、監査１、幹事若干名（２）、顧問若干名（２） 

役員会：６回（その他臨時役員会有り） 

活動内容 総会、全地区会長会議、講演会、勉強会、交流会 

機関紙等 街づくりなごや（年１回）、協定ニュースレター（年 1,2 回勉強会等の後） 
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2.3 課題、問題点等 

・自主的な協定の運営 

・協定の継続 

・協定運営委員会等の後継者不足 

・連絡協議会からの新規地区等への支援 

・紛争等解決への協力 

 

2.4 行政からの支援 

・事前協議への指導 

・確認申請の協定地区チェック 

・広報活動 

・連絡協議会事務局 
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３． 京都市建築協定連絡協議会 

【報告：京都市建築協定連絡協議会事務局 文山 達昭 氏】 

3.1 建築協定地区の概要 

■地区数：７１地区（平成 21 年 11 月現在） 

■総区域面積： 約１３０ha 

■総区画数：５９９０区画 

■建築協定条例：昭和 47 年 7 月制定 

■第一号認可： 昭和 48 年 12 月 25 日 

 

3.２ 建築協定連絡協議会 

■設立年   平成２年 

■加入地区  ６４地区（約８９％） 

 

3.3 地区数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合意型／一人型の別           区画数別 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 主な協定内容 

(1)用途に関する制限 

■地区数：７１地区 

■内容：住居系地域は、専用住宅・兼用住宅・診療所、その他公益上必要な建築物以外を制限して

いる地区が多い。商業系地域は、風俗関連営業，共同住宅等を制限している地区が多い。 

(2)階数又は高さに関する制限 

■地区数：５２地区 

■内容：住居系地域は、概ね地上階数 ２以下，最高高さ １０ｍ、最高軒高 6．5～7．5ｍ 程度

で、商業系地域は、概ね地上階数 ５～６、最高高さ 15～20ｍ 程度 
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(3)敷地面積に関する制限 

■地区数：５２地区 

■内容：最低敷地面積 100～330 ㎡ 

(4)意匠に関する制限 

■地区数：４４地区 

■内容:：桂坂地区（41 地区）では，すべての地区で屋根及び外壁の色等の意匠基準を定めている。 

 

3.5 連絡協議会の活動 

年間活動① 

○総会：決算，次年度予算及び事業計画の承認，役員改選等 

○講演会：建築協定地区内住民を対象に，外部から講師を招いての講演会 

＜最近のテーマ＞ 

「市民主導による美しい街並みの創造」、「住民協働のまちづくり」、 

「規制やルールによる都市景観形成の価値と評価」 

○他都市研修会：他都市の建築協定地区を訪問し，運営委員会間の交流・意見交換を行う。 

＜最近の研修先＞ 

美原さつき野 A 地区（大阪府堺市）、舞多聞東３丁目地区（神戸市垂水区）、 

コモンシティ星田 HUL－１地区（大阪府交野市） 

○勉強会 毎年テーマを設定し，勉強会を開催 

＜最近のテーマ＞ 

「建築協定と地区計画」、「京都の街の色を考える」、「高齢化社会におけるまちづくり」 

○意見交換会：建築協定の運営において，日常的に課題となっている点等について，会員間で議論 

○広報誌「建築協定だより」の発行 

・年間の活動内容の報告・紹介が主内容 

・会員に配布するだけでなく，区役所窓口等に備えて，建築協定の普及を図る。 

 

3.6 最近の活動 

① 住まい・まちづくり担い手事業（長期優良住宅等推進環境整備事業）の実施 

・事業内容「建築協定の普及啓発のための表示プレート・ステッカーの作成・配布」、ワークショッ

プによるプレートの仕様・デザインの検討、運営委員会へのアンケート実施 

・プレートの作成・配布、活用状況の調査・ヒアリング 

② 「更新マニュアル」の監修 

 

3.7 協議会としての課題 

・ 運営委 員会に対する 連

携・支援のあり方 

・地区内外への建築協定の

普及啓発 

・中心メンバー，参加者の

固定化 

・財源の確保 
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４． 福岡市建築協定連絡協議会 

【報告：福岡市建築協定地区連絡協議会会長 守永 典彦 氏】 

4.1 福岡市の概況 

福岡市人口１４３万７千人全国でも若い世代が多い。 

２０２５年まで人口増加が予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 建築協定地区の概要 

■地区数：５５地区 

（平成２１年１１月現在） 

一人協定が２０地区 

合意協定（発意型）が３５地区 

 

4.3 建築協定連絡協議会の活動状況 

平成 20 年３月： 

   設立総会・記念講演会（４９地区） 

  ６月：定期総会・意見交換会 

  ７月：機関紙「建築協定ふくおか」創刊号発行 

  10 月：第１回研修会（情報交換会） 

  12 月：機関紙「建築協定ふくおか」第２号発行 

平成 21 年２月： 

   第２回研修会（講演会・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ） 

  ５月：機関紙「建築協定ふくおか」第３号発行 

  ６月：定期総会・意見交換会 

  11 月：第３回研修会（隣接地交渉の進め方） 
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4.4 福岡市の特徴 

福岡市は建築紛争が多いが、福岡市の住宅事

情の以下の理由による。 

・ 共同住宅（ﾜﾝﾙｰﾑﾏﾝｼｮﾝ）の割合が７５％と

高い。 

・ 持ち家率は全国平均６０％に対して４

０％に満たない。 

・ 若い層が多いことによりワンルームマン

ションが多い 

 

4.5 課題 

◇「より広く」「より詳しく」周知・啓発を図る。 

◇隣接地への加入促進 

◇協定地区のアフターケア 

 ・「協定運営マニュアル」の作成 
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５． 神戸市建築協定地区連絡協議会 

【代理報告：大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 

5.1 神戸市の建築協定制度の推移 

昭和 25 年：建築基準法制定。「建築協定制度」が誕生 

昭和 47 年 4 月条例第 16 号：神戸市建築協定条例制定 

昭和 48 年：北区松の宮南地区が第 1 号の建築協定を締結 

平成２年：神戸市建築協定地区連絡協議会が発足（市内 45 地区からスタート） 

平成６年：神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（建築協定条例を引き継ぎ、建築協定の育成

のため、技術的助言、助成） 

平成 12 年：協議会発足 10 周年を迎える。記念行事として、「都市間交流会」を開催 

平成 13 年：協議会が「国土交通大臣表彰」受賞 

平成 15 年：協定地区数１００地区を超える 

平成 17 年：協議会が「建築協定更新マニュアル」発刊。協議会発足 15 周年を迎える。 

平成 18 年：協議会が「運営委員会業務マニュアル」発刊 

平成 21 年 11 月現在 有効地区数 133 地区 

 

5.2 建築協定地区の概要 

(1) 有効地区数の推移 

昭和 61 年までは低調で推移。62 年以降、郊外（北区、西区、垂水区）の大規模開発団地で、１人

協定締結で地区数が増加。  バブル経済破綻で一段落した後、概ね順調に増加中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 市内 133 地区の内訳 

19,455 区画 4,076ha 

①区別分布 北区が 50%, 西区が 30% 

②成立形態 一人協定地区 40%以上と多いが、当初と比べて住民発意型が増加している。 

③有効期間 １０年が８０％以上 

④自動更新規定 ７０％が自動更新設定 
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5.3 各建築協定地区の運営実態 

(1) 運営委員会の位置づけ 

建築協定書に基づき各地区で運営委員会を組織。運営委員長連絡先を市に届出 

(2) 運営委員会の実態（平成 20 年 10 月実施アンケート(回収率約 5 割)より） 

① 構成主体：自治会が 63%,、単独組織が２６％ 

② ７４％の運営委員長は１年目 

③ 事前協議は 63%が運営委員会判断で、24%が委員長の判断による。 

④ １件以上の事前協議があったのは 40% 

⑤活動内容 

＜積極的地区＞  

・年度当初に協定書全戸配布、地区内定期巡回、増・改築計画の事前連絡徹底、学習会、情報交換

会、独自広報紙の発行 

＜消極的地区＞ 

・活動していない、事前協議申出があった場合のみ対処、広報紙の配布のみ 

【建築協定団地に隣接する開発】 

 建築協定地区から行政指導の要望が強い。→紛争になる場合がある。 

 

5.4 神戸市建築協定連絡協議会の活動 

・協議会役員会の開催（７回／年程度） 

・運営委員長研修会（１回／年） 

・地区間交流会（１回／年） 

・協定だよりの発行（２回／年） 

・地区広報活動の支援 

 平成３年度～ 協定地区立看板設置（75 地区） 

 平成 18 年度～ 協定地区表示プレート配布（54 地区） 

各種リーフレット・マニュアルの発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当地区は 

建築協定 

 住宅の新築･増築等をされる方は 

地区 
です 

 建築協定運営委員会と 

 事前に協議してください 
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5.5 神戸市の支援 

(1) 建築協定所管部署 

神戸市都市計画総局建築指導部建築安全課指導係 

(2) 業務内容 

 ①建築協定の認可、変更、廃止手続 

 ②神戸市建築協定地区連絡協議会事務局 

 ③各建築協定地区の運営支援 

 ④その他建築協定に係る一切の業務 

・建築協定の普及、地区数拡大 

 まちづくりに係るルールをきめている地区の拡大 

 神戸 2010 ビジョンの指標（目標 2010 までに 130 地区：達成） 

 合意形成指導のためのアドバイザー派遣（H19～） 

・建築協定地区連絡協議会との協働 

 運営委員会の運営活動支援、能力向上 

 建築協定の普及・拡大 

・具体的検討事項 

 自動更新規定の取扱い 

(3) 現在の取り組み 

・建築協定の普及、地区数拡大 

 まちづくりに係るルールをきめている地区の拡大 

 神戸 2010 ビジョンの指標（目標 2010 までに 130 地区：達成） 

 合意形成指導のためのアドバイザー派遣（H19～） 

・建築協定地区連絡協議会との協働 

 運営委員会の運営活動支援、能力向上 

 建築協定の普及・拡大 

・具体的検討事項 

 自動更新規定の取扱い   
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６． 大阪府建築協定地区連絡協議会 

【報告：大阪府建築協定地区連絡協議会会長 前田 勝行 氏】 

6.1 協議会の組織 

設立：平成 5 年 3 月 30 日 

会員：大阪府内建築協定地区加入者 

地区数：331 地区 42,553 区画（平成 21 年 3 月現在) 

役員：会長(1)副会長(3)書記(1)会計(兼任)幹事(7)顧問(2)    

特別顧問：京都工芸繊維大学大学院鈴木克彦教授 

賛助会員：開発事業者等 

後援：大阪府建築協定行政連絡会議 

事務局：大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企画課景観推進グループ 

 

6.2 建築協定地区の概要 

(1) 建築協定地区の分布 
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(2) 建築協定地区数の変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 協議会の組織と活動 

(1) 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府内の建築協定地区数の変遷（協議会設立後）
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(2) 活動内容 

・.機関誌の発行 

平成５年１２月 機関誌名公募の結果「大阪府建築協定だより」から「まちなみ通信」に名称変更。 

年 2 回発行 → 年１回 

・.建築協定ガイドの発行 

★ 「住みよいまちづくり」の発行と改訂 

平成 ７年 ７月 ：初版発行 

平成１９年 ４月 ：平成１９年版発行 

★「建築協定に定める建築物等の基準に関

する解説」 

初版：平成１３年（２００１年）３月 

改訂：平成２１年（２００９年）３月 

 

6.4 協議会で会費制の導入 

行政連絡会議支援縮減で、活動停止の予感。 

会費制導入の検討（H12 から）実施(H15 規約改正) 

府内の建築協定地区全地区会員は変更せず。 

１地区 3000 円＋区画数×20 円で区画数自主申告 

法的相談への準備金として積立実施 

 

6.5 建築協定制度への取組み 

更新手続きの簡素化を推進。実印・印鑑証明を不要とする方向へ行政へ働きかける。 

自動更新の解釈の検討（検討中） 

一人協定地区の運営委員会立ち上げへの支援 

 

6.6 .課題 

★建築協定地区連絡協議会の課題 

資金・・・行政支援の縮減、会費制で運営？ 

人材・・・新たな人材の発掘、一本釣り？ 

時間・・・退職者主体、勤労現役者の参加？ 

★制度の課題 

建築協定制度の法的拘束力？ 

開発業者・不動産業者への啓発！ 

★住民の課題 

自分たちが住むまちを愛する意識を！ 
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Ⅰ- 2 建築協定地区の報告 

1.  我孫子市布佐平和台地区 

【報告：我孫子市布佐平和台建築協定対策委員 力石 寿士 氏】 

1.1 .平和台住宅地の概要 

■ 位 置  

所在地 千葉県我孫子市布佐平和台県北西部 JR 成田線に沿った丘陵地(約 57ha) 

    北に利根川南に手賀沼(川) 

■規 模   

・ 街区数は約 100 街区、宅地数は約 1400 区画、 15～20 区画の宅地で街区を構成、 

・ 平均約 200 ㎡(生垣と大谷石擁壁、字盤路面より約 50cm 高) 

・ 道路は幹線道路が東西に約 2km 幅 16m(車道 8m、歩道 4m×2)、支線道路は街区周囲幅

6m 

■開発の推移   

・開発者は平和不動産株式会社、造成工事は大成建設株式会社 

・第一住宅地区 昭和 52 年分譲開始(造成宅造法による) 

・第二住宅地区 昭和 58 年分譲開始(造成都計法による)  

・第三住宅地区 昭和 59 年分譲開始 

・第四住宅地区 昭和 60 年分譲開始 

・住宅は、戸建専用住宅で、造成後 30～40 戸単位で建設販売。昭和 52 年に分譲が開始され

終分譲は平成 7 年。 

 

 

 

 

 

1.2 .景観・秩序の維持 

(1)建築協定、緑地協定  

・建築協定は、各地区ごとに協定があり、建築物の制限、敷地分割の禁止,字盤の変更禁止,生垣 

・緑地協定は、全地区で一つの協定とし、緑化を推進し、生垣の保持。樹木の保護と管理。 

・協定更新・当初の一人協定を全て半永久的なものに更新 
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(2)協定の運営 

・平和台自治会建築協定処理細則による。 

・建築協定運営委員会(緑地協定も兼務、自治会の理事全員参加) 

(2)住民の意識 

・住民全員による協定更新 (規模的には千葉県では他に無い) 

・住民が守ろうとしているもの 

・景観の維持、安全安心なまち、防犯・防災 

・住民の連帯意識(高齢化・核家族化への対応) 

・住民の行動(防犯パトロール・美化運動) 

 

1.3 維持活動の実績 

★景観賞等の受賞 

平成 4 年・千葉県知事の感謝状 

平成 5 年・建設大臣(当時)の感謝状 

平成 10 年・第一回我孫子市景観奨励賞 

平成 19 年・住まいの街並みコンクール入賞 

★自治会館の指定等  

平成 16 年・地域防犯情報センター(県内第一号、県公安委員会) 

平成 17 年・地域安全安心ステーション(警察庁) 

平成 18 年・関東管区警察局長、特別功労賞 
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2. 高山市下一之町地区 

【報告：高山市下一之町建築協定地区会長 島田 政吾氏】 

2.1 建築協定地区の概要 

■ 昭和５４年 ７ 月２４日に住民発意で締結。２回目更新  平成２年３月３０日 

現在の協定は、平成１４年１１月７日に更新締結 

■規 模 区画９６筆、人数 ６１人  

■建築協定 ・地階を除く階数を５以下とし、建物の用途について制限等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 市街地景観保存の経緯 

昭和４１年：上三之町町並保存会が住民の手により組織され、住民先行の形で保存事業を進め

る 

昭和５３年：「高山三町伝統的建造物群保存地区」の都市計画決定 

昭和５４年 商店街地区（３カ所）の住民主体で建築協定が締結 

2.3 .高山市の保存会 

■町並保存会 

・保存会・景観保存会が各町で活動し、行政と住民で地域の

まちづくりを実施  

■地域活動  

・「屋台組」の組織がまちづくり活動の起点、 

・屋台組の活動組織から町内会、自主防災組織、町並保存会、

景観保存会に発展 
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3．京都市桂坂地区 

【報告：京都市桂坂地区建築協定連絡協議会副会長 桑原 尚史 氏】 

3.1 桂坂地区の概要 

■沿革：昭和 60 年（1985 年）、西洋環境開発、都市整備公団等により開発が始められた低層

住宅を中心とする新住宅地。工区毎に一人型建築協定を締結し、分譲。段階的に開発を進め、

現在は１工区 を残すのみ。 

■概要：開発総面積：約１６３ha で、用途地域としては、センター地区（近隣商業）を除き、

第１種低層または第２種低層住居専用地域に指定。地区計画（地区整備計画 計３１地区）、景

観計画区域（建造物修景地区） 

■建築協定 

・建築協定地区数 計４１地区 合意地の区画数 計３１４０区画。 

・ 初の地区が平成１８年に一人型から合意型へ更新。以後、毎年、数地区が更新。 

・現在、合意型は１１地区。 

3.2 桂坂地区建築協定協議会 

(1) 設立の目的 

地区数増加に伴う建築協定運営委員会間の情報交換・

連携の必要性。 

合意型への更新をきっかけに地区全体のまちづくりへ

の意識向上。 

⇒ 平成 19 年 6 月に 41 地区（16 運営委員会）によ

り協議会を設立。 

(2) 協議会の年間の活動 

各建築協定運営委員会の総会議案書を交換しあい、情

報を共有化する。 

問題事案が発生した運営委員会への支援。 

ある地区で問題があった事例を参考にして、他地区の建築協定書に対策を盛り込む。 

桂坂地区内で新たな建築協定運営委員会が発足するに際し、協議会がサポートする。 

シンポジウム、勉強会の開催。 

広報誌｢わがまち桂坂 通信｣の発行、ホームページの運営。 

(3) 今年度の協議会のトピック 

工区毎に建築協定・地区整備計画が定められてきたため、それぞれの名称が不整合であり、ま

た、住民の主体性を高める必要性もあることから、住民全体の了解のもと、行政に働きかけ、

建築協定・地区整備計画の名称を馴染み深い各「自治会名」に準じたものに変更。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 18 -



3.3 今後の課題 

京都市新景観政策との関係の整理。 

増改築時の届出書の提出率の向上。 

建築協定を｢規制｣するものとして捉えるのではなく、住民自らが手をつないで自分たちの住環

境や景観を守っていく｢前向きな手段｣であるとの認識を住民の間に高めること。 

桂坂地区内における建築協定未締結エリアへの対応。 

桂坂地区内にある京都大学（桂キャンパス）や国際日本文化研究センターとのコラボレーショ

ンによる地域の魅力アップ。 
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4．河内長野市サニータウン緑が丘地区 

【報告：河内長野市サニータウン緑ヶ丘地区 

/大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 新居 公彦 氏】 

4. 1 建築協定地区の概要 

■位 置  

・大阪府の南東部に位置する河内長野市  

■開発   

・開発開始 昭和 48 年（37 年経過） 

・開発者 三井不動産 

■規 模   

・区画数 1500 区画  

・協定率  85 ％ 

■現状 

・建築協定地区には自治会が１つ 

・１年間で 15 棟が建替え 

・若年層が増加  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 建築協定 10 年前の状況 

・住民の感心が低い 

・協定の内容を知らない  

・協定違反が頻繁に発生  

・自治会での運営委員会の位置付けが低い 話題にならない  
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4.3 運営委員会の取組み  

★住まい方、生活上のアイデアのチラシを作成し、.チラシの一部に協定内容を入れ配布。 

★５月にガーデニングコンテストを実施し、地区内の 150 ヶ所に写真を展示。 

★１２月はイルミネーションを設置し、自治会館周辺他に 100 区画が協力して点灯。 

★建替え工事中は、現地に「建築協定承認済」のプレートを掲示することを義務づけ。 

★不動産業者へ重要事項の説明を徹底するように要請。 

★自治会新加入者に対して協定内容をコピーして手渡し説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 建築協定の現状 

★自治会・市役所と連携が強化、住民の感心が高まる 

★住民、施主、施工業者の意識変化 

★協定違反の減少 

4.5 これからの課題 

★運営委員会スタッフの不足 

★継続できる運営  

★協定内容の見直し 

4.6、自治会全体への効果 

★街づくりに役立つ 

★ご近所への配慮ができる。 

★良い関係、良い景観を保つことができる。 

★委員会の役割が重要となる。 

★自治会館の増築・リニューアルが課題。 

★住民間の交流も活発になり、サークル・団体が 50 になっている。 

★まちのにぎわいが復活してきた。 
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5 熊本市秋津レークタウン地区 

【報告：熊本市秋津レークタウン建築協定地区運営委員会会長  佐藤 上 氏】 

5.1 建築協定地区の概要 

(1) 建築協定の概要 

 昭和６３年１１月１５日に熊本市の認可（一人協定）。商用地であるＡ地区と住宅地であるＢ

地区とに区分。Ａ地区における建築物の用途は、物品販売を営む店舗（スーパーマーケット、

ガソリンスタンド、タクシー営業所、銀行）と規定。 

(2) 区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 開発許可と建築協定の関連 

（都市計画法第３４条１０号イによる開発許可の基準） 

 市街化調整区域における大規模な開発行為の取扱方針（県、市条例） 

 原則として開発完了後すみやかに建築協定、緑化協定等を締結すること。 

(A) 開発行為の許可書の添付書類では開発許可の条件として、「１．建築協定及び緑化協定を速

やかに締結すること。内容に当っては本職（本職＝熊本県知事）と協議すること。」 （ここで、

建築協定では、当該土地は「スーパーマーケット」用との用途制限がある。） 

(B) 開発行為に関する工事の検査済証の添付書類では、開発許可の条件として、「建築協定を締

結すること」、を付しているが、建築協定が廃止となった場合においても以下の条件を遵守する

こと。 

（ここで、この用地は「店舗」との制限が規定されている。） 

→平成８年４月１日に中核市への移行により許可権限が知事から市長へ 

 

5.３ 建築協定と紛争の概要 

◆建築協定の概要 

 昭和６３年１１月１５日に熊本市の認可（一人協定）。商用地であるＡ地区と住宅地であるＢ

地区とに区分。Ａ地区における建築物の用途は、物品販売を営む店舗（スーパーマーケット、

ガソリンスタンド、タクシー営業所、銀行）と規定。 

◆紛争の概要 

 被告がスーパーマーケットの駐車場の一部に新たに建物を建て、飲食店を出店することを計

画。被告は、この計画を進めるに当たって、飲食店用の建物を建てることについて自治会の同

意書を建築確認申請書に添付するよう熊本市から指導を受けた。そして、平成 18 年 6 月頃に

建物を建て、焼鳥屋を 9 月より開店し営む。 

 本件建物の建築に対処するため、自治会は臨時総会を開催して協定運営委員会を設置するこ

ととし、満場一致で運営委員５名が選出された。その後、協定運営委員会は 7 月、被告に対し

本件建物が建築協定に違反すること、自治会長の同意は協定上無意味であること、法的対応を

辞さないことを通知。そして同月、熊本地方裁判所に対し建築工事続行禁止の仮処分申立て→

却下の決定。そのため、建築協定が定める是正措置請求権に基づき、本件建物の撤去を求めて

提訴。 
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5.4 法的紛争の争点 

◆本案前の争点 

① 原告（協定運営委員長）の当事者適格の有無 

② 相手方の弁明・弁解を聞くことがないままに提起された是正措置請求の訴えの有効性。 

◆本案の争点 

① 協定の有効期間（10 年、自動更新規定あり）について 

② 用途規定の「スーパーマーケット、ガソリンスタンド、タクシー営業所、銀行」は限定列挙

ではなく例示列挙と解すべきであり、住環境の悪化原因になるか否かという観点から実質的に

解釈すべきではないか。 

③ Ｂ地区では店舗営業が認められていないが、焼鳥屋を含む多数の営業店舗があり、本件協定

は実質的に変更されているのではないか。 

④ 土地所有者の財産権や営業の自由に対する制約は公序良俗に反するのではないか。 

⑤ 自治会の同意は、協定運営委員会の同意として有効か。 

⑥ 建物撤去請求の可否。 

⑦ 本件建物の撤去請求は権利濫用か。   

 

5.5 裁判の判決 

（熊本地判平成 20 年 6 月 26 日判）（福岡高裁平成 21 年 7 月 2 日） 

◆本案前の争点 

① 原告の当事者適格の有無については、自治会の臨時総会には被告を初めとする区域内土地所

有者の一部に対する招集通知がされないまま開催された臨時総会における協定運営委員の選出

決議には瑕疵があり、無効であるといわざるを得ない。 

 しかしながら、本訴提起後、自治会から本件協定の協定者４５７名全員に対して、あらかじ

め協定者総会の案内と議決権行使書が配布された上、協定者総会に協定者の過半数である３０

６名が出席し（議決権行使書を提出した者を含む。）、臨時総会で選出された協定運営委員のう

ちの４名（残りの１名は同委員を辞退）を承認したことが認められることから、協定運営委員

の選出は遡って有効になったものというべきである。 

 したがって、原告は本件訴えの当事者適格を有するものと認められる。 

② 弁明・弁解の機会の付与については、建築基準法や本件協定に照らしても、被告の主張のと

おり解すべき根拠は見出し難い。 

◆本案の争点 

① 建築協定の有効期間については、住宅生協が被告に示した物件概要説明書に、本件協定の有

効期間の延長に関する記載がなかったとしても、これによって本件協定にある協定期間の延長

に関する規定の効力が被告に及ばなくなるということはない。 

② 用途規定の解釈については、用途規定は制限列挙ではなく例示列挙であると解すべき根拠は

存しない。 

③ 本件協定の実質的変更については、Ｂ地区での店舗の存する建物は兼用住宅であることから、

本件協定に違反するものではない。また、本件協定の内容を変更する場合には協定者全員の合

意が必要とされていることから、被告の主張するような事情の変更があったとしても、本件協

定が実質的に変更されたと認めることはできない。 

④ 公序良俗違反については、建築物の用途等に制約が課されていることを被告は十分理解して

おり、売買代金もこれを前提に定められたものと推認されるから、上記制約が被告にとって不

当なものであるということもできない。 

⑤ 本件協定上の実質的同意については、協定運営委員会の同意があれば本件協定が規定する以

外の用途で区域内土地を利用できる旨の規定が存在しないかぎり、仮に自治会ないし協定運営
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委員会の同意があったとしても、上記のような土地利用が許されることにはならない。    

⑥ 建物撤去請求の可否については、本件協定は違反に対しては「当該行為を 是正するための

必要な措置」をとることができると規定しており、建物の撤去 請求が除外されていると解す

べき根拠はないが、本件建物を改修することに よって本件協定に違反しない建物になる余地

がある以上、用途制限違反が あったとしても、その撤去を求めることは許されないと解する

のが相当である。 

 権利濫用については，本件建物を建築しここで焼鳥屋を営業することは､建築物の用途制限に

違反する。床面積の制限にも違反する可能性がある（ただし、違反に対する是正措置の内容は

ひとまず措く。）。権利濫用を検討する。 

⑦ 権利濫用については、本件確認書や本件同意書を取り付けた経緯等に照らせば、本件建物の

撤去を求めることは権利の濫用に当たるというべきである 

(3) 結 論 

主文 １ 原告の請求を棄却する。本件控訴を棄却する。 

   ２ 訴訟費用は原告の負担とする。控訴人の負担とする。 

 本件協定の用途制限違反があるにすぎない本件建物について、その撤去を求めることは本件

協定１１条１項の規定する必要な措置に当たらないから許されないし、原告による本件建物の

撤去請求は権利の濫用に当たる。いずれにせよ、原告の請求は理由がないことになるので、こ

れを棄却することとし、主文のとおり判決する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利の濫用（民法第１条３項） 

ａ 被告は住民の要望を受けてスーパーを継続するとともに，採算上本件建物を建てることにし

た。当時の自治会長も支持し，実現を希望していた。 

ｂ 自治会長の２度の同意書によって，被告は建築協定上の問題は解決したものと信じて工事に

着手した。 

ｃ 自治会運営委員会の説明で異論が出なかったことから同意が得られたものと判断して同意

書を作成したのだから，自治会長が独断で同意したとみることはできない。 

e 自治会長は，飲食店の具体的な業種の説明はなく，酒食を提供する店との説明がなかったと

いうが，供述はあいまいで証言は信用できない。 

建築協定の解釈まとめ 
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ｆ 問題があるとすれば，もっと早い段階にその是正を求めることができたはず。反対の意思の

表明の時点では正に基礎工事着工前であったのだから，被告に大きな損害をもたらす 

ｇ 被告は現在焼鳥屋を営業中であり，建物を撤去するとなる 

 と多大な損害を受けるが，居住地区に環境被害の影響は少なく，ばい煙，臭気の拡散，騒音

等問題がある証拠はない。 

ｈ 原告は，被告が建築協定違反であることを知りながら，住民が建築協定に対する認識が不十

分であることを利用して焼鳥屋の出店を企図したと主張するが，自治会長の同意書を取り付け

た経緯等に照らせば，この主張には理由がない。 

ｉ これらの諸事情に照らすと，別のＢ地区の焼鳥屋が建築協定に違反していないこと，被告が

初から用途制限があることを知っていたこと等の事情を考慮しても，建物の撤去を求めるこ

とは権利の濫用に当たる。 

 

5.6 裁判のとりくみへの評価と反省点 

 ～今後の町づくりに向けて～ 

(1) 裁判への評価 

・判決は，建築協定の解釈について，ほぼ正確に解釈，判断している。（しかし，私たちは違反

是正請求の内容は，既設建築物には「撤去」しかないと考えた。が，民事紛争であり何らかの

「和解」もあり得ただろうか。） 

・結局，判決は建築協定の争点から離れ，原告の「権利の濫用」との判断。 

・建築協定をなしくずしにしようとした相手方の主張は否定された。歯止め。 

・違反建物で営業が続くという悩ましい現実（まだテナントの空きあり）。 

(2) 反省と今後の街づくりのとりくみに向けて 

・建築協定にあまりにも無知であった（行政，住民，開発業者，自治会）。 

・主人公である協定者が不在のまま，ドロ沼に進んで行き，相手方は，建築協定の変更という

本来困難な努力をすることなく実質的に利を得た。 

・（教訓）もっと早い段階で反撃しないとダメ。日常的な警戒を怠らず。 

・判決は，結局「違反建築物でも，建てさせたら撤去は難しい」ということ。 

・建築協定の重要性，今後の街づくりの住民の気運は盛り上がった。 

・熊本市は政令市への移行も予定されており，建築協定に代わる今後の相手方を含めた「地区

計画」の住民提案などのとりくみが課題。 

 

5.7 建築協定に関する審査会の付言・補足意見 

「行政不服審査裁決で掲げられた建築協定に関する審査会の付言･補足意見」 

（熊本市建築審査会 平成 19 年 9 月 13 日 裁決書） 

(1) 建築協定はあくまで私人間の一種の契約であって、建築確認の対象法令である建築基準関

係規定には該当しないが、土地所有者等の合意によって締結され、特定行政庁によって認可さ

れた自主的なまちづくりのための協定であり、特定行政庁はこれを尊重することが望まれる。 

(2) 建築協定に関する行政指導のあり方について、請求人と特定行政庁との間に見解の相違が

あり、本件審査請求に関わる事実関係については必ずしも明らかでないものがあるが、特定行

政庁は、建築協定の内容を充分把握した上で、建築協定への適合性を適切に指導し、地域にお

けるまちづくりとの整合性が図られるよう、関係者間の調整等になお一層努力することが望ま

れる。また、今後地域が主体となったまちづくりが重要になると考えられることから、特定行

政庁は建築協定運営委員会との連携に努め、地区計画制度への移行等その実効性を高める方策

等について積極的な取り組みを期待する。 
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「行政不服審査裁決で掲げられた建築協定に関する審査会の付言･補足意見」 

（熊本市開発審査会 平成 20 年 1 月 11 日 裁決書） 

(1) 本件で問題となっている建築協定に関して、その重要性については、当事者間の主張に大

きな隔たりはないと思われる。もっともその法的効力ないし射程範囲については意見の一致が

見られない。今日、いわゆる「まちづくり」ないし広義の住環境整備には多くの人々の関心が

集まるに至っている。そして建築協定は、何らかの形で行政の関与を伴う「公共契約」の一形

式として、この分野における関係法令による規制等を補完し、場合によっては、上乗せ規制を

するものと考えられている。その意味において建築協定は、まちづくり関連の法体系において

も重要な地位を占めるものである。建築協定の締結当事者においては不断の対話・交渉等によ

りその内容の維持・確認や諸状況の変化への対応が求められるとともに、行政においては特に

まちづくりに関する様々な権限行使に当たり、建築協定の尊重が強く求められることとなる。

この点において建築脇定は、純然たる私人間の契約とは性質が異なり、行政もその内容を担保

するためには協力することが求められる。 

(2) 本案に直接かかわることではないが、当審

査会としては、住民が終のすみかとして安心し

て暮らせる住環境維持の実効性を高めるために、

行政及び請求外会社と「協働によるまちづくり」

を推進する視点に立ち、将来に向けて、地区計

画の策定又は建築協定を尊重できるような状況

をつくりだしてもらいたいと考えている。 
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Ⅰ- 3 講演 

「新まちづくり手法 

エリアマネジメントからみた建築協定・運営委員会への期待」 

講師：明海大学不動産学部 齊藤広子教授 

 

建築協定は、今とても注目されています。エリアマネジメントという視点から、何故、今、

建築協定が注目されるのかのお話をさせていただきます。 

 

今、マチが大変なことになっている・・・ 

“空き家・空き地”、“住宅建設率２割ほどの街”、 

“20 件のうち、4 件のみ居住のマンション” 

“夕張：街の破たん、負債” ・・・ 

行政の手が届かない。普通の道、普通の公園・・ 

普通・・、だから、人々は街に愛着なんて生まれない。 

ゴミが・・ 財政力低下で手が届かない・・  

危ない地域が増えていく・・  

買い物にも行けない・・・！？ 気がつけば、まちに住んでいられない・・・ 

こういう話が日本全国で起こってきています。高度成長期の時代、住宅が増えて行きましたが、

何もしないままでは、どんどの悪くなっていきます。国中がこんなまちになりたくない。何故

こうなってしまうのでしょうか？ 

長い間に住むひとも変わります。住みかたも変わります。いろんなことをする方がでてきます。

また制度が妨げになる場合もあります。時とともに制度も変えていかなければなりません。 

 

田園調布と六麓荘 

高級住宅地に勝手になったわけではない。魅力的な住環境を維持する取り組みがあったから・・ 

でも、すごく悩んでいる！ あんなに素敵って言われた街でも  

だんだん悪くなる・・！ “なぜか駐車場上に物置が”、“2 段式車庫”、“敷地分割” 

 

なぜそうなるのか？ マチに必要なものは同じではない。 地域、住民により変わる。全国、

全地域同じものでは、無駄・無理。魅力がない。 マチは一度作れば終わりではない。行政、

市場サービス、自発的ボランティアだけでは解決しない。 しかし、そんな体制・組織が地域

にない。 

 

そこで求められるのがエリアマネジメント 

それって何？ →地域が、地域のために、地域で、地域の魅力を作り、維持すること 

いままでと、何が違うの？ →いままでと違った「地域」の役割が求められる。 

いいかえると、 

★今までの行政＜公＞と個人＜私＞の関係の見直し地域＜共＞ 

★いままでの官と民の関係の見直し 

★つくることから管理を★自立的経営運営を目指す 

→これがエリアマネジメントとなるのです。 

 

あらたな、地域力でマチの魅力を！  

今までは、行政がしてくれたのに・・・・・そんなの関係ない！！！ 

いつまでもそんな気でいると、税金も高く、結局税金を払える人は少なく、破綻するだけです。 
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いま、地域で求められていることを、地域で実行する。ひとつ上のランクのものをめざして自

分たちで制度をつくる。 

それは、地域のため、地域に住む人のためであり、それがエリアマネジメントであります。 

★求められるようになった背景 

1. （建築協定があるような）魅力ある街にしたい！ 

2. 成熟都市へ：造るだけでなく、管理に注目 

3. 財政負担、個人の負担を減らしたい 

4. 地域間不平等・地域内不平等を是正したい。 

不平等を是正する地域の中の仕組みがない→ ほしい。 

5. がんばるところを応援する仕組みがない。 

☆まち全体として何をしてほしいか？→ エリアマネジメントへの期待 

 

それでは、エリアマネジメントの事例としてイギリス・アメリカから学びましょう。 

はじめに、レッチワース。ここは日本の千里ニュータウンや田園調布は英国のレッチワースの

まちづくりに学んで作られました。 
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地域のルールブックがあり、しっかりコントロールされています。家の補修には補助金制度が

あります。まちのサービスは、まちを作った会社が運営して、土地の地代をサービスに還元し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★アメリカでは、住民主体でできるだけ価値を高めようとするまちづくりとなっています。 

ミルクリーク mill creek（アメリカ） 

 シアトルから北に約 55 キロ。 

 1974 年より入居。当初は開発会社が理事の半数を占めていた。 

 総会、カベナント、理事会で運営。 

 11 のポケットパーク、120 エーカーの自然公園。各住戸から 1 分以内でアクセスできる遊

歩道（16 マイル）、24 時間体制のパトロール。 
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アーバイン市（アメリカ） 

人工池や人工ビーチもコモンスペ

ース 

この街にすめばどんな施設が使え、

どんなレクレーションがあるのか

も、街の価値になっている 

 

ラドバーン（アメリカ） 

歩行者の道、車の道。こんな街は

今、アメリカでは当たり前。 

どこからうまれたの？ 

ラドバーン 1929 年から入居。

60ha の開発、人口 3000 人・約

700 戸を供給し、開発中止。 

建物形態・住宅数・世帯数： 

ラドバーンは現在約 2800 人、

673 世帯（うち戸建て住宅 469）

が居住している。共有地・共有施

設として、93078 ㎡（23 エーカ

ー）のオープンスペース（公園）、

プール２、テニスコート４、野球

場４、運動場３、バスケットコー

ト、アーチェリープラザ、サマー

ハウス、コミュニティセンター等

を所有たくさんのイベントがある 
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英米とも、なぜ地域（エリア）なのか！？ 

地域には地域にしかでないことがあります。 

従来のまちの安全、安心、防災・防犯の機能+ 

★まちの魅力をつくる・もつ。 

★まちの魅力を維持する（行政と協力する） 

★市場や行政の手の届かないサービス 

★まちなみ、景観、住環境を維持する、 

 まちをコントロールする 

★民間と、行政と協働 

★地域の楽しみづくり。 

 まちに住んで楽しい！ 

 プラス  地域の不動産管理を行っている！ 

 

★住環境はお金で買えない、価値。 

     それでは、エリアマネジメントの事例として、日本にはないのでしょうか？  

 

日本にも現れてきた魅力を持つ住宅地 

サービスを提供する住宅地。でも、マネジメントの骨格は、建築のコントロールです。 

 

魅力的な空間を持つ「大分パークシティ」 

所在地：大分県大分市  街区面積：１,１２８,２１４.３㎡  住宅戸数：１６００戸 

事業者：大分シティ開発株式会社  入居開始年：２００１年 

★グリーンベルト。４ｈａをみんなで管理する（管理組合法人所有・管理会社委託、月２１０

０円。戸あたり月額） 

 

魅力的な空間を持つ「グリーンヒルズ湯の山」 

所在地：愛媛県松山市湯の山  街区面積：750000 ㎡  住宅戸数：１192 戸 戸建て 

事業者：積水ハウス他  入居開始年：1991 年 

★山の上にある住宅地で、斜行 EV、コミュニティホールの所有は、管理組合法人。 

公園の管理は公園管理協力会の管理は、公民館分館（運営委員会）。 

月額 5000 円 

 

レクレーションの提供・文化づくり「横浜緑園都市」 

所在地：神奈川県横浜市  街区面積：1220000 ㎡ 住宅戸数：5000 戸 戸建て+マンション 

事業者：相鉄入居開始年：1986 年 

★日本ではじめて HOA と導入。 

活動内容と住民の評価→ガイドラインの作成（運用無）ソフトな活動が中心 

自治会との違いがわかりにくい。表裏一体。 

団体セキュリティ加入で、会費分の費用を捻出。←規模の効果。 

 

生活サービスの提供「大阪彩都」 

所在地：大阪府茨木市、箕面市 総面積：7426000 ㎡  住宅戸数：5 万人計画 

事業者：UR、阪急電鉄主体  入居開始年：2004 年 

有限責任会社中間法人、コミュニティ彩都 2008.1 現在、2060 世帯そのうち 65％加入 

★開発から住民主体の活動の支援、サービスの提供を実施。阪急が販売時に加入の条件にする。

＜会社と公益法人の間で、街の法人を作った。構成は、阪急電鉄、不動産、UR 等＞ 
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Ⅰ.彩都スタイルクラブの実施 

1.共用施設の運営、2.5 台のカーシェアリング、3.コンシェルジェサービス、4.ポータルサイト

の運営、5.コミュニティ支援活動の支援、6.セキュリティーサービス（巡回） 

Ⅱ.ファーマークラブ 

今後、公益施設の指定管理者になる可能性も。基本は会費で運営。2000 件あるからできる。 

フロントサービスに 1 人常勤。サイトスタイルクラブ運営費 500 円/月.戸。 

はじめは、地域管理会社を作ろうとも考えた。地域限定型組織でこの組織形態が向いていた。 

 

★ 地域のコントロールは建築協定。協定をつくるのが難しいが地域らしさがでる仕組みで、民

と民の協定で、行政で認可ということで公益性が認められている。ただ維持管理するのが大

変で、そこに運営委員会という仕組みがあります。 

 

生活サービスの提供「千里住まいを助けたい」 

 すまい方講演会  すまい方の相談会  すまいの手入れ講習会←有料で実施。 

1.修繕、2.売却、3.期限付き賃貸、4.購入、賃貸、5.定期巡回 

1962 年のまち開きから居住者の高齢化と建物の老朽化に直面している千里ニュータウン。 

高齢者は、住まいや暮らしに様々な問題や不安を抱えています。 

高齢者にとって住居の修繕や維持、住み替えの必要性など、住まいや暮らしの問題は複合的で、

解決するのにどこに相談したらよくわからないのが問題なのです。 

 

建築協定 

でも、大事なことは、しっかり建築のコントロールをしているか！？建築協定の運営が肝心 

●建築協定とは？ 

建築基準法の一律の基準にプラスして、地域に応じた建築のルールを住民（土地所有者・借地

権者など）の全員合意によって決める。（私法上の契約） 

建築基準法+地域ルール→魅力的な街 

●ルールの締結と運営 

・全員の合意 

・行政に申請・許可 

・協定参加者の土地の後の所有者にも影響 

・ルールの内容（協定区域、建築物に関する基準、有効期限、違反への措置）公益性 

大事なことは、しっかり建築協定を運営しているのか？運営委員会が大事 

●求められる機能 

・運営委員会の設置：協定の運営は運営委員会 

・市との連絡調整 

・地区内で新築したり、増改築する場合には運営委員会で計画を見て承認。承認を得てから（住

民は）確認申請書の提出。確認申請が必要ない物でもチェックすべきものがあります。 

・変更（全員）、廃止（過半数） 

・義務違反者の是正措置（行政では無理） 

・日常的な巡回、監視 

・工事停止、収去の請求、損害賠償請求など、警告、話し合い、裁判や ADR（調停）など 

・運営委員会は法人化がないので、裁判は委員長名で・定期的な話し合い 

・体制づくり ・・役員なり手など 

・予防対策 ・・何がよいか？ 

・解消方法 ・・起こってしまったことは？ 
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自治会との関係、行政との連携、専門家の活用、必要費用の捻出 

悩みは多いよね。みんなどうしているのでしょうか・・・？ 

★田園調布はエリアマネジメントの事例で調査したところですが、建築協定は定めていません。 

 

魅力的な街並み・住環境を守る、「田園調布」 

所在地：東京都大田区田園調布 街区面積：472000 ㎡ 住宅戸数：1100 戸 戸建て住宅 

事業者：田園都市株式会社 入居開始年：1923 年 

★公園は移管。集会所を社団法人は所有する。社団法人田園調布会（町内会）で、地区計画に

合わせ、憲章・申し合わせの運営を行っている。 

会費は大きさに応じて 500～800 円/戸.月。加入は、7 割。それが問題行政と連携 

●ここにあるルール 

・地区計画.、・田園調布憲章、・環境保全の申し合わせ、工事指導細則 

●体制づくり 

・田園調布会（町内会）が中心。７割の町内会が環境委員会に加入。不在所有者準会員。 

総会で議決一人１票。事務局２名 「田園調布は、あそこはうるさい」という評判。 

行政からも町内会に確認をとるようにという話をする。 

環境委員会が担当図面をチェックする。確認申請前に会館で事前相談を義務付け。関係者会館

で閲覧（コピー不可） 

・行政との連携 担当者と連絡を密に。専門家の活用なし。 

・必要費用の捻出。会費月 500 円程度 

 

魅力的な街並み・住環境を守る六麓荘 

所在地：兵庫県芦屋市六麓荘 街区面積：380000 ㎡ 住宅戸数：250 戸 戸建て 

事業者：六麓荘株式会社 入居開始年：1928 年 

★道路や集会所、交番などを所有するために株式会社（いまは有限会社） 

道路を移管したため、建築協定の有効性を高めるために地区計画へ町内会で、管理や建築協定

の運営を行っている。会費 1000 円/戸.月 

●ここにあるルール 

・地区計画、・建築協定（建築基準法）、・建築協定 

●体制づくり 

・町内会で運営。町内会の中に運営委員会４名。内容チェック。 

・日常的な監視。毎日曜日に委員会 

・予防対策 ・・看板、みまわり（毎日曜日にチェック） 

・委員会で、チェック 

・行政との連携 ・・行政のホームページに連絡先 

・専門家派遣、専門家の活用 ・・継続的な専門家支援がない 

・必要費用の捻出会費 1000 円/月・戸 

・六麓荘町内会の建築協定運営委員会との協議 

・建築計画を予定する方に何をするのかをあらかじめ聞く。 

・工事着手 30 日前までに、町内会に書類を提出し、騒音、照明、景観、眺望などの近隣への

配慮などの説明をし、町内会、近隣および施主にて協議を行う。 

 

魅力的な街並み・景観を守る「布佐平和台」 

所在地：千葉県我孫子市布佐平和台  街区面積：567000 ㎡ 住宅戸数：1395 戸 戸建て 

事業者：平和不動産株式会社 入居開始年：1976 年 

★公園、道路は移管。行政だけでは建築協定の運営は、きめ細かく実施できないと考え、自治
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会（その一部のメンバーで協定運営委員会）が見回りをしながら、治安を維持に努める。 

月 300 円/戸・月 

●ここにあるルール 

・建築協定（建築基準法）、・緑地協定 

●体制づくり 

・自治会で運営。自治会理事全員 26 名が運営委員会。専門家 6 名が諮問委員。 

会議は毎月第３土曜日 10 時から 

・予防のために見回り→行政との連携 

・専門家の雇用なし←1 級建築士などがボランティアでやっている 

緑地協定の運営も一緒に運営（住民からみれば一緒） 

・建築確認提出前に、布佐平和台住民による事前チェックの必要性を痛感し、「建築協定と自治

会会則に基づき、自治会内部で行政への建築確認。提出前に事前審査を行う目的を持った、自

治会建築協定処理細則」を我孫子市に承認してもらう。以後、すべての物件が建築確認提出前

に自治会が承認し、我孫子市に提出という流れになる。 

・手続きの流れとし、自治会建築協定処理細則の運営は、自治会が行う。建築行為者は、1000

円の手数料を支払い、自治会の承認をうける。 

・問題のない物件は７日で承認、問題があれば 1 ヶ月かかる。建築確認を出す際に、自治会の

承認申請書がないと市は受付できない。民間審査機関でも同様である。 

★地区計画に移行すると、住民の主体性がなくなるので、自治会をまきこんで建築協定を維持。 

 

魅力的な街並み・景観を守る「碧浜」 

千葉県浦安市、４８７９５㎡ 宅地有効率：７８．１％ 総住戸数：１９０戸 

販売方式：建売・売り建て 権利形態：所有権地上権 販売開始年度：２００２年 

土地購入元：都市再生機構 区画面積：１６８.44 ㎡～291.45 ㎡ 平均 200.54 ㎡ 

用途地域：第一種低層住居 専用地域（５０％/１００％） 

●ルール 

１．地区計画、２．建築協定、３．緑地協定、4.まちのルールブック 

●体制づくり 

・協定委員会は、自治会の３役が入る。自治会の任期は１年だが、委員会の任期は２年。 

緑地協定委員会は別。会費 250 円/年.戸 自治会費（3000 円）・緑化協定委員会費（250 円） 

・委員会は年 5～6 回。 

・予防：ルールブックの内容を３回全戸配布。わかりやすく絵にして説明など。自治会総会で

時間をとり説明。それでも認知が低く、守らない人がいる。常に巡回。かんばんはまちに似合

わないので設置しないとのこと。 

・事業者から引く次ぐ際に全てチェックした。 

・違反者には是正をお願いし続ける。 

・看板設置は議論のうえ、止め。景観によくない。 

 

景魅力的な街並み・景観を守る「奈良青山」（オーナーズヒル奈良青山） 

・奈良市青山・98 区画 ・199２年から 

・管理組合法人＝建築協定運営委員会、自治会なし 

・管理費 5200 円/月.戸 管理会社に委託 

・運営委員会：管理組合の理事 3 名 

★まだまだ理解してもらえないことから、ルールブックの作成。 

協定は文字だけではわからない。住民にわかってもらえるように、ルールブック作成を検討中 
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魅力的な街並み・景観を守る「桜ケ丘ハイツ」 

所在地：岐阜県可児市桜ケ丘 街区面積：316ha 住宅戸数：3300 戸 戸建て 

事業者：不二企業 入居開始年：1974 年～ 

●地区計画 

・建築協定からの移行。一時期、建築協定から移行したら、問題があれば、行政にチクル態度

となる。主体性がなくなる。 

・体制づくり ・・まちづくり協議会 ・・３つの自治会をこえたまちづくりの活動 

 自治会との関係：はじめは自治会の中につくり、独立 

 行政との連携：行政と連携。協議会が条例に基づいた協議会と認められる 

・地区計画見直し：住民アンケートで啓発活動。看板。 

 専門家の活用；なし 

 必要費用；会費 

 

生活サービスの提供「桜ケ丘ハイツ」（岐阜県） 

 まちづくり協議会 

移動支援部会：社会福祉協議会の送迎サービス補償に加入。保険料負担。1 回 100 円。前日ま

でに予約。ボランティア６人会員 70 人会員制 2000 円/年 

お休み処部会：第１、３日曜日 40～50 人 60.70 代 

 

魅力的な街並魅力的な街並み・景観を守る 

→HOA（アメリカ） 

→ハムステッド（イギリス） 

 

・体制づくり 

・HOA のなか管理組織のなかに建築委員会。

委員会が権限を持つ 

＜根拠は、日本のマンションの規約みたいな

もの＞ 

・専門家を雇用する。 

・建築士などを匿名で雇用する 

・審査料をとる。これが財政的な基盤となる。 

 

★まちを持続可能にする試み。協定運営委員会が空き家を活用する事例もある。 

 

空き不動産の有効活用(空家、空蔵の活用事業)「伊勢河崎」 

所在地：三重県伊勢市、江戸時代からのまち 

まちづくり衆蔵バンク活動。そもそも河川改修から活動が始まった。蔵の有効活用を考え、実

態調査や貸したい人と借りたい人を引き合わせる。 

活動資金；会費と指定管理者制度（活動拠点の場）。メンバー：110 名。 

活動資金や活動のしやすさを考えると、株式会社の検討も行っている。 

 

地域で不動産を管理「西小中台団地」 

990 戸、1972 年入居開始（エレベーターなし） 

団地住民一人が「家守」そのもとで、学生 3 人が借りる。地域にとっても、学生にとっても（2

万円）。家主にとっても、家守にとってもハッピー。地域のお祭り、行事にも参加。 
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★裁判例を２つ。 

●判例から 2 つの事例その 1（認められた例） 

①神戸地裁姫路支部判 H6.1.31 

建築協定で３階建以上の建物を禁止していたのに、３階建てを造った人がいる。 

３階部分の撤去を求めた裁判例 

→委員会の３階部分の撤去請求は権利の乱用に当たらない。 

所有者は３階建てを建ててはいけないことを十分に知っているはず 

（実態は、代表者本人が契約に行かず、社員に契約に行かせていた。 

しかし、その際に重要事項説明でその社員は説明を受けている。） 

→重要事項説明を読まなかった所有者が悪い。 

注意を受けた時点でプラン変更は可能だった。 

 

●判例から 2 つの事例その 2（認められなかった例） 

②大阪高裁判 S56.5.20 

一人協定で、住居専用、店舗（医院）併用住宅の建築しか認めない建築協定が締結されている。

宗教施設（教会）併設住宅の建築をしようとした。工事差し止めを請求する仮処分申請→委員

長は許可していた。 

教会は、店舗（医院）に含まれない。しかし、、、 

ポイント 1：許可した建築協定運営委員長の権限は？ 協定者からみれば委任では？ 

ポイント 2：いまさら、撤去させられるのか？ 

いまさらダメというのは委員会の見解を変えることになり、信頼を損ね、重大な損害を与える

ことになります。 

 

★２つの判例から何が言えるのでしょうか？ 

1.しっかりとした手続きの必要性 

2.早期発見できる仕組み（まちをパトロールする等） 

3.委員会としての責任：委員長任せにしないチーム力

（他人任せ、ひとりまかせにしない） 

4.判断に困ればプロのアドバイス 

 

★必要なこと 

１．予防 

・問題を起こさせない努力が大切 

２．３つの連携 

・地区内の連携 

・地区外の連携 

・行政との連携 

３．専門家の利用 

・建築士 

・まちづくりコーディネーターなど 

★建築協定があることで、まちなみの評価があがるこ

とが結果でわかり、建築協定の運営を続けることでま

ちの価値を高めるということがあらわれてきています。 
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Ⅰ- 4 パネルディスカッション 
(1) メンバー 

パネラー 

【明海大学不動産学部 齊藤 広子 教授】 

【横浜市建築協定連絡協議会幹事 鈴木 稔 氏】 

【名古屋市建築協定連絡協議会会長 伊藤 政行 氏】 

【京都市建築協定連絡協議会会計 桑原 尚史 氏】 

【福岡市建築協定連絡協議会会長 守永 典彦 氏】 

【大阪府建築協定地区連絡協議会会長 前田 勝行 氏】 

コーディネーター 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
 

 
 

(2) ディスカッション 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
住みよいまちづくりのためにそれぞれの建築協定運営委員会で活躍されていますが、今ま

で、協議会で活動して、どんなところが良かったのでしょうか？ 

 

【横浜市建築協定連絡協議会幹事 鈴木 稔  氏】 

協議会ができて２０年たっていますが、当時は住民の関心が薄く、デベロッパーの開発時

の条件のために一人協定があったので、建築協定に義務的に入らされたというところが多

く、そこに入居される方々も、その土地・家屋の購入には、ただ印鑑つかないと買えない

というくらいの意識で、おおむね半数程度はそうだと思います。現在はそのような地区が

更新時期になってきています。その地区の中には、自動更新というのがかなり残っており

まして課題は多くあるのですが、今では、全体的には建築協定につ

いての考え方に“建築協定があって良かった”という意識が生まれ

ている。他の建築協定の無いところで、“違反建築があって大変だ”

ということを聞ききますと、建築協定があって良かったと思います。

その一方で、世代が高齢化してきました。建築協定の条項で一戸建

て専用という項目があるのですが、その解釈に統一性がなく考え方

の勉強会を行っています。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
協議会として役立ったのは、どのようなことでしょうか？ 

 

【横浜市建築協定連絡協議会幹事 鈴木 稔  氏】 

連絡協議会の総会で開催する相談コーナーや研修会の実施で高い評価を受けています。 

一方で運営委員会の役員になり手がいないのが問題となっています。新しい役員が任命さ

れるのだが、建築協定を知らないのが実態です。とはいうものの、建築協定があってよか

ったという無言の評価が定着し、建築協定制度が安定してきています。 

 

【京都市建築協定連絡協議会会計 桑原 尚史 氏】 
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協議会として良かったのは、マニュアルの整備をしたことで、更新のテキストとしてとて

もよい参考書となっています。また京都市内の各建築協定地区で意見交換会を行い各地区

の状況が理解でき参考になっています。意見交換会の終了後の地

区の委員長との歓談が、 

意見交換会でのフォーマルの部分だけでなく、生の話を委員長か

ら聞くことができ地区の現状がわかります。人間同士のコミュニ

ケーションが大切ということがわかりました。 

京都市の建築協定連絡協議会の研修会では、大阪府・神戸市の建

築協定地区の見学を実施し、地区の運営に参考になっています。

横の連携という意味で、そのつながりが役に立っています。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会会長 前田 勝行 氏】 

大阪府建築協定地区連絡協議会には当初から幹事として参加していました。 

建築協定の運営がしんどいということが齋藤先生の話に出ていましたが、なぜしんどいの

かというと。外国の場合は、まちをつくって、ヨーロッパではその後の運営する仕組みが

あったのですね。千里だけでなく大阪府内で建築協定のまちをつくったが、日本にはその

運営する仕組みが無かったというのが異なるところと思います。新しいニュータウンは、

すばらしいのですが、運営するまちづくりのハウツーがありません。事がおこると住民が

あわてて組織を作らないといけないという、元から組織が形成されていないのが課題です。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
連絡協議会の意義は何でしょう？ 

 

【明海大学不動産学部  齊藤 広子 教授】 

情報共有ということで、みなさんが悩まれていることが似ています。私はマンション管理

の研究をしていますが、管理組合をつなぐ管理組合の協議会が関西にありまして現在では

全国に広がって全管連という全国の管理組合の協議会組織があって、おおきな力となって

います。国が何か制度を作ろうとする場合でも、その協議会に諮

って協議して行うことになってきています。 

建築協定地区のみなさんが、このように各地区で頑張っているの

に、法や制度が悪いために、使いにくい制度になっていたり、行

政毎に取り扱いや対応が違うということもあります。他の都道府

県の市町の行政ではこういうことを行っているということを相

互に情報交換し、国や行政に対してバラバラに要求するのではな

く、全国の建築協定地区のみなさんが一丸となって要求・要望を

出すようになればもっと良くなるのではないでしょうか？ 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
情報共有という意味で、情報を出していく組織として NPO の法人化というやり方もありま

すね。さて、各協議会で問題となっている課題への取り組みはどのようなものがあるでし

ょうか？ 

 

【名古屋市建築協定連絡協議会会長 伊藤 政行 氏】 

ニュースレターが役に立っています。また問題が起こった時には、スピードが重要です。

建築計画で問題が起こったときには、相手先のトップにいち早く交渉を行うのが肝心です。

建設業や不動産業の大企業になれば、担当者を通じて交渉すると時

間がかかります。日本を代表する企業には、要求事項を書面にして

内容証明郵便で社長宛に送付したことがあります。７階建てのマン

ションの計画を取りやめさせて、駐車場にさせることができました。

当時の状況では担当者を通じて交渉するので間に合わなかったと思

います。水際での阻止を何度も連絡協議会で話をして、対応を早く

して動くことが重要です。時がたって、計画や工事が大きくなって

から動いても間に合いません。病気も同じですが、早めに決断力を

もって手を打つことが重要です。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
連絡協議会ができて間もない福岡の課題や全国の協議会にお願いしたいことは何でしょ

う？ 
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【福岡市建築協定連絡協議会会長 守永 典彦 氏】 

福岡の建築協定地区には空地がたくさんありまして、大会社が所有しています。以前は戸

建ての住宅が建っていましたが、それを取り壊して、会社所有となっているところです。

何とかしないといけないと思っています。 

課題としては、建築協定では共同住宅が建てられるが、高さの制限

があります。共同住宅を建築されると景観上、見苦しいなと思われ

るところですが、自治会の承認がないと建てられないとういう方法

が述べられて、参考になりました。 

実際に対応した問題では、ある業者が地盤面についての変更等の工

事で問題がありましたが、協議会としてその会社にその件で協議し

てくれるように文書を出して対応しました。 

 

【明海大学不動産学部  齊藤 広子 教授】 

スピードというと申請された書類を早く処理されることも必要ですが、違反建築が起こり

そうなところを早く察知することが重要です。 

まちのルールということについては、はじめにルールがあって住まわれていると思いがち

です。地区計画のルール、建築基準法のルール、建築協定のルールの制限範囲があります

が、六麓荘の地区では、どこにも入らないのを紳士協定的にルールとして決めています。

制度が先にあるわけでなく、いろんなことを考え行くうちに、建築協定になじまないルー

ルについて作っていくという場合があります。生活の仕方、物置の置き方など細かいとこ

ろを町のルールとして、何のためにルールを作っているのかを住民に理解いただいた上で、

作って行かれたら良いのではと思います。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
高山市下一之町での合意協定締結時の苦労話などを聞かせていただけないでしょうか？ 

 

【高山市下一之町建築協定地区 島田 政吾 氏】 

高山市の下一之町では、きっかけは風俗営業店舗の進出の関係が課題となっていました。、

もともと下一之町という、昭和のはじめの風情が残っているまちがありましたので、協定

の方法として合意協定しかありません。合意協定の締結のために、土地の所有者および借

地人に合意をとるために、１年以上かかりました。2 回目も同じようにかかりましたので、

今回は自動更新を条項に加えたので問題はおこりませんでした。 

建築協定の運営では、信用金庫がビルを建てるときに、高さにチェックをしました。建築

物を建てる際に制限として、色彩、町なみにあった高さを合意協定で決めています。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
熊本市の一人協定であった法的紛争の件ですが、防ぐにはどうしたらよいのでしょうか？ 

 

【熊本市秋津レークタウン建築協定地区副会長 佐藤 上 氏】 

建築協定地区の住民が、平和慣れし、何も問題なく１８～９年すぎてもスーパーマーケッ

トも健全にはやっており快適な生活ができていました。熊本ビバリーヒルズというくらい、

住環境の良いところという評判があり、表彰も多く、緑地コンクールで優勝の経験もあり

ますが、建築協定があることを自治会長も知らなかったのが現状です。 

“建築協定がありますよ”と誰も指摘できずに、時がすぎていきました。スピードと言わ

れましたが、だれも建築協定に抵触しているよと指摘できなくすぎてしまいました。事故

と言えば、航空機事故も悪い方向に回っていき、１万回に１回起きるのが航空機事故です

が、誰かが一言建築協定があるということを指摘すれば良かったのです。勝負がついた後

で、弁護士に相談したら“建築協定で裁判おこしたらどうか”と言われ、後から考えると

誰の責任という訳ではないのですが、みなさんのように協議会のあるところはうらやまし

いのですが、そういう環境に至っていなかったのが残念でした。自分の地区のみで孤立し

て対応し、誰に相談することもできなかったのですが、弁護士が好意的でしたのが救いで

した。 

裁判の費用は負けた側の負担になりますが、日本の法律では最初は 13,000 円。高裁で

19,500 円、最高裁で 26,000 円であとは弁護士料となります。 

裁判で７つの建築協定に関する裁判所の判断が出ました。日本で初めて自動更新が有効で

あるという判断が出たという裁判例を得たことは有効でした。権利の濫用というのは建築

協定から離れれた観点からの判断ですので、そのことで悲観せず、これからも明るく自治

会・建築協定運営委員会も運営していこうとしていますが、今までのまちの運営で建築協
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定のところだけ抜けていたのが悔しい点です。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
一人協定、合意協定のしくみについては？ 

 

【明海大学不動産学部  齊藤 広子 教授】 

建築協定締結時の合意協定は、問題に対して一致団結して締結されます。 

一般に開発時の一人協定からのスタートの事例が多いのですが、一人協定を引き継ぐとき

に、その時点をスタートとして、住民のみなさんで自覚して欲しいと思います。 

ある地区の事例では、一人協定の開発者が運営していたところから地区の住民に運営委員

会を引き継ぐ時にすでに、違反事例がありました。そんな状態では運営委員会を引き受け

られません。「ハウスメーカーなどが自分たちの家を売りたいがために、建築協定を守らな

い家が存在する。こうした違反者がいる状態で、協定の運営を住民に押し付け、引き継が

せるのはおかしい。本来はすべて守られている状態で引き継ぐのがスジである。だから、

違反者を是正さえてからであれば引き継ぐ」と、ハウスメーカーに主張された例がありま

す。協定のスタートからしっかり運営しておかないと、違反している家があってもおおめ

にみていたら、建築協定を守るというモチベーションはあがりません。どちらにしても一

人協定は運営委員会にしっかりと引き継ぐ体制をつくらないといけません。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
では、つぎは質疑の時間とさせていただきます。意見・質問を会場からもお受けいたしま

す。 

 

【京都市建築協定連絡協議会会計 桑原 尚史 氏】 

横浜市では初心者講座をしているということですが、京都市の地区の新任の建築協定運営

委員との話にも、会話についても専門用語の通訳が必要になるなど、初心者講座が有効と

いうことを再確認しました。 

 

【堺市行政担当職員】 

堺市では、建築協定の更新時に“協定に入ると地価が下がらない”と説明していますが、

反対している方々が“地価が下がる”と反論します。地価が上がると、不動産業者に転売

されて、半分に割って売っても値打ちが上がるということですが、建築協定はどんな役割

を果たせるのでしょうか？ 

英米の田園都市、ニュータウン、民間が管理している地区等は地域の公社や公共団体が管

理していると紹介され、地価を安定させていると説明を受けましたが、特異なのは日本の

住宅開発では、阪急沿線や東急沿線の田園調布の住宅開発は、ほとんど民間で開発されて

います。地域調整的なルールで結ばれています。 

地価が下がらないということも管理等ができない中では、撤回せざるを得ないのですが？ 

 

【明海大学不動産学部  齊藤 広子 教授】 

建築協定ができると、土地の値段が上がるのではなくて、環境が悪くならないということ

です。価値を土地の値段にとらわれないようにすることが重要で、基本的な考えを理解し

ていただきたいです。中古市場が上がるとか下がるというのは、非常に難しい問題で、基

本は価格が下がりにくいこと、また市場性がある物件であることだと思います。土地の値

段が上がる・下がるなどの話題をすることに私はこれからは意味がないと思っています。

住民のみなさんが自分たちのまちの価値を上げていきたいという街にすること、価値とは

単なる価格ではなく、住み心地、街への愛着、まちを良くしていきたいということも、価

値ではないではないでしょうか。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会会長 前田 勝行 氏】 

協定があれば価値が高くなります。その土地に価値がところほど、

規制が多いものです。 

価値がなければ規制がないと考えると、建築協定の規制があれば

価値が上がっていると考えることができます。まちのエゴと個人

のエゴは対立の関係です。短絡的に個人のエゴで話す人は、価値

が下がっていると考えるかもしれない。まちのエゴはまちのルー

ルである建築協定です。まちのエゴが大事なことであり、行政も

まちのエゴに合わせてまちづくり行政をしないといけません。 
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【横浜市建築協定連絡協議会幹事 鈴木 稔  氏】 

我孫子市の布佐平和台では確認申請を出す前に確認申請を出すようにという行政との確約

ができていると言われますが。設計者がぎりぎりに申請を提出して、飛び越して確認申請

に行くケースもあると思います。行政と約束が出来ているというのはどういう風にしてい

るのでしょうか？ 

 

【我孫子市布佐平和台建築協定地区 力石 寿士 氏】 

布佐平和台では処理細則という、確認申請を取る前に必ず平和台の運営委員会の承認を得

なければならないという細則を運営委員会で作りました。 

自治会で作った処理細則を我孫子市の建築指導課に申し入れて、確約書をもらっています。 

そのように運用して今まで問題はおきていません。若干、問題が起きているとすれば、民

間の建築認可機関ができたので、民間の方がスピードが早いので違法に近い状態で動き出

してきています。これからは民間の認可機関にも働きかけが必要と考えます。 

 

【大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏】 
会場からのご意見ご質問ならびにパネラーのみなさま、齊藤先生ありがとうございました。 
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Ⅱ ワークショップ 

■ 平成 21 年 11 月 29 日(日) 10:00～12:30/新大阪ワシントンホテルプラザ（紅梅の間） 

■ 座 長  

・ 京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授 

 

■ 参加者一覧 

<参加地区(大阪府外)> 

・ 横浜市新本牧地区/横浜市建築協定連絡協議会会長 山口 清二 氏 

・ 横浜市西武金沢文庫住宅建築協定地区/横浜市建築協定連絡協議会幹事 鈴木 稔 氏 

・ 名古屋市味鋺東地区/建築協定連絡協議会会長 伊藤 政行 氏 

・ 高山市下一之町建築協定地区会長 島田 政吾 氏 

・ 京都市桂坂にれのき北第1第2地区/桂坂地区建築協定連絡協議会副会長/京都市建築協定連絡協議会会計             

桑原 尚史氏 

・ 福岡市平尾４丁目建築協定地区/建築協定地区連絡協議会会長 守永 典彦 氏 

・ 福岡市名島２丁目１区(船頭町)地区/福岡市建築協定地区連絡協議会監事 安部 嘉孝 氏 

・ 熊本市秋津レークタウン建築協定地区運営委員会会長  佐藤 上 氏 

<参加地区(大阪府内)> 

・ 吹田市桃山台３丁目地区/大阪府建築協定地区連絡協議会会長 前田 勝行 氏 

・ 吹田市青山台２・３丁目自治会建築協定専門委員会 御勢 健二 氏 

・ 吹田市桃山台３丁目第２地区/大阪府建築協定地区連絡協議会幹事 榎 秀夫 氏 

・ 吹田市高野台地区/大阪府建築協定地区連絡協議会幹事 中道 春樹 氏 

・ 高槻市岡本台住宅地地区/大阪府建築協定地区連絡協議会幹事 稲垣 豊典 氏 

・ 高槻市高槻日吉台地区/大阪府建築協定地区連絡協議会幹事 今村 純也 氏 

・ 枚方市枚方市東香里三交地区/大阪府建築協定地区連絡協議会 幹事 森 能暉氏 

・ 交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区/大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 山口 博之 氏 

・ 交野市コモンシティ星田HUL-1地区専門委員 鈴木 映男 氏 

・ 堺市茶山台３丁東地区/大阪府建築協定地区連絡協議会幹事 久保寺 捷治 氏 

・ 河内長野市サニータウン緑ヶ丘地区/大阪府建築協定地区連絡協議会副会長 新居 公彦 氏 

・ 阪南市阪南スカイタウンＡ－１地区/大阪府建築協定地区連絡協議会幹事 河野 芳夫 氏 

<参加自治体> 

・ 名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課建築指導係長 鈴木 裕行 氏 

・ 京都市都市計画局建築指導部建築指導課企画基準係長 文山 達昭 氏 

・ 京都市都市計画局建築指導部建築指導課建築協定担当 辻 真紀子氏 

・ 神戸市都市計画総局建築指導部安全課指導係係長 鷲尾 真弓 氏 

・ 神戸市都市計画総局建築指導部安全課指導係 橘 佑一郎 氏 

・ 岸和田市まちづくり推進部建設指導課  山田 誠二 氏 

・ 茨木市都市整備部建築指導課課長代理兼調整係長 田邊 武志 氏 

 

- 42 -



Ⅱ 2009 建築協定シンポジウム★ワークショップ 

テーマ：住みよいまちづくりをめざして／住民の連携と行政との協力を 

 

日時：平成 21 年 11 月 29 日（日）10：00～12：30 

場所：新大阪ワシントンホテルプラザ 

■あいさつ■ 
【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

建築協定地区のみなさまとは各地でお会いしておりますが、このよ

うに一同に介して意見を交わすことは初めてのことです。建築協定

の長い歴史を振り返る時が来ましたら、この 2009 年 11 月 28 日、

29 日が記念すべき日となることを期待して、今日のワークショッ

プで有意義な成果の時間となることを期待しています。本日は、住

みよいまちづくりを目指してということで、“住民の連携と行政の

協力を”というテーマを設定してワークショップを進めていきます。 

 

（1）昨日のシンポジウムの総括 

 昨日のシンポジウムでどのような成果があったのか、まとめてみましょう。 

 ・他地区の協定運営について、役に立った情報が得られたでしょうか？ 

 ・協定運営上で、どのような課題が明らかになったでしょうか？ 

 ・シンポジウムを行って、どのような成果があったでしょうか？ 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

昨日のシンポジウムにおいては全国主要建築協定地区の協議会の代表の方々による報告で、そ

れぞれの協議会の活動状況・課題が明かになりました。また協議会の現状を相互に理解でき、

課題を共有できたことに意義がありました。さらに活発な活動を行っている建築協定地区の発

表もしていただき、その先進的な地区の活動例が目標として参考になりました。一方、課題を

かかえている地区の発表もあり、課題への取組みをどのようにしたらよいのか示唆を与えらま

した。パネルディスカッションも含めて、協議会の課題として、人材・資金・制度上の問題が

あげられています。情報共有が必要との結論になりました

が、情報共有とは、まちづくりに熱心な方が集まってみん

なでその情報を共有したらいいまちづくりができるという

ことにおいて、情報共有の意義を確認できました。今回の

シンポジウムを１回かぎりではなく、「来年も開催できれば

いいですね」という気持ちが参加者のみなさんが共通の意

識となったことが有意義でした。 

 

（2）建築協定地区（運営委員会）の活動 

建築協定を有効に活かすための地区活動の課題や理想的な方法について考えてみましょう。 

・問題がなければ活動の必要はないのでしょうか？ 

・いざ問題が発生した際に、誰が動くのでしょうか？ 

・住民への意識啓発の必要はないのでしょうか？ 

・日頃の協定活動ではどのような活動が有効でしょうか？ 
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【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

建築協定は様々な課題がありますが、全国に広く定着してきています。今、その必要性・重要

性が高まっている時代になっています。地域主体で自分たちのまちを育てていくという意識が

広まってきてもいます。住環境への価値観が、豊かな住環境であることごそが本当のいいまち

として評価されてきています。経済の状況では大きな転換期でありますが、住環境への考え方

も変わりつつある時代です。建築協定の役割もますます高まってきています。それぞれの地区

では多くの課題もかかえていますが、それを克服することでより活動を有意義にさせることが

できますので、いくつかの課題に対して、今日はみなさんの知恵を出し合って方向性を見いだ

していきたいと思います。 

 

【京都市桂坂にれのき北第1・第2 地区 桑原 尚史 氏】 

桂坂地区においては、平成１９年新景観政策の勉強会をおこなったり、

地区計画の勉強会を行っています。また大学の先生やランドデザイナ

ーに来ていただき勉強会を開催し、意識啓発をはかっています。 

京都市建築協定連絡協議会では、以前年 2 回でしたが、現在は年 1 回

の広報誌を配布されていますが、桂坂地区では地区独自の広報誌を作

成して、より身近な広報を配布しています。特に、桂坂地区内の「に

れのき地区」においては壁の色についての規定がありますので、広報

の話題として毎年、周知しています。 

 

【交野市コモンシティ星田HUL-1 地区 鈴木 映男 氏】 

コモンシティ星 田 HUL-1 地 区 で は 、協定から２０年経過しています。地区内の建物は、ほ

とんどが建売り住宅で、２０年たっていますが、大規模工事はまだ始まっておらず、改築工事

は外構や物置の改変程度ですので、地区の住民のみなさんが建築協定をどの程度認識されてい

るか定かではありません。更新のために年４～５回広報誌を発行し、大阪府の連絡協議会の相

談会を利用してアドバイスをうけていますが、地区内の住民のみなさんには、今まで問題がな

いので身近な問題として意識や、逼迫感が無く、「誰かが更新の面倒をみてくれれば、それで

いいかな」という意識のように見えます。そういうところで、地区の住民のみなさんへの啓発

活動の難しさを感じます。更新を前に、地区内で２回ほどアンケートを実施して、更新に対す

る方向性を確認しましたが、アンケートの結果では「自分たちは違反するつもりはない」とか、

「違反的な行為をしていないので自分たちの住み方の自主性にまかせたら」というのがほとん

どです。運営委員会から協定違反の指導を受けたところが２区画ありますが、地区としては更

新の方向性で動いています。 

更新を前に、現協定の厳しい条項を再検討し、現在の建築協定の条項を見直して、実情にあわ

せて変更していく予定です。現協定では、運用解釈としての書類を地区の住民のみなさん全員

にわたしていますが、運営委員会のメンバーが交代すれば、協定の運用解釈も変わるのではな

いか？という危惧もあり、新しい協定に条項として盛り込むことにしています。事前に地区の

住民のみなさんに周知報告していますが、「あらためて自分のまちの良

さがわかった」という意識がでてきています。 

建築協定地区であっても長年住み続けていると、まちの良さがわからな

くなってしまいますが、自分の地区以外の方々から、このまちの良さを

言われて気づいてきます。そのことをふまえて、何度も何度も啓発活動

を続けています。とはいうものの「今までのニュースを見られました

か？」、「配布資料を読まれましたか？」と問いかけていますが、回答は

「内容を見ていません」という答えが多いのが現状で、地区の住民のみ
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なさんへの啓発のむつかしさを感じます。 

 

【吹田市吹田市高野台地区 中道 春樹 氏】 

高野台地区では合意協定を結ぶまでに３年かかりましたが、建築協定に対して懸念を持つ方々

もおられ、「建築協定とは何なのだ？」という意見や、「建築基準法以上の制約をされたくない」

という意見がでてきて、そういう意見がでてきたブロックは、協定を結ぶ際に、そのブロック

の全員が加入しないことになってしまいました。 

ところが、建築協定を結ぶ際に、隣接地指定をするにも、隣接地の方々に承諾がいると解釈し

ていましたが。合意協定をむすぶまでの３年間私たちが活動しているのを行政も注目していた

のか、協定を結ぶ際には、承諾をとっていないところも全部隣接地となっていました。それは

行政側で配慮したものでした。吹田市の行政では、建築協定地区内の隣接地も含めて、この地

区の建築協定の区域で建築の予定かある時には運営委員会に諮るように行政が業者に指導し

ています。隣接地での建築は建築協定の制限は受けないのですが、吹田市は行政として運営委

員会に諮るようにと指導してまちづくりを行っています。 

 

【吹田市桃山台３丁目地区 前田 勝行 氏】 

千里ニュータウンの津雲台地区の 250 坪の区画の敷地を３分割して売りに出すという不動産

業者が出て、問題となりました。その区画の販売チラシを配っているのが、大手の不動産業者

でしたが、３分割して販売するというのをやめてもらえないか申し入れると、「建築基準法に

違反しているわけではない」と返されました。違反していなければマナーを守らなくては良い

のかという例を出して、撤回させましたが、建築という行為は、まちづくりのマナーの問題で

もあります。まちづくりはみんなでマナーを守って行っていただければ、うまく行くのではな

いか思います。そのためには、町をまもる戦術もいろいろあるということです。 

 

【熊本市秋津レークタウン建築協定地区副会長 佐藤 上 氏】 

行政の姿勢に温度差があります。熊本市の状況では建築協定に違反する建物について、建築協

定地区の運営委員会に伝えるという姿勢ではありません。建築確認申請がでたら建築基準法に

したがって許可を出しますが、地区の建築協定に違反しているかどうかには、関知しません。

事件の建築計画については、地区の自治会長の同意書を得たことで、それで建築が認められた

ことになってしまいました。 

危機管理のチェックシステムがうまく機能していない場合は、事態が悪い方に転回します。秋

津地区の事件も、地区の住民の誰もチェックするところがなかったというのが問題でした。４

５０世帯の協定地区の住民が誰一人として気がつかず、建築協定に違反する焼鳥屋が建ってし

まいました。建築された後では、建築協定を盾に訴訟をしても権利の濫用となり、排除できな

くなります。すなわち、そこに建ててしまった後の建築物は、建築協

定に違反していても撤去ができないのです。 

熊本市に、建築協定の協議会のような運動できる組織がなくても、こ

の事件の教訓があることからも、今後はこのような事件は発生しない

と思いますが、大阪に協議会があるのに熊本に今ないのが現状です。

協定に関する情報の共有をしておかないといけないと思いました。事

件の前に協議する組織があれば良かったのにと、とても残念なことを

経験してしまったと思います。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

アンケート結果では、建築協定違反には、行政は関与しないという回答が多いのですが、その
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件について行政の方々にお聞きしたいのですが？ 

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課建築指導係長 鈴木 裕行 氏】 

今回のアンケートについては名古屋市であれば２番か３番とであろうと考えます。平成８年か

ら名古屋市の建築協定連絡協議会を発足しました。基本的には建築協定の同意した方が違反す

るのは、本質的にはあり得ないと考えています。隣接地あるいは地区の外（区域外）のところ

で建築される場合に、建築協定の内容に合致しないものが計画されたときに、地区で問題が発

生します。それが「地区の住民にとっては問題だ」というケースがあり

ます。行政の立場としては、住民のみなさんが自分たちの望む町をつく

ることをサポートするのが行政の役割と考えています。 

建築計画を申請される業者から相談の受けた際には、行政との立場で、

そこに建築協定があることを業者に話して、行政としてできる範囲で、

住民の方々を刺激すると問題が起きる可能性を示唆する場合がありま

す。ただし、建築基準法において適法か違法かどうかと問われると、適

法と言わざるを得ません。 

 

（3）地区住民と行政および開発者（ディベロッパー）との関係 

協定運営上のトラブルを起こさないために、協定地区と行政、宅地開発者との役割分担は 

どうあるべきか話し合いましょう。 

・協定設立時の違い（一人協定、合意協定）による影響はないでしょうか？ 

・協定の更新時期にたっした場合には各々が何をすべきでしょうか？ 

・現行の建築確認の仕組みに課題はないでしょうか？ 

・協定のトラブルが発生した時に行政の関わりはどうあるべきでしょうか？ 

・隣接地への対応はどうあるべきでしょうか？ 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

住民の対応については、行政から業者に“ひとこと”あると、業者も襟をただして対応するの

で、行政が協定地区の側面からサポートしていただければ良いのではと思います。また協定地

区の住民も更新の際に、初めて知るというところもあります。さらに行政側も建築協定を意識

していないところもあります。協定の更新時期が近づいた時に、住民がはじめて建築協定を知

ることで、建築協定があったから平穏無事にくらしてきたということに気づくというように、

消極的でありながら継続している例もあります。建築協定のないところは、まちの状況がたい

へんなことになりますが、建築協定があったからこそ、そのまちを維持できているということ

を、日常的に伝えていくのが重要です。本来、建築協定の住民のみなさんが自分たちのまちを

自分たちが責任もって進めていくというのが重要なのですが、様々な方々の協力によって、建

築協定を支え合って広めて行く必要があります。 

 

【福岡市名島２丁目１区(船頭町)地区 安部 嘉孝 氏】 

私は、福岡市の前職場で建築協定を担当していましたが、自分の住んでい

る地区で建築協定を作ろうとして、町内の方々と話をし、建築協定のワー

クショップを作り１年をかけて建築協定の締結まで至りました。行政の担

当としてまた建築協定地区の住民として両者の接点をどう見つけていくの

かが課題でした。建築協定を考えた上で、日常の生活で隣接地の方々とど

うつきあうのかが課題でした。協定の運営を進めていく中で隣接地の扱い
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をどう考えていくべきなのか？明確な回答があるということはできません。それは、現に自分

が建築協定地区に住んでいるということから、率直な感情として持っています。現に、デベロ

ッパーが隣接地で建築行為をされているところがありましたが、建築協定のルールに適合した

建築にして欲しいとお願いしました。強制しているわけではないのですが、お願いしてその結

果としてデベロッパーさんの好意により、建築協定に合致した建築がなされたと考えています。

建築協定地区での長い生活の中で近所としてつきあっていく中で、隣接地の方々とのつきあい

もありますので、相互に感情なり気持ちを思いやることが必要と思います。 

 

【熊本市秋津レークタウン建築協定地区副会長 佐藤 上 氏】 

熊本市では、市街化調整区域に建築計画をする際には、第 1 種低層住居専用地区と同等の規制

ができないので建築協定が開発の条件となっています。県知事が指定して開発を許可して建て

たところですから、業者が建築協定地区内の土地に建築計画を申請する際には、「建築協定に

違反しないように」と注意を喚起したり、「違反すると裁判になってたいへんなことになりま

すよ」というような警告を業者に言って欲しかったのです。建築協定地区の住民に対して日頃

から運営委員会を立ち上げて建築協定運営の指導も無い中で、行政の実態として自治会長の同

意書をもらってくれば建築が可能というような指導を、間違ってされてしまい、事件がおきた

後で、建築協定地区の住民が市役所に相談に行ったときには、行政には権限がないと突き放ね

てしまい、建築協定地区の住民と行政が敵対するような体質になってしまいました。今では行

政に建築協定の話を出すと、行政側がパニックとなってしまう状態です。またある地域では都

市計画法７３条で建築協定を速やかに締結することを条件として開発されたのですが、建築協

定を結ばれてないと開発許可がおりないはずなのに、開発から１０年間経過しても建築協定が

全く結ばれて無い状態で通用しているのが現状です。 

建築協定の運用・指導において行政間の地域差の大きな温度差を感じます。九州の熊本市の建

築協定地区の中だけでも注意喚起を広げないといけないと思いますが、行政でも、建築協定の

運用・指導の資質を高める活動をしていただければ良いと思います。 

 

（4）地区活動の持続的な運営 

円滑な協定運営を持続的に行っていくために、地区の運営委員会で取り組むべき課題や 

目指すべき姿について考えてみましょう。 

・開発者管理から住民主体の運営委員会へ発展させるためには何をすべきでしょうか？ 

・協定運営の原資を確保するためにはどうしたらよいでしょうか？ 

・地区の成熟化にともなう住民の高齢化や委員の後継者問題、空家・離散化などの課題に 

どう取り組んでいくべきでしょうか？ 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

横浜市は建築協定の課題に対して行政が前向きに取り組んでいますが、行政と建築協定地区の

関係はどのような状況でしょうか？ 

 

【横浜市西武金沢文庫住宅建築協定地区 鈴木 稔 氏】 

横浜市でトラブルが起きているのは穴抜け地と協定地区内隣接地です。

協定地区の住民のみなさんの自分たちの権利として協定を結ばれてな

い土地に強要しているところで、トラブルが発生しています。横浜市は

穴抜け地や協定地区内の隣接地であろうが、区域内全部に対して協定は

１００％承諾をとることを義務づけている。穴抜け地や隣接地は建築協
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定がおよばないところで協定には縛られないという法的解釈です。建築協定の地区の住民が問

題にするのは穴ぬけ地、隣接地と、ミニ開発での未建設地です。横浜市の対策として、建築協

定地区の住民に、協定区域内隣接地、すなわち法的な隣接地と自分たちが考える区域に接する

隣接地の意味が異なることを認識してもらうようにしています。 

横浜市では、建築協定の隣接地の設定申請があるところ対して建築確認の申請が提出されとき

には、業者に対して建築協定地区の方々と話し合うことを行政的に必ず通知するように指導し

ています。 

問題は民間の建築確認認可機関ですが、民間の認可機関で申請を受付けた時点で市にその報告

が入ります。報告が入った時点で、申請箇所が建築協定地区内の隣接地であることを、市から

業者に直接連絡することになっていますが、実務としては民間の認可機関を介しているとみえ

ます。ただし、建築協定地区側も、建築協定の新設・更新の際に、隣接地届けと建築認可申請

の際の連絡要請の届け出をしておかないと、隣接地で建築認可申請があっても通知の連絡は地

区の運営委員会に相談が来ません。行政側では、協定地区だけを守るのではなく、建築協定地

区内に建設する業者も地区の住民も同じレベルで取り扱うというシステムとなっています。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

協定地区からあらかじめ建築認可申請の際の連絡要請があれば、隣接地であっても建築確認が

認可される前に報告されるのですね。 

 

【横浜市西武金沢文庫住宅建築協定地区 鈴木 稔 氏】 

建物の内容についてではなく、建築認可申請が出されていますよという通知です。業者側に対

しては、そこに建築協定地区があることを行政から 100%通知しますが、その後、業者が建築

協定地区の運営委員会に相談に行くかは定かではありません。このシステムは、１年以上経過

して定着してきましたが、建築協定地区の運営が日常的に行われていないと、業者が建築協定

地区に問合せの連絡をしても対応がないというケースもあります。建築協定地区の運営委員会

が機能して運営されているかが問題です。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

建築確認の前に事前に運営委員会に届けるシステムは神戸市が以前から行われていたようで

すが？ 

 

【神戸市都市計画総局建築指導部安全課指導係係長 鷲尾 真弓 氏】 

神戸市では、確認申請を出す前に事前に神戸市に事前に届けるように条例

に位置づけています。 

建築協定だけでなく、地区計画やその他の都市計画や宅地に依存する関係

で様々な書類を出さないといけませんが、部署が多岐にわたっています。

市で建築確認申請を一括管理していた時代は、その管理ができていました

が、民間の認可機関に委託するシステムでは、届け出が漏れる場合も予測

されるので、建築確認申請の前に事前に「これらの書類が必要となります。」

という情報提供をしています。建築確認申請される前に、その土地が建築協定の地区に入って

いるかどうかを申請者に必ず知らせます。事前の届け出がだされたあと「建築確認申請の前に

建築協定地区と相談してください」と事前協議が必要であることを認識してもらうようにして

おり、行政として建築安全課が窓口であることも知らせ、業者から問い合わせがあれば業者に

建築協定の連絡先を知らせており、その後は建築協定地区にまかせています。 

建築協定地区の運営も地区により温度差に違いがありまので、建築協定地区側も積極的なとこ
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ろや消極的なところもあり、対応も異なります。 

建築協定という制度は古くからありますが、新しい制度として住民自治という視点で、住民が

わがまちをよくしていくという思想があります。今では、自分たちのまちは自分たちで良くし

ていくという、エリアマネジメントの流れが大きくなる中で、まさしく自分たちで建築協定地

区を運営していくということを大事にしていく必要があります。建築協定地区のできるだけ多

くのみなさんに建築協定そのものを理解してもらうことを目的として、広報・普及を連絡協議

会と協議して進めています。今年度は、新任委員長や役員を中心に２～３回研修会を行ってい

ます。運営委員の役員さんは１～２年で交代されるので事前協議が何か、建築協定は何かと言

うことの研修会を、毎年繰り返しつつ行い、研修会で地区同士の情報交換をしています。 近

では建築協定のマンガを国の補助金で作って配布しています。文章だけでは理解しにくいとこ

ろをマンガで普及して行きたいと考えています。インターネットでも掲載していき、できるだ

け広く情報を提供していきたいと考えています。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

事前審査の件ですが、用途地区は都市計画図で示されているのに、景観協定・建築協定は民間

であるから地図に載せないということになっているようですが、地図にプロットすると、一目

瞭然でわかるのに、なぜ協定地区を掲載した地図を作らないのでしょうか？ 

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課建築指導係長 鈴木 裕行 氏】 

名古屋市のインターネット・ウェブ・サイトには、建築協定の地区名エリアを地図におとした

PDF のファイルを掲載しています。ただし、隣接地や穴抜け地の詳細がわからないようにざ

っくり掲示しています。建築協定の位置図の下に「そこに建築協定の地区であるので、建築計

画の際は建築協定地区の運営委員会と相談してください」と掲示していますが、運営委員会の

連絡先は掲載していないので、行政に業者から連絡できるようになっています。設計の時点で

は土地の条件で設計方針が異なりますし、土地売買の方はその土地の重要事項の説明に必要で

あるので、必ず行政に問い合わせがあります、 

 

【福岡市名島２丁目１区(船頭町)地区 安部 嘉孝 氏】 

名古屋市の地図では、隣接地も含んで掲載しているとのことですが、隣接地の住民の方々から

「自分の土地は建築協定ではない」というクレームがでないのでしょうか？ 

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課建築指導係長 鈴木 裕行 氏】 

法律的な用語では建築協定地区という言葉ですが、インターネット・ウェブ・サイトでの表記

には建築協定の地域ということばに変えており、クレームがあれば用語の異なることを説明す

るつもりです。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

認可申請の添付図の建築協定区域図では外枠で全体を示してあり、隣接地は区域図の内側なの

で良いのではなのですか？ 

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課建築指導係長 鈴木 裕行 氏】 

インターネット・ウェブ・サイトでの公開は細かなところは示していませんが、担当課には認

可地図を用意しています。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 
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民間の確認申請で、実は民間申請の認可の後で建築協定だとわかったという事例もありました

が、誰が見てもわかる仕組みができないのでしょうか？ 

 

【名古屋市味鋺東地区 伊藤 政行 氏】 

実は、毎年行っているのですが、明日(11/30)から民間の建築認可の審査

機関と不動産業者を１５ヵ所くらい訪問して、建築協定地区について業務

の中で意識してもらうように要請しに回ります。 

 

【名古屋市住宅都市局建築指導部建築指導課建築指導係長 鈴木 裕行 氏】 

毎年、連絡協議会の活動のひとつとして行っているのですが、民間の検査機関ができた後、４

年前から行政だけでは対応ができないと認識し、建築協定地区の区別のリストと地図を用意し、

不動産協会、指定確認審査機関におねがいして、毎年そのリストと地図の配布方々お願いして

います。その効果があるかは定かではないが、相手方にも対応してもらっているので、大丈夫

と思っています。 

 

【京都市桂坂にれのき北第1・第2 地区 桑原 尚史 氏】 

民間の建築確認機構に出す前に神戸市では条例で定めているとのことですが、その条例の名称

は何というのでしょうか？ 

 

【神戸市都市計画総局建築指導部安全課指導係係長 鷲尾 真弓 氏】 

神戸市民の住環境等を守る条例と言います。 

 

【交野市コモンシティ星田HUL-1 地区 鈴木 映男 氏】 

大阪府の確認方法は他の都道府県と異なっていて、調査報告書制度というのがあって必ず市町

村を経由することになっています。手数料の１５％が市町村に還付するという制度で、民間の

建築確認審査制度の開始後は、確認は全て必ず市町村を経由するかたちになっています。確認

はどの民間の確認審査機関であっても、市町村を経由して調査報告に用途地域や建築協定の有

無等を記入されたものが添付されることになっています。 

建築協定の方々が市町村にその建築協定地区内に建築計画が申請されたら、地区の運営委員会

に知らせて欲しい旨を事前に市町村に申し出ておくと、調査報告が市町村に経由する際に市町

村から地区に連絡されます。なお、市町村には建築協定地区の役員が替わると一覧表を出すこ

とになっています。 

 

【堺市茶山台３丁東地区 久保寺 捷治 氏】 

堺市では、以前は民間の確認審査機関が確認申請の認可を出した後で、その報告が地区にまわ

ってくるシステムになっていましたので、認可がおりた建築協定内の建築の基礎工事が始まっ

てから、工事を止めさせたことがあります。その件がきっかけで、建築協定地区の運営委員長

と堺市の間で、事前審査を必ず建築協定地区の運営委員会に諮ることという念書を取りました。

建築協定地区の運営委員会の了解をとってから建築確認の認可をすることになっています。ま

た建築の同意もとめる範囲をしめしており、建築協定の有無にかかわらず建築計画の場所から

１０m の範囲の隣接の住民に同意をとることが必要となっていますので、おかしな開発は止め

られる有効な方法となっています。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

各市町村のそれぞれの建築協定で取組みがなされていますが、取組みの足並みをそろえて行政
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運用がなされるような仕組みが必要ではないかと考えます。地域のことを考えずに地元の住民

に嫌われたら企業も育たないように見えます。どのように取組むことが良いのは課題ですが、

建築協定地区の住民は住民として、また行政は行政として、デベロッパーはデベロッパーとし

てそれぞれの役割があります。建築協定には様々な課題があり、高齢化、運営委員の負担、世

代交代、後継者問題。空き家、土地所有者不在の問題がありますが、建築協定を永く続けてい

くことが重要です。 

 

【吹田市桃山台３丁目地区 前田 勝行 氏】 

以前、１７年ほど前に神戸市を訪れた際に、「神戸市には自動延長の制度は認めているのだが、

自動更新が、１度のみ」と聞いていましたが、実際はどうなのでしょうか？ 

 

【神戸市都市計画総局建築指導部安全課指導係 橘 佑一郎 氏】 

神戸市は自動更新は認めていますが、建築協定地区全員の過半数の同意を取って反対者が過半

数にならないときは、そのまま更新されてしまうので、神戸市の指導としては、「なるべく建

築協定の見直しを十年毎に地域で諮ってみては如何ですか？」ということで、あまりお勧めは

していません。ただし自動更新しては認めていないとは、言っていません。 

 

【名古屋市味鋺東地区 伊藤 政行 氏】 

名古屋市では、自動更新は１回しか認めていません。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

一人協定の開発者が管理している状態から、住民主体の運営委員会に移行するときに何をした

らよいのかという問題ですが、私の地区の場合、建築協定の更新時に際し、いざ更新手続きを

始めたら、こんな大変なことをするのかと思いました。その時に、不在地主や海外居住者や外

国人の居住者がおられました。合意書についても、日本人は実印の押印と印鑑証明が必要なの

に、外国人は実印がないから、合意書は手書きのサインで良いということでしたので、それで

は日本人も合意書はサインで良いのでは？ということから大阪府建築協定連絡協議会で、更新

時の合意書で実印および印鑑証明を不要にしたら良いのではという提案をしました。大阪府建

築協定地区連絡協議会から大阪府行政連絡会議に要望して府内の市町村にも広めつつありま

す。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

一人協定の開発業者から住民へ運営委員会を引継ぐ際に、行政の方からどのような指導をして

いるのでしょうか？ 

 

【神戸市都市計画総局建築指導部安全課指導係係長 鷲尾 真弓 氏】 

開発業者に一人協定として認可する場合は、認可の前の公聴会の場がありますので、将来住民

が住まわれ開発業者が関わらなくなる際に住民に円滑に引き継げるようにするために、それま

でに建築協定の内容のマニュアルを開発業者が作られて、住民主体の運営委員会に問題なく引

き継げるようにしておくようにと、公聴会の場で開発業者に伝えています。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

そのとおりに開発業者がしていると思いますが、住民へ引継ぎの書類を渡して「住民たちだけ

で運営してください」というだけでは実際運営はできないと思いますが？ 
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【神戸市都市計画総局建築指導部安全課指導係係長 鷲尾 真弓 氏】 

神戸市の建築安全課としては、更新時にアドバイザーの派遣をしています。合意協定の新規協

定締結の場合と、更新で一人協定から合意協定に更新の際にアドバイザーを派遣できることに

なっています。 

 

【交野市コモンシティ星田HUL-1地区 鈴木 映男 氏】 

開発業者でも、建売りで分譲する場合と土地区画の分譲の場合で、そのまちの熟成度が異なり、

その違いが大きいと思います。コモンシティ HUL―１地区の場合は、たまたま８０％が建売

り分譲で、まちの熟成度が高かったので、入居３年目で開発者から入居者に移行の話がでてき

ました。その際、公募しても運営委員会の委員の候補メンバーが出なかったので、建築にかか

わる専門分野に従事していた住民をピックアップされて、私もそのメンバーのひとりとなりま

した。その当時は、開発業者も区画を保持する地主の立場でもあったので、建築協定運営の準

備委員会を作り、開発業者に協力も要請し、開発業者側の専門家も含めて、一年かけて準備を

しました。広報活動も必要で、会員からも会費を集めて準備をし、一年後に正式な住民の運営

委員会に移行できました。 

一方、宅地分譲の場合は、まちの熟成度が遅く 10 年間立っても 50%に満たないという場合

もありますので、いまだに開発業者が主導で運営委員会の運営がなされています。10 年も経

てば宅地分譲なので違反的な建物が立ちはじめます。建築主は個人なので、ある程度違反条項

があっても厳しくないため、開発業者から運営委員会を移行する場合に、不適格な建物がある

状態で引き継ぐことになります。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

この建築協定の制度の話になるので、あまり言及したくないのですが、ひとつはいいまちを作

りたいという行政側の思惑、市街化調整区域には建築協定をつけないと建てられないという行

政側の指導で、デベロッパーに指導されています。また協定というのは住民間の民間契約とい

うのが大前提です。認可の時は、一人協定つけて協定を行いなさいと開発業者に指導し、認可

が済んだあとは、開発業者がその運営を握った状態のままで、建築協定の意味をなしていない

状態になっている場合があります。 

制度として一人協定と合意協定がひとつの制度にあること事態が疑問です。円滑に開発業者か

ら住民に運営委員会を移行できれば良いのですが、一人協定で、開発後に入居される住民は建

築協定があると思う程度で、大きな意味合いと思っていない人がほとんどです。住民の運営委

員会が機能するのは、更新時期になって“建築協定って何”というところからスタートします。

入居の際の重要事項の説明に書いてあるので、それを読んでいないのがおかしいと言われても、

それほど重要に思っていません。 

 

【名古屋市味鋺東地区 伊藤 政行 氏】 

行政は市役所の担当者は３年で交替してしまうので、住民に移行するまで見届けることができ

ません。 

 

【京都市桂坂にれのき北第1・第2 地区 桑原 尚史 氏】 

行政が面倒をみていただければ結構な話なのですが、建築協定の協議会が民間の組織ですから、

デベロッパーが運営委員会を持っている地区に住民主体の運営委員会への移行を協議会から

働きかけるのが良いのではないでしょうか？建築協定地区が立ち上がって１～２年の間に草

の根的に行っておく方が良いと思います。 
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【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

大阪府建築協定委地区連絡協議会総会に開発業者の方が出席されていて、自社の開発地域に建

築協定地区があるのだけれど、建築協定の協議会があることさえ知らないし、デベロッパーの

方が協議会に運営委員会の立ち上げのアドバイスをお願いされた。土地分譲なら土地が転がさ

れると誰が管理しているのかわからなくなります。デベロッパーから運営委員会を立ち上げる

仕組みが必要と思います。 

 

（5）地区間・行政間の情報交換 

全国に広がる協定地区・行政間どうしの情報交換や連携のあり方について話し合いましょう。 

・建築協定地区連絡協議会や建築協定行政連絡会議の組織を広めていくにはどうしたら 

よいでしょうか？ 

・都道府県間の情報交換を不定期でも開催できないでしょうか? 

・全国の協定地区で共通して抱える課題や制度上の課題などについて共有する方法は 

ないでしょうか？ 

・共通の課題に対して何か対策が考えられないでしょうか？ 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

デベロッパーに運営委員会の立ち上げのアドバイスすること、それが、まさしく連絡協議会が

果たすべき役割ではないかと思います。同時に運営のノウハウも伝えていくのが必要でしょう。

建築協定は現実的には一人協定が大半であり、一人協定の期限が切れて更新しないといけない

ときに初めて住民主体に移るのが大半です。協定タイプ別の更新で、合意協定地区と一人協定

地区を比較したものでは、更新率は一人協定の方が高く、約６５％ですが、その２／３以上は

自動更新であり、自動更新だから更新されています。何もせずに更新されていく地区で、そう

いうところで如何に建築協定の運営を住民主体にしていくかが課題となります。 

例えば行政で運営委員会の連絡先とか運営状況を確認する取組みをされているところはある

でしょうか？ 

 

【横浜市西武金沢文庫住宅建築協定地区 鈴木 稔 氏】 

横浜市では建築協定の期限の２年前に行政から更新準備の連絡があります。更新の手続きにつ

いては行政で更新マニュアルを発行しています。また更新時には市の職員が現地に出向いて説

明します。コーディネーターもいるので、建築協定地区から要請があれば派遣もします。 

建築協定の更新に対してはバックアップ体制もできています。一人協定の自動更新が多く、合

意協定では自動更新が少ないというと、決してそうではありません。更新の手続きが合意協定

を作るのと同じだけの労力が必要で、これが建築協定地区の住民にとって、煩わしい手続きと

なっているので自動更新を採られることになります。この自動更新が後々問題となり形骸化し

てしまいます。どんな協定があるのか、協定の内容も理解されていない状態にもなります。建

築協定があることだけを知っており、その内容を知らない状態です。 

個人的な提案として、自動更新の１回は認めるとして、協定の満期の前に協定地区全員に確認

をとり、例えば協定地区全員の 2/3 以上の確認で同意とるようにしてはどうかと考えます。

廃止は過半数以上の賛成で廃止ができるのですが、何もせず黙っていれば自動更新で継続され

る自動更新のシステムが問題です。横浜市の協議会では、自動更新の前に必ず地区の住民に更

新について問いかけをするように勧めています。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

協定の自動更新の際でも、必ず地区の住民に確認するということが重要ですね。建築協定を永
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く運営してくると住民が疲れてきて、地区計画に移行する地区もあるのですが、その点でどう

でしょうか？ 

 

【横浜市西武金沢文庫住宅建築協定地区 鈴木 稔 氏】 

横浜市では地区計画に移行しているは６地区ほどありますが、概ね８００区画以上の協定地区

で、規模が大きすぎて運営委員会の目が届かないところです。違反が出た場合の運営委員会に

よる是正措置が不可能に近く、違反に対して裁判をしても勝訴することが難しい。勝訴した場

合でも費用の問題は、違反者がもつことになっていますが、現実はそう簡単には行きません。

運営委員会の役員のなり手がいないということもあり、また他人の土地の権利について協定で

制限する立場の委員にはなりたくないという住民もあり、地区計画なら行政が全てくれるとい

うことから、800～1600 区画の建築協定地区が地区計画に移行しました。 

その地区が地区計画に移行後、地区計画では建築物の改変は１m2 以上でも行政に届けないと

いけないのですが、無届けで建築改変しているところに対して、行政にチェックして欲しいと

申し入れしても、協定だけでも手に負えなく大変なのに、いまの行政のスタッフではチェック

まで出来ないと断られて、住民の手で調べて報告して欲しいと言われます。 

建築協定そのものの中には、協定委員は協定を守るために活動しなさいと決められているが、

地区計画に移行して建築協定が無くなってしまうと自治会の中で自分たちのルールを作らな

ければならなくなります。そのルールは地区のどこにも表示されなく、そこにまたトラブルが

発生します。そういうこともあり、一時は地区計画への移行の話が多かったのですが、現在は

少なくなってきています。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

建築協定は手が掛かって、厄介なものだが、住民自身でしっかり協定を護っていくのが基本と

いうことでしょう。身近な住環境作りには住民自身の意志が大事で、その精神が無い限り、地

区計画に移行しても決して有効には働きません。 

本日のワークショップを開始してから今まで、有意義な時間を共有でき、建築協定に関する情

報を多いに交換できたのですが、問題はこういった情報を如何に共有してさらに継続して発展

していくことが大事であり、全国からわざわざかけつけていただいた一番大事なことではない

かと思う。連絡協議会は６府県でありますが、全国に広めていけないでしょうか？まず連携を

広めていくことが大事でしょう。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

大阪府には建築協定行政連絡会議がありますが、行政連絡会議でどういうことをしているの

か？ 

 

【岸和田市まちづくり推進部建設指導課  山田 誠二 氏】 

建築協定連絡協議会で年に１度見学会、年に１回総会で、府の広報誌年２回だったのが年１回

発行されています。岸和田市では市の連絡協議会はありませんが、建築協定の更新が近い地区

があります。市内の一人協定地区でデベロッパーが倒産したところで、その後をどのように面

倒みるのかが課題です。 

 

【吹田市桃山台３丁目地区 前田 勝行 氏】 

そういう話が、大阪府建築協定地区連絡協議会に相談を持ちかけていただきたい。大阪府建築

協定行政連絡会議で建築協定地区連絡協議会との連携がいまひとつのところがあります。 
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【京都市都市計画局建築指導部建築指導課企画基準係長 文山 達昭 氏】 

横浜・名古屋・京都・大阪・神戸・福岡の６府市の行政の連絡会議を横浜市で持っています。

毎年２月～３月頃に開催している。京都市として、更新の時の実印の廃止について、その６府

市の連絡会議の話を受けて開始しています。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

その会議の結果を協定地区に開示しているのでしょうか？ 

 

【京都市都市計画局建築指導部建築指導課企画基準係長 文山 達昭 氏】 

連絡会議として決議の結果を出すのではなくて、それぞれの自治体の意見と課題を持ち帰り、

それぞれの自治体で解決することになります。他府市の良いところを持ち帰って、各々の自治

体で展開しています。連絡会議での情報については、市の建築協定連絡協議会の役員に伝えて

いる。 

 

【吹田市桃山台３丁目地区 前田 勝行 氏】 

大阪府では予算縮小から、大阪府建築協定地区連絡協議会で会費を集めることになりましたが、

会費制を採用すると、行政から独立したように見られ、支援が縮小されるという欠点もありま

す。全国の行政の連絡協議会があることも知りませんでした。６府市の連絡協議会が実施され

ていることはとても良いことと思いますが、残念ながら聞いておりませんでした。 

 

（6）全国の協定地区が連携を進めるための課題と実施にむけて 

 連携を進めていくために、これから重点的に行うべきことは何なのか、まとめてみましょう。 

・全国の協定地区が連携して重点的に取り組むべき課題は何でしょうか？ 

・連絡協議会はどのような役割を果たせばよいでしょうか？ 

・連携の組織づくりをどう構築していったらよいでしょうか？ 

・協働で取り組むべく具体的な活動を何か提案できないでしょうか？ 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

これだけ全国に建築協定が拡がってきましたので、これからはひとつの地区で悩む必要はなく、

情報伝達の手法も拡がってきましたので、地区の悩み事を共有し、全国の建築協定地区みんな

で解決するような仕組みを構築することは難しくありません。せっかく集まっているので良い

アイデアがないでしょうか？福岡市の協議会のインターネット・ウェブ・サイトには投稿でき

るところがありますが、情報交換で有効に見えます。 

 

【福岡市名島２丁目１区(船頭町)地区 安部 嘉孝 氏】 

まちなみルール作り支援センターのインターネット・ウェブ・サイトに投稿できるところがあ

りますが、使い方がまだわからない方が多いのか、その機能がまだ発揮されていません。協定

地区の広場というのがそれで掲示板にパスワードがあります。 

 

【吹田市吹田市高野台地区 中道 春樹 氏】 

行政と建築協定地区の住民の対話ということでは、神戸市と横浜市の事前申請制度で、制度の

運用の仕方は運営委員長の姿勢で変わってきます。 

 

【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

建築協定連絡協議会事務局で担当されている方は、前向きな姿勢の方が多いのですが、地元の
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市の担当者にとっては建築協定は認可関連の業務の一部でしかありません。 

都道府県をまたいで情報交換ができれば良いのですが、例えば大阪府であれば府で纏めること

ができ、協議会のあるところはそこで纏めることができますが、全国のレベルとすると、どう

纏めたらよいでしょうか？ 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

建築協定に関心のある方が NPO 団体を作っているところもあるので Web Site を作ってもら

うこともできます。個別に苦労しているだけでは苦労が報われません。全国の建築協定の人た

ちが知恵を出し合い、建築協定の改善の提言を出す等、みんなで力を合わせて取り組むことが

重要です。 

 

【吹田市高野台地区 中道 春樹 氏】 

国が観光政策を勧めて、景観のよいまちづくりをしようとしています。国で建築協定地区をバ

ックアップできるようなシステムを作ってもらえば変わるのではと思います。建築協定で縛る

というネガティブのイメージより、建築協定で良い環境を作っていくためにサポートして欲し

いということを表にだして欲しい。 

 

【熊本市秋津レークタウン建築協定地区副会長 佐藤 上 氏】 

建築協定の裁判では相当高い授業料を払いましたが、それが無駄にならないように熊本市以外

にも伝えたいですし、自分たちの熊本市の中でも、建築協定をうまく運営されるようにしてい

きたいと思います。行政の窓口では相談事も進まないので、市長に面談して市政の方針自体を

かえてもらうのが早い方法です。行政間の横の連携で情報交換すると言っても、どのように市

の長がまちづくりに積極的に関わっていくのかが問題です。市長を選んだのが市民ですが、ま

ちづくりが市長に姿勢にゆだねられると、これは悲観的になります。建築協定の裁判で 470

区画の意気が上がってきましたが、熊本市以外との建築協定地区の横の連携ができていれば、

こんな結果はならなかったとおもいます。かつて建築協定の法制度で、一人協定の改正の際に

おいて、参議院の建設委員会の中の議論において、特定行政庁が是正請求に対して法的拘束力

のない制度で運営していけるのかという質問に対して、当時の建設省の住宅局長の答弁では、

特定行政庁が指導しているものと思いますと答えています。 

国のビジョンﾞは、政策でもあり、住民が勝手に行うことではないとおもいますが、国に指導

を求めていくのが必要であるとおもいます。全国からの質問が投じることができるコーナーが

インターネット・ウェブ・サイトをつくり、あれば質問をあげていくようにしていけばどうで

しょうか？ 

 

【高山市下一之町建築協定地区 島田 政吾 氏】 

日本の観光立国をめざすということで、政策がとられていますが、日本の住宅は築後 30 年程

度で立て替えとなっています。今までは 30 年建つと立て替えていまし

たが、これからは 100 年に１回しか立て替えることはできないのでは

ないかと思います？ 

そのことを考えると建築協定は重要であり、これが全国レベルで出来れ

ば国にも声が伝わっていくと思いますので、全国レベルの建築協定の大

会を実施し、その大会の結果をもとに国に要望し、それぞれの自治体に

もどしていくことが望まれます。是非ともそのようにお願いしたいと思

います。 
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【交野市交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地地区 山口 博之 氏】 

昨日、近畿地方整備局から主賓として住宅局建政課の大坪課長が来られて

いましたが、建築協定については、地方整備局の所管外だそうです。国で

は国土交通省住宅都市市街地建築課が建築協定を主管しています。 

今回、大阪府建築協定地区連絡協議会が主催していますので、ここで高山

市の島田さんのご提案を受けて建築協定において次の提言をしたいと思い

ます。 

・全国版の建築協定地区の連携組織を作る。 

・定期的な情報交換の場を開催する。 

・組織運営の財政支援を要望する。 

これらのために、準備する組織を立ち上げる。如何でしょうか？ 

（全員拍手で賛成同意） 

 

【吹田市桃山台３丁目地区 前田 勝行 氏】 

ここに集まっておられる方は立ち上げ全員メンバーとして進めることが必要だと思います。 

 

【座長：京都工芸繊維大学大学院 鈴木 克彦 教授】 

この連携組織は継続的に進めることが必要です。準備委員会のために仮のインターネット・ウ

ェブ・サイトをたちあげるとか、メールの交換から始めたらよいでしょう。 

資金の問題がありますが、幸い今年は大阪府建築協定地区連絡協議会に予算がつきましたが、

毎年このような助成制度を積極的に利用されるのが良いと思います。建築協定地区のみなさん

が住環境をよくするために努力していることが、豊かな生活の素地となります、将来的におい

て、大きな税金が投じられて一般の住環境の悪化を防ぐことが行われる一方で、民間で常に持

続的に良好な住環境を作っていくことが社会に貢献するという姿勢で、共通の認識にたって取

り組むことが必要だと思います。 

イギリス人はうまく住宅作りを行いますが、まちづくりをサッカーに例えています。フォワー

ドばかりではまちづくりはできない。デフェンスやミッドフィルダーがそこに構えて、それら

をコントロールする監督がいて、戦術があるからこそいいチーム作りができると言います。 

みなさんのパワーが継続して取組出来るように頑張っていくことを願います。 
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【参考資料】 

 

期間満了になった全国の建築協定の更新実態を調査した結果を紹介します。調査は 1989 年と 2002

年に行いました。2002 年の方が更新率は高まっていますが、自動更新が大幅に増加しています。 
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%  

図－１ 建築協定の更新実態 
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図－２ 協定タイプ別の更新実態（2002 年調査） 
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図－３ 更新に伴う協定内容の変更実態（住宅地のみ、2002 年調査） 
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表-1 都道府県別の建築協定の更新実態（2002 年 3 月末時点）・その１ 

 

更新地区（％） 失効地区（％） 
自治体名 

満期協定 
件数 再締結 自動更新 変 更 失 効 地区計画 

H14.3 末 
有効協定 

北海道 16  37.5  62.5  15 

青森県 2  50.0  50.0  3 

岩手県 6  33.3  66.7  1 

宮城県 8    25.0 75.0 4 

秋田県 17  29.4 11.8 58.8  30 

山形県 0      1 

福島県 38  100.0    103 

茨城県 65 4.6 72.3 3.1 20.0  113 

栃木県 10  50.0 40.0 10.0  19 

群馬県 39  71.8  23.1 5.1 48 

埼玉県 193 21.8 39.9  24.4 14.0 123 

千葉県 111 29.7 18.9 0.9 32.4 17.1 135 

東京都区 37 13.5 21.6  64.9  65 

区 部 44 11.4 15.9 2.3 47.7 22.7 69 

神奈川県 149 37.6 50.3 4.0 7.4 0.7 187 

新潟県 12  75.0  16.7 8.3 25 

富山県 28 3.6 21.4  75.0  29 

石川県 8   12.5 87.5  14 

福井県 0      12 

山梨県 8  100.0    39 

長野県 4    75.0 25.0 35 

岐阜県 3 33.3 66.7    6 

静岡県 51 2.0 90.2 2.0 3.9 2.0 118 

愛知県 69 14.5 33.3  23.2 29.0 59 

三重県 1    100.0  9 

滋賀県 12 25.0 66.7  8.3  37 

京都府 13 30.8 46.2  15.4  40 

大阪府 70 57.1 17.1 1.4 21.4 2.9 255 

兵庫県 147 6.8 57.8 0.7 14.3 20.4 144 

奈良県 6   16.7 83.3  15 

和歌山県 10  60.0 10.0 30.0  18 

鳥取県 0      1 
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表-2 都道府県別の建築協定の更新実態（2002 年 3 月末時点）・その２ 

 

 

更新地区（％） 失効地区（％） 自治体名 満期協定 
件数 

再締結 自動更新 変 更 失 効 地区計画 

H14.3 末 

有効協定 

島根県 1   100.0   19 

岡山県 25  48.0  44.0 8.0 18 

広島県 12 8.3 33.3  41.7 16.7 28 

山口県 8  12.5 12.5 75.0  37 

徳島県 3  100.0    8 

香川県 0      0 

愛媛県 3  100.0    6 

高知県 3  100.0    4 

福岡県 34 2.9 94.1  2.9  62 

佐賀県 4 25.0 25.0  50.0  6 

長崎県 16  6.3  12.5 81.3 19 

熊本県 31 3.2 74.2  16.1 6.5 52 

大分県 19  94.7  5.3  47 

宮崎県 2  100.0    11 

鹿児島県 1    100.0  3 

沖縄県 11  45.5  54.5  25 

札幌市 2 100     5 

仙台市 49 2.0 16.3  18.4 63.3 20 

さいたま市 13 92.3 7.7    13 

横浜市 175 46.9 16.6 1.7 33.7 0.6 174 

川崎市 14 42.9 7.1 14.3 28.6  13 

千葉市 25 60.0   28.0 12.0 18 

名古屋市 25 84.0 12.0  4.0  33 

京都市 33 30.3 63.6 6.1   59 

大阪市 12 58.3   41.7  7 

神戸市 64 31.3 59.4 1.6 7.8  91 

広島市 23 4.3 47.8  47.8  27 

北九州市 7  57.1  42.9  17 

福岡市 17 64.7 5.9  29.4  22 

合 計 1,808 22.5 41.8 1.6 24.3 9.7 2,616 

- 60 -



 
 

建築協定地区連絡協議会が設立されている協定地区（横浜市、名古屋市、京都市、大阪府、神戸市）

を対象にして、2005 年１月に郵送によるアンケート調査を行いました。その結果の一部を紹介します。 
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図－４ 建築協定の運営上の課題 
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図－５ 建築協定制度の改善に対する要望 

参考文献：鈴木克彦、斎藤広子｢自律的住環境管理の醸成による郊外住宅地の持続的再生手法に関する研究｣

（第一住宅建設協会、2005 年） 
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Ⅲ アンケート調査報告 
１．アンケートの目的 

全国の建築協定地区における建築協定の運営実態と運営課題を把握する目的と各自治体と

して建築協定に関する課題と問題を把握する目的で実施しました。 
 

２．アンケート対象 

配布先として各都道府県の建築協定地区については、大阪府の協力を得て、自治体を通じて

情報を収集しました。当初、都道府県を対象としてヒアリングを実施した結果。都道府県レベ

ルでは建築協定地区を把握していないことがわかり、県庁所在地および主要都市を対象としま

した。  
 
対象：９２自治体および自治体内の建築協定地区１～５箇所 
 
３．アンケートの方法 

(1)アンケート配布先 

各都道府県の建築協定地区の情報収集については、大阪府の協力を得て、自治体を通じて収集 
建築協定地区へは、対象となる自治体に１～５箇所程度の建築協定地区に地区用のアンケート

をの配布をお願いして地区に配布していただくこととしました。 
 

(2) アンケート回答の回収方法 

以下の３種類の方法でアンケート回答の回収を行いました。 
・ 郵送（料金後納方式）  
・ ファクシミリ 
・ 電子メール 

なお、アンケート送付先は事務局（委託先）に固定し、事務局で回答をスキャンして、電子化

した後、幹事に配信することで、効率化を図っています。  
 

４．アンケート期間 

  アンケート調査期間：平成２１年１０月１５日～１１月１４日 

 

５．アンケート調査項目 

(1) 自治体向け 

------------------------------------------------------------------------------- 

１． 建築協定地区の現状 

1-1 建築協定の現状【回答用紙に記述願います】 

ア 建築協定条例の施行年 

イ 現在の建築協定地区数 

ウ 全建築協定区画数 

エ 一人協定地区数 

1-2 建築協定協議組織について 

ア 行政と建築協定地区との協議会組織がある。 

イ 協議会組織はないが、建築協定地区の運営委員会との連絡体制がある。 

ウ 協議会組織および建築協定地区の運営委員会との連絡体制はない。 

1-3 建築協定の広報・周知について 

ア 建築協定の手続きについてのパンフレットを用意している。 

イ 建築協定の手続きについては行政のホームページで紹介している。 

ウ 建築協定の手続きは行政担当者が相談に応じている。 

エ 建築協定に関して、広報誌で紹介している。 

２． 建築協定の手続きについて 

2-1 合意協定の締結時の手続きについて（複数回答可） 

ア 建築協定締結の準備段階から自治体職員が、地区に出向いて説明・支援している。 

イ 土地所有者等の登記簿取得は自治体が支援（補助・取得）している。 

ウ 協定書の内容について自治体担当課が内容を確認して、アドバイスしている。 

エ 自治体からまちづくり支援アドバイザーを派遣している。 

オ 合意協定による建築協定地区は、まだ設立されていない。 

2-2 建築協定の更新時期の通知について 
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ア 建築協定地区の更新時期の２年前までに運営委員会にお知らせしている。 

イ 建築協定地区の更新時期の１年前までに運営委員会にお知らせしている。 

ウ 建築協定地区の更新時期の通知はしていない。 

2-3 建築協定の更新時の手続きについて（複数回答可） 

ア 建築協更新の準備段階から自治体職員が、地区に出向いて説明・支援している。 

イ 土地所有者等の登記簿取得は自治体が支援（補助・取得）している。 

ウ 自治体からまちづくり支援アドバイザーを派遣している。 

エ 協定書の改訂について自治体担当課が内容を確認して、アドバイスしている。 

オ 建築協定地区の更新は、まだ発生していない。 

2-4 建築協定の締結時・更新時の合意書について 

ア 建築協定締結時・更新時には、合意書に実印と印鑑証明が必要である。 

イ 建築協定締結時には、合意書に実印と印鑑証明が必要であるが、更新時には自署（サ

イン）と認め印で合意書としている。 

ウ 建築協定締結時・更新時とも自署（サイン）と認め印で合意書としている。 

エ その他【回答用紙に記述願います】 

2-5 建築協定の自動更新について 

ア 建築協定の自動更新は、当該地区から申し出がない限り、何回も更新できる。 

イ 建築協定の自動更新は、「以降この例による。」の記述がないかぎり、１回のみとし

ている。 

ウ 建築協定の自動更新は、１回のみとし、2 回目からは協定書の見直しも含めて更新

手続きをすることにしている。 

エ 自動更新の記載のある建築協定地区は、まだない。 

2-6 建築協定地区の区域の指定について 

ア 建築協定地区の区域の指定は、申請された区域図をそのまま認めている。 

イ 建築協定地区の区域の指定は、申請された区域図と隣接地指定の箇所（区域）を考

慮して、申請者にアドバイスしている。 

ウ 建築協定地区の区域の指定は、申請された区域図の隣接地指定の箇所（区域）に説

明をすることを申請者に求めている。 

2-7 隣接地のトラブル対応について 

ア 隣接地の対応は建築協定地区運営委員会に任せている。 

イ 隣接地と運営委員会とのトラブル対応は、相談があった場合にアドバイスしている。 

ウ 隣接地と運営委員会とのトラブル対応で相談があった場合は、まちづくり支援アド

バイザーなどのコンサルタントの派遣の利用を薦めている。 

2-8 建築協定地区内の新築・増改築の事前審査について 

ア 申請者が建築協定の条件を確認しているため、特に運営委員会に知らせていない。 

イ 申請者に運営委員会に事前確認するように勧めている。 

ウ 申請書類を運営委員会に渡しているが、建築確認申請とは並行して行っている。 

エ 申請書類を運営委員会に事前審査してもらい、その後、確認申請手続きするように

指導している。 

オ 確認申請時に運営委員会での事前審査を行うことを義務づけている。 

３． 行政として建築協定への取組 

3-1 建築協定地区内の建築協定違反について 

ア 建築協定地区内における建築協定違反について、行政は関与しない。 

イ 建築協定地区内における建築協定違反について、相談には応じるが、関与しない。 

ウ 建築協定地区内における建築協定違反について、オブザーバーとして立ち会うが、

原則関与しない。 

エ その他【回答用紙に記述願います】 

3-2 建築協定地区の活性化について 

ア 住宅環境の維持増進のために、建築協定地区は開発業者に勧めてゆく。 

イ 建築協定地区住民に意識向上と運営委員会の必要性を広報している。 

ウ 建築協定を勧めるために、周知・広報を定期的に行っている。 

エ 建築協定地区の運営にアドバイザーを派遣している。 

オ 建築協定締結・更新の際に、アドバイスしている。 

カ その他【回答用紙に記述願います】 

キ 特に活性化の取組はおこなっていない。 

3-3 建築協定関連の情報交換について【回答用紙に記述願います】 

ア 都道府県内の他市町村の建築協定担当者と情報交換の場がある。 

イ 他の都道府県の建築協定担当者と情報交換の場がある。 
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ウ 都道府県内の市町村、他の都道府県とも建築協定担当者と情報交換の場はない。 

オ その他 

４． 活動の活発な建築協定地区について 

・ご管轄の自治体内の建築協定地区で。運営委員会の活動やまちづくり活動等、住民主

体で活動の活発な地区または、開発業者が開発後も熱心に活動をつづけている建築協定

地区をご紹介願えないでしょうか？【回答用紙に記述願います】 

５． 建築協定についての課題 

 建築協定に携わる行政として建築協定の課題について、回答用紙に自由記述でお答え

ください。 

ア 建築協定の手続きについて 

イ 建築協定地区における建築協定違反について 

ウ 建築協定に関して他都道府県および他自治体の情報交流について 

オ その他 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

(2) 建築協定地区向け 

------------------------------------------------------------------------------- 

１． 建築協定地区の協定内容 

1-1 建築協定に関する基本内容【回答用紙に記述願います】 

ア 建築協定地区名： 

イ 協定締結年： 

ウ 協定期間： 

エ 建築協定区画数： 

オ 建築協定の締結時の形態：合意協定・一人協定 

1-2 建築協定書の内容（複数回答可） 

建築協定地区の建築物に対し建築基準法の条件以上で協定を締結している内容について、 

該当する項目の（ ）内に○を、回答用紙の【 】内に具体的内容を記述願います。 

ア「敷地」（  ）（例：分割条件、地盤条件など） 

イ「位置」（  ）（例：セットバック条件など） 

ウ「構造」（  ）（例：高さ制限、3 階建ての禁止） 

エ「用途」（  ）（例：商店・医院の禁止など） 

オ「形態」（  ）（例：集合住宅・アパートの禁止など） 

カ「意匠」（  ）（例：コンクリート塀の禁止など） 

キ「建築設備」（  ）（例：屋根付き駐車場の禁止など） 

ク「その他」（  ） 

1-3 建築協定地区内での新規建築計画や増改築の情報の入手先？（複数回答可） 

ア 自治体担当課から照会がある。 

イ 土地所有者等から計画の情報提供がある。 

ウ 周辺住民から情報提供がある。 

エ 運営委員の監視により情報提供がある。 

オ 何も情報提供がない。 

1-4 建築協定地区内で新規建築計画や増改築の際に事前申請および書類は？(複数回答可) 

ア 事前申請書類様式を用意している。 

イ 様式は任意として、事前申請することになっている。 

ウ 事前申請の規定は特にない。 

1-5 建築協定地区内での運営委員会の新規建築計画や増改築の際の事前審査の方法は？ 

ア 運営委員会の会議内で審査する。  

イ 特定の運営委員が審査する。 

ウ 外部に委託して審査する。   

エ 今まで審査対象がない。 

オ その他【回答用紙に記述願います】 

1-6 事前審査で、建築計画や増改築計画に協定事項に抵触と判断された場合の対応は？ 

ア 運営委員会で協議し、改善を申し入れる。 

イ 特定の運営委員が、直接改善を申し入れる。 

ウ 自治体の担当課に相談してから、改善を申し入れる。 

エ 今まで審査対象がない。 

オ その他【回答用紙に記述願います】 

1-7 事前審査で“問題なし”または“問題有り”の結果の報告通知方法は？ 
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ア 運営委員が文書とともに、面談して口頭で回答する。 

イ 文書（またはメール）で回答する。 

ウ 運営委員が面談して口頭（または電話）で回答する。 

1-8 建築協定区域外（隣接地や穴抜け地など）の対応は？ 

ア 建築協定区域内と同じ対応。 

イ 建築協定内容に準じるように要望（口頭または書面による） 

ウ 対応せず 

エ 事例がない。 

1-9 土地所有者等の連絡先の情報管理は？ 

ア 運営委員会が常に連絡先を調査して、把握している。 

イ 総会時に調査して連絡先を確認している。 

ウ 更新時に調査して連絡先を確認した。または、確認する予定。 

エ 連絡先は確認できない。【確認できない理由を回答用紙に記述願います】 

1-10 土地所有者等の世代交代後の対応は？ 

ア 運営委員会が常に世代交代を把握している。 

イ 若い世代に運営委員をお願いする。 

ウ 世代交代の情報をもとに、土地所有者に確認する。 

エ 世代交代を把握できない。【把握できない理由を回答用紙に記述願います】 

２． 建築協定地区の運営の現状 

2-1 建築協定地区総会は開催していますか？ 

ア  毎年開催  

イ 不定期（更新時または必要時）に開催 

ウ 開催の必要がないため、未開催  

エ 一人協定で開発者のみのため、未開催 

2-2 建築協定地区運営委員会の委員の構成は？ 

ア 土地所有者等の運営委員で構成。 

イ 土地所有者等の運営委員と開発者の代表で構成 

ウ 一人協定で、開発者が代行。 

2-3 運営委員長をはじめ運営委員の人数は？ 

ア １人     

イ 2～５人    

ウ ６～10 人     

エ １０人以上 

2-4 運営委員の決め方は？（複数回答可） 

ア 建築協定地区在住の自治会役員または管理組合役員の兼務 

イ 建築協定地区総会による自薦・他薦による選出 

ウ 建築協定地区内での輪番（持ち回り）制 

エ 建築協定地区内の建築等の専門家を推薦または公募 

オ 一人協定で、開発業者の代表 

2-5 運営委員会は開催頻度は？ 

ア 単独で定期的に開催（頻度：  年・ 月・ 週・ 日 に１回程度） 

イ 他の会合（自治会・管理組合役員会）と同時開催 

ウ 不定期に随時開催（平均開催回数： 回/年） 

2-6 運営委員会の活動費の原資は？（複数回答可） 

ア 建築協定地区の区画毎の会費を定期的（年または月ごと）に集金している。 

イ 設立時または更新時に必要資金を集金・積立てている。 

ウ 自治会費から建築協定地区へ補助がある。 

エ 一人協定で、開発者が負担している。 

オ 活動費はない。 

2-7 活動費の用途は？（複数選択可） 

ア 印刷費（広報誌や回覧など）  

イ 会場費  

ウ 通信費  

エ 委託費 

オ 会費（連絡協議会等）【会費の内容を回答用紙に記述願います】 

カ 企画活動費【企画活動の内容を回答用紙に記述願います】 

３． 建築協定の情報交流 

3-1 建築協定の手続きや問題解決について？（複数回答可） 
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ア 運営委員会でマニュアルを用意している。 

イ その都度、情報を収集している。 

ウ 情報がどこにあるかわからないので、収集できない。 

エ 情報収集することがない。または、必要がない。 

3-2 建築協定に関する情報の取得先は？（複数回答可）  

ア 自治体担当課から取得。 

イ インターネットから情報取得。 

ウ 建築協定地区連絡協議会等の関連組織から情報取得 

エ 書籍・図書館で情報取得 

オ 開発者経由で情報取得 

カ アドバイザーや専門家による情報提供を受けている。 

キ 情報取得は行っていない。または、その必要がない。 

3-3 他の建築協定地区との交流は ？ 

ア 建築協定地区連絡協議会で他地区と交流 

イ 近傍の建築協定地区と交流【交流先を回答用紙に記述願います】 

ウ 遠方の建築協定地区と交流【交流先を回答用紙に記述願います】 

エ 他の建築協定地区との交流はない。 

オ 一人協定地区で、開発者が代表のため交流はない。 

3-4 建築協定地区として希望は？（複数回答可） 

ア 建築協定地区の運営全般にかかわる情報が欲しい。 

イ 更新手続きのノウハウの情報が欲しい。 

ウ 建築協定に関わるトラブル対策の情報が欲しい。 

エ 建築協定の情報ライブラリーが欲しい。 

オ 建築協定の情報交換できる場があれば参加したい。 

カ 固定資産税などの税制の優遇措置を実施して欲しい。 

キ 建築協定の法的な位置付けを強化して欲しい。 

ク 全員合意の規定を緩和して欲しい。 

ケ 開発事業者が運営しているので希望は特にない。 

コ 行政が支援しているので希望は特にない。 

サ その他【回答用紙に記述願います】 

3-5 建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）【回答用紙に記述願います】  

ア 建築協定に関する活動（広報活動、違反防止活動等）。 

イ 建築協定違反の取組事例。 

ウ 建築協定関しての訴訟事例や訴訟対策 

エ 建築協定の運営で課題 

オ 特になし 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

６．アンケート調査結果 

(1) アンケート回答数 

 

自治体：    ６７（建築協定地区無し１を含む） 

建築協定地区 １３９（集約回答地区１自治体含む） 

 

(2) アンケート回答結果 

 

アンケート調査結果は、次頁以降に示します。 
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(1/2)

自治体アンケート 回答数 67 調査日 成21年11月

1-2 建築協定協議組織について
（回答数：65）

 地区の運営
委員会との
連絡体制あ
り
32%

 行政と地区
との協議会
組織あり
17%

 連絡体制は
ない
51%

1-3 建築協定の広報・周知について
（回答数：65）

 手続きは行
政担当者が
相談に対応
57%

 手続きにつ
いてのパン
フレットを用
意
23%

 手続きは行
政のホーム
ページで紹
介
16%

 広報誌で紹
介
4%

2-1 合意協定の締結時の手続きについて（複数回答可）
（回答数：63）

 合意協定に
よる地区は
まだない
10%

 まちづくり支
援アドバイ
ザーを派遣
7%

 登記簿取得
は自治体が
支援
15%

 締結準備段
階から自治
体職員が説
明・支援
24%

 協定書の内
容について
確認・アドバ
イス
44%

2-2 建築協定の更新時期の通知について
（回答数：63）

 更新の１年
前までに運
営委員会に
お知らせす
る
28%

 更新の２年
前までに運
営委員会に
お知らせす
る
11%

 更新時期の
通知はして
いない
61%

2-3 建築協定の更新時の手続きについて（複数回答
可）

（回答数：57）

 協定書の内
容について
確認・アドバ
イス
7%

 更新の準備
段階から自
治体職員が
説明・支援
23%

 登記簿取得
は自治体が
支援
19%

 まちづくり支
援アドバイ
ザーを派遣
36%

 建築協定地
区の更新は
まだない
15%

2-4 建築協定の締結時・更新時の合意書について
（回答数：63）

 建築協定締
結時・更新
時とも自署
（サイン）と
認印
38%

 協定締結
時・更新時に
合意書に実
印と印鑑証
明が必要
38%

 締結時は実
印と印鑑証
明、更新時
はサインと認
印
8%

 その他
16%
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(2/2)

自治体アンケート 回答数 67 調査日 平成21年11月

2-5 建築協定の自動更新について
（回答数：64）

 自動更新の
記載のある
建築協定地
区はまだな
い
14%

 「以降この
例による。」
の記述がな
いかぎり１回
のみ
32%

 自動更新は
何回も更新
できる
40%

 自動更新は
１回のみと、
2回目からは
見直しも含
めて更新手
続きをする
14%

2-6 建築協定地区の区域の指定について
（回答数：62）

 隣接地指定
の区域に説
明をすること
を申請者に
求める
6%

 区域は申請
された区域
図をそのま
ま認める
56%

 申請された
区域図と隣
接地指定区
域を考慮し
て申請者に
アドバイス
38%

2-7 隣接地のトラブル対応について（回答数：60）

 隣接地の対
応は運営委
員会に任せ
ている
42%

 隣接地のト
ラブル対応
は相談が
あった場合
にアドバイス
58%

2-8 建築協定地区内の新築・増改築の事前審査について
（回答数：64）

 運営委員会
に事前審査
を行うことを
義務づけて
いる
5% 運営委員会

に事前審査
後、確認申
請手続きす
るように指導
34%

 運営委員会
に事前確認
するように勧
めている
30%

 申請者が確
認しているた
め運営委員
会に知らせ
ていない
29%

 申請書類を
運営委員会
に渡して、建
築確認申請
と並行して行
う
2%

3-1 建築協定地区内の建築協定違反について
（回答数：63）

 その他
6%

 相談には応
じるが関与し
ない
72%

 行政は関与
しない
17%

 オブザー
バーとして
立ち会うが、
原則関与し
ない
5%

3-2 建築協定地区の活性化について
（回答数：66）

 特に活性化
の取組はな
い。
30%

 その他
6%  締結・更新

の際に、アド
バイスしてい
る
39%

 地区の運営
にアドバイ
ザーを派遣
している
0%

 地区住民の
啓発と運営
委員会の必
要性を広報
3%

 開発業者に
建築協定制
度の利用を
勧めてゆく
18%

 建築協定の
周知・広報を

定期的に
行っている

4%
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自治体アンケート 回答自治体 67 調査日 平成21年11月

県名 住所（市）
建築協定地
区の有無

イ　現在の
建築協定地

区数

ウ　全建築
協定区画数

エ　一人協
定地区数

備考

集計 724 79,515 304

記述数 63 63 66 53 64 一人協定地区の

平均 11.0 1,500 4.8 比率43.3%

北海道 札幌市 S50 1975 5 238 2

青森県 青森市 無し

秋田県 秋田市 S45 1970 13 2249 7

岩手県 盛岡市 S59 1984 2 5 2

山形県 南陽市 H6 1994 1 0

群馬県 前橋市 S47 1972 14 2247

茨城県 水戸市 S48 1973 20 19

千葉県 我孫子市 S47 1972 5 1464 1

さいたま市 H13 2001 18 2419 13

川越市 S47 1972 4 905 2

所沢市 S47 1972 18 2647 3

上尾市 11 705 9

草加市 S47 1972 5 594 2

川口市 S47 1972 2 22 2

越谷市 S47 1972 10 447 7

春日部市 S47 1972 13 4

台東区 S50 1975 1 0

目黒区 H21 2009 1 0

杉並区 S53 1978 1 17 1

太田区 S50 1975 1 24 0

神奈川県 横浜市 S31 1956 176 26275 19

新潟県 新潟市 S51 1976 8 0

長野県 長野市 S47 1972 15 939 6

山梨県 甲府市 S50 1975 2 114 2

静岡県 静岡市 H15 2003 7 712 0

愛知県 名古屋市 S52 1977 46 4651 4

岐阜市 S57 1982 1 37 1

高山市 S47 1972 2 0

富山県 富山市 S56 1981 22 4302 5

金沢市以外 1 1

金沢市 S47 1972 3 3

福井県 福井市 S49 1974 4 1

三重県 四日市市 Ｈ２ 1990 4 1797 2

奈良県 奈良市 S63 1988 6 315 6

京都府 京都市 S47 1972 72 5990 40

大阪市 S57 1982 10 193 0

豊能郡豊能町 S57 1982 9 1734 5

箕面市 S47 1972 22 1496 11

池田市 S53 1978 10 1113 0

豊中市 S47 1972 10 841 3

吹田市 S48 1973 8 810 0

茨木市 S51 1976 12 1610 8

高槻市 S44 1969 42 7004 24

三島郡島本町 S62 1987 2 123 0

枚方市 S47 1972 32 3033 15

交野市 S49 1974 4 403 3

門真市 H09 1997 1 56 1

八尾市 H06 1994 1 12 1

柏原市 S58 1983 1 428 0

堺市 S48 1973 55 5679 6

大阪狭山市 S59 1984 4 325 4

富田林市 S56 1981 22 3200 9

河内長野市 S47 1972 23 7731 7

岸和田市 S59 1984 7 649 4

貝塚市 S56 1981 9 1180 6

泉南市 S58 1983 6 458 5

阪南市 H06 1994 20 1110 12

泉南郡熊取町 H3 1991 5 1185 5

兵庫県 神戸市 S47 1972 133 19455 57

徳島県 県内 5 1402

広島県 広島市 S53 1978 25 4724 12

島根県 松江市 H3 1991 6 750 3

北九州市 S45 1970 18 1

福岡市 S48 1973 54 18

熊本県 熊本市 S46 1971 28 7

鹿児島県 鹿児島市 H1 1989 1 52 0

沖縄県 那覇市 S34 1959 19 25 17

大阪府

福岡県

岐阜県

ア　建築協定条
例の施行年

埼玉県

東京都

石川県
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(1/3)

自治体アンケート 調査日平成21年11月
番号 質問 回答

更新時については従前協定締結時に同意している権利者は自署認状、権利関係の譲渡など
により従前時と異なる権利者は印鑑証明、実印をしている。
締結時には実印と印鑑証明書が必要である。
締結時のみ実印と印鑑証明が必要、更新は自動更新の地区のみ
府の取扱による
締結時は印鑑およに印鑑証明書が必要であるが、更新時は定めておりません。
合意協定による建築協定地区はないのでわからない
現在、自署と認め印で合意書とするよう規則の改正作業をおこなっている
締結時は基本は実印と印鑑証明が必要、更新時は特に手続きはしていない
締結時は印鑑証明が必要。更新時は、実印は変更がなければ印鑑証明不要

住宅建築の時に必ず運営委員会に聞いているので協定違反は無し
協定遵守に関しては行政が関与して是正させている。
特に定めてなく事例もない
特にこれまで相談はなし
現在建築協定違反はない

運営委員会のない地区への委員会設置の働きかけ、区においては地区交流・情報交換会の
更新・締結マニュアル、市の建築協定連絡協議会の活動内容の報告・紹介を主内容とする
「協定だより」の配布
運営委員会が必要ということを伝えている。地区と連絡を取る際にも再度周知している。
年１回の総会、年２回の意見交換会を、各協定地区の代表者が集まり開催している
HPへの掲載について協議中
市が協議会の事務局を担当しており、その事業の中で協定地区住民に向けた研修を実施し

府の建築協定行政連絡会議に参加
府の建築協定行政連絡会議に参加
県内ではないが、建築協定地区連絡会議では情報交換の場がある。

春日部市武里角栄団地建築協定
越谷市こしがや・四季の路建築協定
我孫子市布佐平和台
目黒区自由が丘銀座会ブールバール街
開発業者が1人協定の認可を受けてスタートしたが、現在委員会が機能していない。
静岡市駿河台分譲地（ただし、本年末に地区計画建築条例を制定予定）
それぞれの地区がその状況において活動されています
活動状況を把握していません。
京都市西京区桂坂地区建築協定連絡協議会。平成19年7月に桂坂地区全体で建築協定の
運営に関する課題に対応することを目的に「桂坂地区建築協定協議会」を設立。勉強会を
京都市西京区西竹の里タウンハウス地区。増築の建築行為も規制する厳しい建築協定。管
理組合によって住環境の維持・景観の保持に取り組む。
京都市中京区姉小路界隈地区（既成市街地：合意協定）マンション問題を契機に「姉小路
界隈を考える会」が平成７年に発足。町式目の制定。街なみ環境整備事業による京町家再
生等に取り組む。平成14年に建築協定を締結。
京都市上京区一松町地区（既成市街地：合意協定）。住みよいまちづくりをめざして、町
内会単位での活動から建築協定に取組平成19年10月に協定締結。厳しい高さ制限
（12m)を定める。コミュニティー活動が活発。
豊中市待兼山町南地区建築協定
交野市コモンシティ星田HUL-1地区（平成17年に運営委員会の活動が「国土交通大臣
堺市茶山台三丁東地区
富田林市梅の里地区
貝塚市二色の浜住宅地A地区、貝塚二色３丁目、貝塚二色４丁目
地区が活発に活動されているかどうか、情報として把握しておりません。
神戸市舞多聞東3丁目（みついけプロジェクト）地区
福岡市平尾４丁目
北九州市青葉台ぼんえるふ
協定内容はよく守られているが、協定運営委員会の組織形態がありません

建築協定関連の情報交換について

'活動の活発な建築協定地区について

カ　その他

3-1
エ　その他

建築協定地区の活性化について

オ　その他

4

・ご管轄の自治体
内の建築協定地区
で。運営委員会の
活動やまちづくり
活動等、住民主体
で活動の活発な地
区または、開発業
者が開発後も熱心
に活動をつづけて
いる建築協定地区
をご紹介願えない
でしょうか？

エ　その他
2-4

3-2

3-3

建築協定の締結時・更新時の合意書について

建築協定地区内の建築協定違反について
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自治体アンケート 調査日平成21年11月
番号 質問 回答

協定の更新時の手続きにおいて、全員の合意を得なければならないことに多大な労力を要
している。
今後、個人情報保護の観点から同意に際し、実印・印鑑証明が妥当であるか見当が必要と
考えている。
特に指導は行っていない
更新時における合意の困難さが課題となる
運営委員会としての活動実態がないため、更新できずに建築協定が失効してしまう地区が
でている。
更新時の同意書の確認において、 終的にどの時点まで調査すべきか課題。また実際の所
有者と登記上の所有者が違う場合の対応。
更新時、地区の公表など・・・・や合意形成の難しさがある。
特に、更新時に再度署名捺印をする事に対して、手続きを簡便化できないかの意見をいた
だく事があります。
開発業者が一人協定で認可を受けている地区において土地購入者への委員会が移行されて
いるが、同時期に建築するため当初は委員会が活動していたが、全区画の建築が終了と同
時に機能しなくなる。
本市では規制市街地でも住民発意型協定が多く、土地、建物の所有関係が一人協定とは比
べ物にならないくらい複雑なケースも多く、個人情報への対応や認可処理機関の長期化な
どの問題を抱えています
協定関係者のみで申請書を作成するのが困難なケースがあったので、その時は市側でほと
んど申請書を作成したことがあります。
自動更新の方法について、奈良市の基準を検討している。（当市においては事例なし）
建築協定締結に向けた準備から締結までの活動に対してアドバイスを行う等の人的支援を
より行うことができればと感じている。締結までの活動にかかる費用に対する何らかの財
政的支援ができればと感じている。
テナントに影響する協定内容について、建物の賃借人に同意を求める際にどの程度の手続
きを踏むのか判断が難しい。
同意書の実印と印鑑証明の添付の廃止について検討中
1地区のみであり特になし
代表者が替わる地区が多く、内容・引き継ぎについても、引き継がれないケースが多い
新たな締結時や更新時はともかく、協定の内容、特に軽微な変更について簡略化できる方
法があってもいいのでは？
建築協定を自動更新（過半の意義がなければ自動的に更新）としている地区において、協
定内容の変更が困難となっている
合意書の取り方について、条例等、特に定めがないため、合意率の向上をめざし簡素化の
検討を進めたいと考えている。
１０年の自動更新で永久に続くため、運営委員会を設立し変更や廃止に対応できるように
すべきであるが、次代を経てしまっておりなり手がいない。

近、開発業者によっては建築協定した宅地の売れ行きを心配し、避ける傾向にあり、説
得し建築協定締結までに時間をかけている
協定の有効期間の長期化に伴い、建築協定運営委員会の機能が形骸化している。
建築確認とリンクしてないこと。また民間確認検査機関との連携もないこと
今のところ、トラブルはないが、行政の対応マニュアルなどの整備もあってもよいと思
どの地区も違反対応は苦慮されているようです。違反に、事前防止対策を有効に活用され
ている地区もあるようです。
違反があった場合に、委員会が主導的に行なければならないので、困難であり、建築協定
ではなく、都市計画法の地区協定にシフトした方がよいと思う。
用途違反のような極端な物はないが、隣地からの空き寸法の確保などで違反しているもの
が見受けられる。協定委員長に協定順守の意識があまり無い場合がある。（開発行為の条
件として建築協定を実施した場合があるため、順守の意識が低い）
協定違反について、行政では対応できませんので、各地区の状況に応じた建設情報を早く
知るしくみをつくりあげることが課題だと思います。市としては事前協議を更新時などに
協定に明記するよう対応しています。
事例が無いと推測します。
現行制度では行政による事前審査や違反等に法的拘束力がなく、行政として建築協定の実
効性を高めるためにどのように関与していくかが課題。
行政として建築協定違反に対し、アドバイスはするが指導はしていない。
行政は原則不介入と考えています。
地区内で違反の報告はない
協定違反について、行政が強く関与することが地区にメリットがあるのか疑問に残る
小さな違反については大目に見ている（カーボートなど）
制度上、協定違反の判断や対応については行政は直接関与できず、アドバイスに留まらざ
るをえないため、地区住民の大きな負担になっている
協定違反は少ないが、隣接地や周辺での建築について相談が多い。本市は同じ部署で紛争
の調整を担当しているため、相談があった場合には、調整の担当も交えて対応している。
協定施行後に運営委員会の実体がなくなり協定内容が管理されていない事例がある。
私人間の契約であるので行政は原則立ち入れないあずであるが、指導は行っている。それ
でも計画の変更や是正がなされない場合に運営委員会を中心に対応していくべきだが委員
会が設立されていない地区が多い

　建築協定についての課題

ア　建築協定の手
続きについて

イ　建築協定地区
における建築協定
違反について

5
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(3/3)

自治体アンケート 調査日平成21年11月
番号 質問 回答

交流がないので他自治体の問題点がわからない。
現在は情報交流の場がないこと
他自治体の取り組みを知ることはとても有益だと考えますが、自治体によって施策の濃淡
があることを考慮する必要があります。
必要に応じて各都市に問い合わせを行っています
市街地活性化のために参考になる情報があれば状況の交流をさせていただきたい。
連絡会議や日常的に情報交換を行っており、問題はない。
他府県との情報交換の場があればよい
建築協定によって守られているものが理解できる事例紹介など、一部の先進地区に限ら
ず、広く協定地区住民のモチベーションが上がるよう情報交流が行われることが望まし
連絡会議の構成自治体の広報誌やホームページは有用でありがたく思っている。
行うべきだとは考えるが現在は特に交流はない
地区計画の活用が圧倒的に多く建築協定は５地区と少ないため、特に不都合は生じており
ません。
第一種低層住居専用地域よりも厳しい内容の協定となっているが、変更できない区域があ
建築協定を良好に維持運営していくためには協定のみでなく、広く市民に街づくりについ
ての関心を持ってもらうことが必要と思います
期限切れ更新時における地権者の合意形成
一人協定の場合、運営委員会の設立。運営について行政側がどう支援しているか参考例を
知りたい。
運営委員会の制度上の位置づけがないこと
建築協定制度における問題点として運営が委員会に委ねられており一人協定で認可された
開発地区においては土地購入時に業者から委員会をまかされても内容を十分に理解してい
ないことなど、制度自体に問題がある。
建物外観(形状、色彩、周辺との調和）や濠や囲いの透過性等、客観的基準を示しにくい
項目については、施主や設計者にとって建築計画が適合しているか否か判断しにくく行政
に相談されることがあります。
建築協定に関する相談はほとんどない状況である。
建築協定の締結時及び更新時において、登記簿等取得に行政が協力するのみ
協定内容の市ホームページ等への公開方法について検討している。
平成19年9月に市の新景観政策が施行され高さ既成の強化や形態意匠の規定の見直しが
行われたが、このような公的な景観ルールと、建築協定による地域特性のある景観ルール
の棲み分けを考えていく必要がある。
一人協定の場合、協定委員会が開発業者から住民（自治会など）へ移行した直後は、協定
委員の協定に対する認識が薄く、建築確認における事前の協定委員による承認手続きがス
ムーズに行われず、申請者（設計者など）が困るケースがある。
建築協定については、市条例は定めているものの、あくまでの運用につういては協定地区
の住民が行うものである。まちづくりの手法等の情報提供は必要と考えます。
運営委員会が存続できない地区への対応について
特定行政庁ではなく、認可の経由や公聴会の開催等の役割の範囲内で回答しました。
協定運営の任期を1,2年としている地区が多く、運営に関するノウハウの蓄積が難しい。
建築協定は、運営委員会任せになるなど、その内容を担保する仕組みに課題があると考え
る。よって、既存の建築協定で、更新の機会をとらえ地区計画（都市計画法第12条の5)
へ移行することを検討している地区がある。
各協定地区により運営方法の差があるため各地区とご相談しながら運営方法やマニュアル
を作成し、より良い運営に寄与したいと考えている。

*
(質問2-3)地区に出向いて説明した事例があります（アンケート回答はア）
(質問2-3)自動更新
(質問2-3)自動更新有り

2-5 (質問2-5)協定書に更新回数の限度が定められている場合は、それに従う
(質問2-6)建築協定については府の認可となりますので取り扱いについても府の取り扱い
となります。
(質問2-6)同意が得られないことによる区域の規模や形状が好ましくないものになってい
ないか等、区域の設定が妥当なものか判断した上で認可する
(質問2-6)新規開発地での建築協定地がほとんどで隣接地指定が問題となった事例はな

2-7 (質問2-7)トラブル事例の相談がない。
(質問2-8)市内４２地区全てが各協定書において、建築確認申請提出までに協定委員会の
承認を得なければならない旨が規定されている
(質問2-8)建築協定地区内の新築・増改築はなし

2-3

記述式回答欄以外に記述

記述回答外記述2-6

2-8

5

ウ　建築協定に関
して他都道府県お
よび他自治体の情
報交流について

オ　その他

　建築協定についての課題
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(1/3)

回答地区 139 調査日 平成21年11月地区アンケート

1-2 建築協定書の内容（複数回答可）
（回答数：137）

107

82

116

123

92

85

55

61

0 50 100 150

 「敷地」

 「位置」

 「構造」

 「用途」

 「形態」

 「意匠」

 「建築設備」

 「その他」

地区数

1-3 地区内の新規建築計画・増改築の情報入手先
（複数回答可）
（回答数：129）

99

38

37

32

14

0 20 40 60 80 100 120

 自治体から照会あり

 土地所有者等から情報提供

 周辺住民から

 運営委員の監視

 情報提供がない

地区数

1-４ 地区内で建築計画・増改築の事前申請につ
いて

（回答数：133）

 様式は任
意で事前申
請する
21%

 事前申請
書類様式あ
り
63%

 事前申請
の規定は特
にない
16%

1-５ 運営委員会の建築計画の事前審査の方法
（回答数：134）

 特定の運
営委員が審
査
29%

 運営委員
会の会議で
審査
50%

 外部に委
託して審査
8%

 審査対象
がない
9%

 その他
4%

1-６ 事前審査で協定事項に抵触した場合の対応
（回答数：134）

 行政に相
談して改善
を申し入れ
9%

 審査対象
がない
15%

 その他
2%

 運営委員
会で協議し
改善を申し
入れ
57%

 特定の運
営委員が改
善を申し入
れ
17%

1-７ 事前審査の結果の報告通知方法
（回答数：122）

 運営委員
が口頭（ま
たは電話）
で回答
24%

 文書（また
はメール）
で回答
44%

 運営委員
が文書と口
頭で回答
32%
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(2/3)

回答地区 139 調査日 平成21年11月地区アンケート

1-８ 協定区域外（隣接地や穴抜け地など）の対応
（回答数：134）

 建築協定
区域内と同
じ対応
16%

 建築協定
内容に準じ
るように要
望
24%

 事例がな
い。
33%

 対応せず
27%

1-９ 土地所有者等の連絡先の情報管理は？
（回答数：132）

 総会時に
調査して連
絡先を確認
4%

 運営委員
会が連絡
先を調査し
て把握
44%

 更新時に
調査し連絡
先を確認
（予定）
40%

 連絡先は
確認できな
い
12%

1-１０ 土地所有者等の世代交代後の対応
（回答数：131）

 若い世代
に運営委員
を依頼
9%

 運営委員
会が常に世
代交代を把
握
23%

 世代交代
を把握でき
ない
29%

 世代交代
の情報で土
地所有者に
確認
39%

2-3 運営委員長をはじめ運営委員の人数は？
（回答数：127）

 2～５人
41%

 １人
4%

 １０人以上
17%

 ６～10人
38%

2-1 建築協定地区総会の開催
（回答数：131）

 不定期（必
要時）に開
催
29%

 毎年開催
20%

 開催不要
で未開催
48%

 一人協定
のため未開
催
3%

2-2 運営委員会の委員の構成
（回答数：128）

 土地所有
者等で構成
89%

 土地所有
者等と開発
者代表で構
成
5%

 開発者が
代行
6%
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(3/3)

回答地区 139 調査日 平成21年11月地区アンケート

2-5 運営委員会は開催頻度
（回答数：118）

 他の会合（自
治会等）と同時
開催
36%

 定期的に開催
2%

 不定期に随時
開催
62%

2-4 運営委員の決め方（複数回答可）
（回答数：127）

89

68

7

15

73

0 20 40 60 80 100

 自治会または管理組合役員の兼務

 協定地区総会による自薦・他薦

 協定地区内での輪番（持ち回り）制

 地区内の専門家を推薦または公募

 一人協定で、開発業者の代表

地区数

2-6 運営委員会の活動費の原資（複数回答可）
（回答数：122）

88

17

74

24

37

0 20 40 60 80 100

 協定地区の会費を定期的に集金

 設立時（更新時）に資金を集金・積立

 自治会費から協定地区へ補助

 一人協定で、開発者が負担

 活動費はない

地区数

2-7 活動費の用途（複数選択可）
（回答数：94）

63

15

9

50

6

45

0 10 20 30 40 50 60 70

 印刷費（広報誌や回覧など）

 会場費

 通信費

 委託費

 会費（連絡協議会等）

 企画活動費

地区数

3-2 建築協定に関する情報の取得先（複数回答可）
（回答数：135）

21

77

60

9

13

12

0 20 40 60 80 100

 自治体担当課から取得

 インターネットから情報取得

 協定連絡協議会等から情報取得

 書籍・図書館で情報取得

 開発者経由で情報取得

 アドバイザーや専門家から情報提供

地区数

3-3 他の建築協定地区との交流
（回答数：131）

 連絡協議会
で他地区と
交流
42%

 近傍の建築
協定地区と
交流
8%

 開発者が代
表のため交
流はない
3%

 他の建築協
定地区との
交流はない
46%

 遠方の建築
協定地区と
交流
1%

3-1 建築協定の手続きや問題解決方法（複数回答可）
（回答数：132）

54

72

25

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 運営委員会でマニュアルを用意

 その都度、情報を収集

 情報が不明で収集不可能

 情報収集必要がない

地区数

3-4 建築協定地区として希望（複数回答可）
（回答数：127）

5

45

36

14

11

29

44

55

22

18

46

0 10 20 30 40 50 60

 運営に関する情報が欲しい

 更新手続きの情報が欲しい

 トラブル対策の情報が欲しい

 情報ライブラリーが欲しい

 情報交換できる場に参加したい

 税制の優遇措置を実施して欲しい

 法的な位置付けを強化して欲しい

 全員合意の規定を緩和して欲しい

 開発事業者の運営で希望はない

 行政の支援があるので希望はない

 その他

地区数

3-5 建築協定地区の取組と課題（複数回答可、自由記述）
（回答数：122）

76

47

53

89

16

0 20 40 60 80 100

 建築協定の広報・違反防止活動等

 建築協定違反の取組事例

 建築協定関しての訴訟事例や訴訟対策

 建築協定の運営で課題

 特になし

地区数
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(1/2)
地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

締結年 月 経過年数 協定期間 自動更新 回数 区画数 居住区画 協定

協定期間 建築協定区画数
建築協定の締
結時の形態都道府県 市町 建築協定地区名

協定締結年

協同組合秋田卸センター S63 10月 22年 廃止まで なし 1 55 52 合意協定

秋田市「ハイタウン桜」団地 H21 3月 1年 10年 なし 2 563 558 合意協定

岩手県 盛岡市
ヴァンベール長橋台1団地（１工区～
４工区）建築協定地区

H14 10月 6年 10年 自動有り - 550 410 一人協定

山形県 山形市 南陽市中央第一顔づくり地区 H8 3月 20年 10年 2 - 19 合意協定

富山市布市新町 Ｈ１５ 7月 7年 19年 あり 19年 288 合意協定

富山市婦中町 H19 8月 3年 10年 あり 0 206 41 一人協定

長野県 長野市 大室団地 H8 13 10年 あり 1 155 77 一人協定

青柳住宅団地 H7 12月 94 75 合意協定

水府住宅団地 H8 8月 13年 94 75 合意協定

岸町2,3丁目神明社北側地区 S62 3月 23 10年 なし 2 63 63 合意協定

さいたま市西区二ツ宮団地 H16 １２月 ５年 １０年 なし 2 469 451 合意協定

大栄岩槻グリーンタウン（第3期） Ｈ７ 5月 14年 10年 あり 1 26 24 一人協定

川越市笠幡霞の郷 H2 4月 19年目 10 あり 1 27 27 合意協定

ファミリータウン春日 H21 9月 1年目 20 なし 2 289 275 合意協定

所沢市 フラワーヒル建築協定 H17 10月 4年 10年 あり 0 718 802 合意協定

狭山市 西部狭山ニュータウン柏原住宅第1期 S55 7月 29年 20年 なし 1 257 245 一人協定

立野自治会建築協定 S51 7月 33年目 10年 あり 3 188 183 合意協定

武里角栄団地建築協定 S51 6月 33年目 10年 あり 3 157 148 合意協定

サニータウン春日部地区 S51 7月 33年目 10年 あり 2 183 合意協定

東京都 大田区 池上七丁目２１番及び周辺地区 H18 7月 4年目 5 なし 0 24 23 合意協定

神奈川県 横浜市 横浜市内建築協定地区アンケートによ
静岡市フローラタウン美和野 H12 3月 9 15年 あり 0 278 209 合意協定

静岡市駿河台分譲地 S48 12月 36年目 10 あり 279 271 合意協定

鳴海町南荘 H1 11月 20 10年 あり 1 177

みどりヶ丘北地区 H１９ １１月 ２年 ５年 あり 1 179 15 合意協定

みどりヶ丘南地域 H8 4月 １4年 10年 あり 1 201 合意協定

みどりヶ丘東地区 H17 10月 4年 5年 あり 0 185 155 合意協定

徳川1丁目前ノ町地区 H1 6月 21年 5年 あり 3 48 合意協定

岐阜県 岐阜市 タウンハウス岐阜 S57 9月 28年目 5年 あり 4 37 37 一人協定

福井市三尾野町 H8 8月 13年 49

福井インター流通センター H4 3月 17年 0 16 14 合意協定

ヒューマンタウン采女が丘（第2次） H15 3月 6年 10年 なし 1 937 757 合意協定

四日市市陽光台地域 H15 9月 7年目 10 なし 0 678 623 合意協定

桂坂さつき地区（さつき西地区、東地
区、南地区）

S62 9月 22年 10年 あり 2 230 一人協定

久我の社（東） H7 6月 14年 10年 あり 1 13 13

京都市伏見区久我の社住宅地区 S63 1月 21年 10年 なし 1 140

醍醐柿原住宅地区 S57 5月 28年 10年 あり 3 255 250 合意協定

醍醐夢ヶ丘 H 10年 あり 0 59 56 一人協定

桂坂もみのき地区（第１） H6 10月 15年 20年 あり 0 131 合意協定

桂坂もみのき地区（第２） H9 3月 12年 20年 あり 0 159 合意協定

桂坂もみのき地区（第３） H9 3月 12年 20年 あり 0 15 合意協定

桂坂もみのき地区（第４） H17 8月 4年 20年 あり 0 26 合意協定

桂坂もみのき地区（第５） H12 10月 9年 20年 あり 0 20 合意協定

桂坂あかしあ地区 H20 9月 1年 10年 あり 1 136 135 合意協定

桂坂もくれん地区（東地区および西地
区）

H14年 8月 7年 10年 あり 0 206 201 一人協定

桂坂あすなろ第1第2、桂坂セン
ター、センター北、桂坂にれのき南

H7～21

H7、3
月～

H21、
9月

各地区で
違う

10年 あり 0 ？
合意協定・一人
協定両方あり

桂坂くすのき地区（東、中、西、北） H7 12月 10年 あり 1 230
一人協定一人協

定

桂坂にれのき北第1第2地区 H5 12月 16年 10年 あり 1 256 一人協定

桂坂第10、11，12地区 H2 3月 19年 20年 あり 0 166 一人協定

ひいらぎ北 H21 9月 10年 あり 1 - 254 合意協定

ひいらぎ中 H8 11月
H28,11月

満了
- 254 一人協定

桂坂かえで地区 H18 3月 4年 10年 あり 0 277 一人協定

桂坂つばき西地区 H2 9月 20年 10年 あり 1 217 215 一人協定

京都市西京区「大原野右京の里地区」 H12 5月 9年 5年 あり 1 267 267 合意協定

京都市西京区西竹の里タウンハウス S57 6月 27年 10年 あり 2 113 111 一人協定

ガーデンハウス洛西境谷公園住宅地区 S58 10月 26年 10年 あり 2 94 93 合意協定

京都市西京区阪急桂南住宅地区 S50 2月 34年 10年 なし 3 301 294 合意協定

京都市中京区麩屋町通笹屋町地区 H17 ８月 ４年 ５年 なし 3 23 29 合意協定

釜座町 H3 ５月 １８年 ５年 なし 3 18 12

岩倉長谷台住宅地区 S63 １１月 ２０年 １０年 なし 2 62 102 合意協定

京都市左京区下鴨第2住宅地区 S52 1月 32年 10年 あり 5年 119 119 合意協定

京都市左京区下鴨第１住宅地区 S48 12月 37年 10年 あり 6回 87 83 合意協定

北大路高野住宅地区 S54 2月 30年 あり 120 116 合意協定

一松町地区 H19 7月 3年 10年 あり 0 44 42

寺町通鶴山公園かいわい地区 H16 11月 5年 5年 あり 0 27 27 合意協定

さくら第一地区 H8 4月 13年 10年 あり 0 70 69 一人協定

三重県 四日市市

京都府 京都市

愛知県 名古屋市

福井県 福井市

さいたま市

川越市

春日部市

静岡県 静岡市

284

秋田県 秋田市

富山県 富山市

茨城県 水戸市

埼玉県
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(2/2)
地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

締結年 月 経過年数 協定期間 自動更新 回数 区画数 居住区画 協定

協定期間 建築協定区画数
建築協定の締
結時の形態都道府県 市町 建築協定地区名

協定締結年

箕面市 東箕面粟生MIDORIDAI H9 10月 13 20 自動更新 0 14 14 一人協定

豊能郡豊能町 北大阪ネオポリス第1～第4住宅地区 S59 4月 25 25 なし 0 1340 1340 一人協定

池田市 池田伏尾台第６住宅地区 S60 ２月 ２５年 10年 自動有り １回 170 141 一人協定

吹田市桃山台3丁目 H2 2月 19年 20年 なし 0 17 17 合意協定

吹田市桃山台第２地区 H9 6月 12年目 10年 あり 1 62 62 合意協定

佐竹台5丁目6丁目 H17 1月 5 10年 あり 0 83 70 合意協定

佐竹台3丁目地区 H8 1月 14年目 10年 あり 1 30 28 合意協定

青山台4丁目 H18 3月 4 10年 あり 0 210 合意協定

吹田市高野台地区 H15 2月 6年 10年 あり 219 215 合意協定

高浜地区 H20 ８月 ２年 １０年 0 93 90 合意協定

高槻市寺谷町８地区

H18（第
1回目

S61年10
月）

10月 3年 10年 あり 1 284 284 一人協定

高槻市芝谷町 S58 10月 25年 10年 あり 1 497 497 一人協定

高槻天神山地区 H20 2月 3年 10年 あり 0 132 122 合意協定

高槻市日吉台 10年 あり 0 816 合意協定

岡本台住宅地地区 H5 7月 16年目 20年 あり 0 118 117 一人協定

阪急弥生が丘住宅 H12 9月 9年目 20年 あり 1 273 273 合意協定

高槻ニューハイツ地区 S47 8月 37年目 10年 あり 3 288 268

高槻市日吉台四番町 H17 4月 4年目 20年 あり 0 84 82 合意協定

真上台ガーデンヒル住宅地 H21 4月 0年目 10年 あり 0 181 181 合意協定

南平台住宅第２ S60 4月 15年目 10年 あり 1 536 524 合意協定

島本町阪急Ｃ地区 H1 4月 21年目 10 あり 2 113 - 合意協定

椎の森管理組合 H2 2月 20年目 10年 あり 2 10 10

枚方市東香里三交住宅地区 H11 12月
10年（本
年更新）

10 あり 283 363 合意協定

（枚方市山の上）野村住宅地区 H18 8月 3年 10年 あり 0 191 184 合意協定

宇山東町住友住宅地区 H13 10月 9年 20年 あり 1 47 44 合意協定

コモンシティ星田HUL-1地区 H2 11月 19年 20年 なし 166 164 一人協定

交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地 S53 8月 31年目 10年 あり 1 71 70 一人協定

門真市 富士林プラザ門真東Ⅱ H21 1年 あり 0 56 20

堺市光風園住宅地区 H4 7月 18 10年 あり 1 85 81 合意協定

堺市南区高倉台3丁南地区 H19 9月 2 5年 あり 0 173 191 合意協定

美原さつき野A地区 H13 10月 8年 10年 あり 0 319 合意協定

茶山台３丁東地区 S56 8月 28年 5年 あり 4 156 148

新桧尾台1丁全区 H3 1月 2年目 10年 あり 1 333 328 合意協定

南海狭山住宅地（二丁目） H15 11月 6年 10年 あり 0 98 95 一人協定

南海さやまニュータウン大阪狭山地区
（第二地区）

H11 3月 2年目 10年 あり 1 115 113

富田林市 藤沢台３丁目 H2 9月 19年目 20 なし 0 60 60 一人協定

楠翠台地区 H13 8月 8年 10年 あり 380 合意協定

サニータウン緑が丘 H12 11月 3？ 10年 なし 1510

旭ヶ丘地区 H14 5月 ８年 １０年 あり 0 551 540 合意協定

楠台住宅地 Ｈ６ 6月 15年目 10 なし 1 740 720 合意協定

泉南市 関西ベイサイドリゾート H16 １１月 ５年 １０年 0 131 131 一人協定

岸和田市 天神山G地区 H6 5月 15年 10年 なし 1 58 58 合意協定

南海くまとり、つばさが丘第一地区 H12 2月 9年 10年 なし 0 300 138 合意協定

南海くまとり、つばさが丘第二地区 H12 8月 9年 10年 あり 0 148 130 一人協定

南海くまとり、つばさが丘第三地区 H14 2月 7年 10年 あり 0 349 299 一人協定

南海くまとり、つばさが丘第四地区 H14 7月 7年 10年 なし 0 382 35 一人協定

南海くまとり、つばさが丘第五地区 H14 7月 7年 10年 あり 0 6 0 一人協定

阪南スカイタウンE-1 H21 7月 1年 10年 あり 0 61 7月 一人協定

ガーデンハウス鹿の子台ハーブの里第
2地区

H13 9月 8年 10年 なし 0 42 42 一人協定

南鈴蘭台住宅地区 S63 6月 10年 あり 2 500 450 一人協定

神戸市惣山町 S58 3月 25年 10年 あり 2 1025 954 一人協定

松ノ宮団地地区 H16 3月 6年 10年 なし 3 113 138 合意協定

パストラルゆたか野 Ｈ９ 3月 13年目 10 あり 1 160 76 一人協定

中講パークフロント「低層住宅地区」 H６ 12月 15年 15年 あり 0 6 6 合意協定

五日市ニュータウン「彩が丘」 H2 8月 19年 10年 あり 1 1350 1250 合意協定

ひがし嵩見団地 Ｈ４ 10月 17年 20年 なし 55 一人協定

乃白シンフォニータウン「桜台」 H12 6月 9年 20年 あり 0 159 150

北九州市 青葉台ぼんえるふ H6 2月 15年目 10 あり 1 106 104 一人協定

鳥栖市 鳥栖市宿町門戸口 H3 10年 あり 2 44 合意協定

福岡市 平尾４丁目 H15 7月 6年目 10年 なし 0 61 合意協定

ふれあいタウン土井地区（佐賀県兵庫
町大字藤木）

H8 4月 13年 10年 自動有り １回 293 290 一人協定

佐賀県小城市小城本町通り2ブロック H20 3月 1年 10年 あり 0 47 30 合意協定

長崎県 唐津市 唐津地区 H9 11月 12年目 15 あり 0 42 23 合意協定
熊本市南部第一土地区画整理次号萩
原・本荘

H2 8月 19年 10年 自動有り １回 合意協定

協同組合熊本コスモ工業団地内 H3 2月 19 10年 自動有り １回 16 16 合意協定
秋津レークタウン（秋津第2レークタ
ウン建築協定を含む）

S63 11月 21 10年 あり 2 460 420 一人協定

熊本市南部第一土地区画整理事業花井
団地

S60 25年 10年 あり 2 16 合意協定

フードパル熊本 H8 11月 13年 10年 あり 1 24 24 合意協定
熊本市南部第一土地区画平田地区 H2 8月 19年 10年 あり 1 合意協定
八景水谷2丁目 H2 2月 19年 10年 あり 1 13 10 合意協定
打越台団地 H2 4月 19年 10年 あり 1 95 95 合意協定

熊本市熊本県

島根県 松江市

福岡県

佐賀県 佐賀市

兵庫県 神戸市

広島県 広島市

吹田市

高槻市

三島郡島本町

枚方市

交野市

堺市

大阪狭山市

河内長野市

熊取町

大阪府
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(1/21)

都道府県 建築協定地区名市町

秋田県 秋田市 協同組合秋田卸センター

秋田県 秋田市 秋田市「ハイタウン桜」団地

岩手県 盛岡市
ヴァンベール長橋台1団地（１
工区～４工区）建築協定地区

山形県 山形市 南陽市中央第一顔づくり地区

富山県 富山市 富山市布市新町

富山県 富山市 富山市婦中町

長野県 長野市 大室団地

茨城県 水戸市 青柳住宅団地

茨城県 水戸市 水府住宅団地

埼玉県 さいたま市岸町2,3丁目神明社北側地区

埼玉県 さいたま市さいたま市西区二ツ宮団地

埼玉県 さいたま市
大栄岩槻グリーンタウン（第3
期）

埼玉県 川越市 川越市笠幡霞の郷

埼玉県 川越市 ファミリータウン春日

埼玉県 所沢市 フラワーヒル建築協定

埼玉県 狭山市
西部狭山ニュータウン柏原住
宅第1期

埼玉県 春日部市 立野自治会建築協定

埼玉県 春日部市 武里角栄団地建築協定

埼玉県 春日部市 サニータウン春日部地区

東京都 大田区
池上七丁目２１番及び周辺地
区

神奈川県 横浜市
横浜市内建築協定地区アン
ケートによる

静岡県 静岡市 静岡市フローラタウン美和野

静岡県 静岡市 静岡市駿河台分譲地

愛知県 名古屋市 鳴海町南荘

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘北地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

ア 敷地条件 イ 位置条件 ウ 構造条件 エ 用途条件 オ 形態条件 カ 意匠条件 キ 設備条件 ク その他

1-2

建築協定書の内容（複数回答可）

建築基準法および消防法を順守す
る

車両の出入り口は交差点から5m
以内に設けてはならない

安全性と防火性を有するもの
（協）秋田卸センター定款第8条
第1項第1号に規定する業種の事
務所、店舗又は倉庫はOK

風俗営業および風俗関連営業並び
に旅館業法に定める旅館業の禁止

建築物の用途の制限はこの協定で
定められているが協定運営委員会
が風紀環境及び安全性等を害する
おそれがないと特に認めた場合は
この限りではない

高さの制限9m以下 一戸建て、専用住宅
共同住宅、作業場等の併用住宅、
単独店舗の禁止

囲障は生垣とする。他の構造（コ
ンクリート、ブロック造り、石積
等）の場合は高さ0.8m以下

建築できない部分を明示 建ぺい率、容積率の明示

分割禁止、地盤高さ変更原則禁止
1m 後退、軒先と境界まで30cm
以上

高さ、10m,9.6m,9m 以下 - 共同住宅禁止 堅固な囲障は高さ80cmまで - -

隣地境界から2m後退を図る 10m以内
建築物の色彩は（白、ベージュ、
グレー系統色）、広告、看板類は
設置してはならない

分割条件165㎡以上
外壁後退１階１ｍ以上、２階1.8
ｍ以上、除外条件あり

商工制限
専用住宅若しくは診療所および整
骨院、これらに類するもの

屋根の形状、降雪時に隣地および
道路に雪が落ちないように配慮

塀の高さ

分割条件、1区画200㎡以上、地
盤高条件あり

セットバック条件、メインスト
リートのみ

高さ制限10ｍ 居住外の面積は全体の１/2以下 色、境界壁の制限あり 色、形状、構造制限あり

分割条件、地盤条件 セットバック条件 高さ制限 用途制限 集合住宅の禁止 囲障制限 広告物制限、色彩制限

地盤、擁壁は原則として変更しな
い

地盤面からの高さは10m以上
専用住宅（付属建物である車庫、
物置を含む）

建築基準法別表第2（a)項にあげ
る用途（面積除く）で都市計画法
第42条の許可を受けたもの

柵又は塀生垣などは開放性のも
の、石積み、ブロックは1.5m以
下

広告物などの設置掲示の禁止

地盤、擁壁は原則として変更しな
い

地盤面からの高さは10m以上 代替地のため従前の用途の物
建築基準法別表第2（a)項にあげ
る用途（面積除く）で都市計画法
第42条の許可を受けたもの

柵又は塀生垣などは開放性のも
の、石積み、ブロックは1.5m以
下

広告物などの設置掲示の禁止

高さ制限１０ｍまで

形状と敷地境界線の変更禁止 北側一階二階２mセットバック 高さ９m以下（地盤面から）
一戸建てとし住居専用もしくは診
療所（獣医は除く）

賃貸用禁止 へいの高さ地盤面より１m以内
屋根基準法の第２２条、外壁は同
法２３条に準ずる構造

隣地境界および道路境界線まで1
ｍ以上、北側隣地境界線２階は
1.9ｍ以上

地階を除き２階まで、高さ9ｍ、
軒の高さ6.5ｍ以内

作業所、店舗は禁止
境界囲障1.8ｍ以下、コンクリー
トブロック積は1.2ｍ以下

建ぺい率50％以下、容積率80％
以下

2階建てまで、３階建て禁止
学習塾等までとし、お店を構える
商売は、禁止。学習塾等も組合の
許可を要す。

集合住宅、アパートなどは禁止。 塀は樹林（生け垣）とする
屋根付き駐車場は組合の許可を要
す。

建物の壁の色は基本をベージュと
し派手な色の禁止。

土地、建物 3階建て禁止、容積率等 商店禁止等 アパート等禁止 物置等の大きさに制限等

分割・合併はできない。出入り
口、車庫を覗き、地盤高変更禁止

建物は壁面が、隣地境界から１ｍ
以上離す

高さ10m以下、軒高さ6．5m以
下、地上は２階まで（３階禁止）

一戸建て専用住宅のみ
玄関は１箇所、２階への外階段禁
止

透視可能なフェンスまたは生け垣
にする。コンクリート塀等禁止。

宅地の道路に面した部分（出入り
口、車庫を除き）フラワーベルト
（奥行50cm)ttとｓる。

建ぺい率50%以下(法的には60%
以下の地区)

形状と敷地（区画）の境界線は変
更しないこと

外壁から敷地境界線までの距離は
1m以上

地階を除き２以下。高さ10m以
下、軒の高さ7m以下

一戸建て住居専用。ただし付属建
築物である物置、車庫勉強部屋等
を除く

建ぺい率５/10以下、容積率８
/10以下

生垣又は高さ１．５m以下の開放
的なフェンス

広告物は１区画につき１戸、報じ
面積１㎡以下

建築協定締結時の地盤面を盛土し
ないこと

隣地境界線まで距離1m以上 高さ10m以下、地上3階
専用住宅、兼用住宅（事務所、医
院等）

緑化につとめること

地盤面の高さは隣接する道路中央
面から20cm以内

外壁またはこれに代わる柱の面か
ら敷地境界線までの距離は90cm
以上

高さは9m、軒の高さは6.5m。地
階を除き階数は２以下。北側隣地
が前面道路の反対側の境界から立
ち上がり6m+1.25/1 勾配

一戸建て住居専用。医院学習塾、
華道教室、事務所、店舗、付属す
る自家用車庫および物置を兼ねる
ものを除く

一戸建て住居専用。医院学習塾、
華道教室、事務所、店舗、付属す
る自家用車庫および物置を兼ねる
ものを除く

高さ1.2m以下の生け垣やフェン
スの利用

隣地境界線近くの物置は床面
1.65m2以下の簡単に移動できる
もの

軒先は隣地境界線より40cm以上
内側。出窓は下端を床面より
30cm以上高くし、隣地より
50cm以上とする。

道路敷地境界から1m
地上２階以下、 高高さ10m,軒
高さ7m

専用住宅、併用住宅（医院等）、
地区により事務所併用住宅や共同
住宅

緑化につとめること。建蔽率
60%,容積率100%

公道路面中心部から12m以下と
する。

地盤高嵩上げ、建築物の高
さ、セットバック、植栽等

道路・隣地境界から1m以
上、幹線道路境界から1.8ｍ
離れる

10mを超えないこと
１/2以上居住の用に供し、
50㎡未満の日常のように供
する店舗はOK

垣は生垣とするもんや基礎コ
ン等条件あり

個別合併処理浄化槽を設置し
10ppm以内を保持する

宅地地盤面の高さは、各宅地造成
時の意志積みまたはそれに代わる
コンクリート擁壁天端（上辺）と
する。

建築物の壁もしくはこれに代わる
柱の外面から隣地境界線までの距
離は、１階部分1.5m以上、2階部
分1.9m以上

建築物の高さは、地盤面から9m
とする。軒の高さは6.5mを越え
ないこと。回数は２以下とする。

住宅は専用住宅とする。委員会の
承認があった場合は、医院付き住
宅（獣医除く）とすることができ
る。

共同住宅禁止
前面道路に面する塀は植栽による
生け垣としブロックを設置しては
ならない。

ガレージ等確認申請を必要とする
ものについては、建築面積45m2
以内、壁面距離の制限は受けな
い。

広告塔、看板等は設置してはなら
ない。

外壁後退1ｍ以上 10m以下 一戸建て専用住宅を原則 空き地の緑化

３０坪未満のミニ開発の禁止
一低層は１０m以下、その他１５
以下

風俗営業的施設、宗教団体の禁
止、一低層は一戸建ての専用住居
を原則

アパート、マンション、寄宿舎を
禁止
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(2/21)

都道府県 建築協定地区名市町

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘南地域

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘東地区

愛知県 名古屋市 徳川1丁目前ノ町地区

岐阜県 岐阜市 タウンハウス岐阜

福井県 福井市 福井市三尾野町

福井県 福井市 福井インター流通センター

三重県 四日市市
ヒューマンタウン采女が丘
（第2次）

三重県 四日市市 四日市市陽光台地域

京都府 京都市
桂坂さつき地区（さつき西地
区、東地区、南地区）

京都府 京都市 久我の社（東）

京都府 京都市
京都市伏見区久我の社住宅地
区

京都府 京都市 醍醐柿原住宅地区

京都府 京都市 醍醐夢ヶ丘

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第１）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第２）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第３）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第４）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第５）

京都府 京都市 桂坂あかしあ地区

京都府 京都市
桂坂もくれん地区（東地区お
よび西地区）

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

ア 敷地条件 イ 位置条件 ウ 構造条件 エ 用途条件 オ 形態条件 カ 意匠条件 キ 設備条件 ク その他

1-2

建築協定書の内容（複数回答可）

ミニ開発は極力避ける。接道5m
以上

10m以下、近隣商業地区は15m 一戸建ての専用住宅を原則
共同住宅、寄宿舎の禁止。早朝や
深夜に営業するカラオケなどの禁
止

緑化の努力、営業用車の時間制限

45坪以下のミニ開発禁止
風俗営業的施設禁止、宗教団体施
設禁止

アパート、マンション寄宿舎を禁
止

敷地面積900㎡以上で高さ12m
を超える建築物の壁面後退2m以
上

地階を除き６以下
風俗営業及び店舗型性風俗特殊営
業、ワンルームマンション、酒類
提供飲食店

共同住宅、寄宿舎、寮などは、住
戸数を超える駐車場の確保、緑化
に努める。

少敷地面積1250㎡以上
号炉境界線から5m、隣地境
界線から2m以上セットバッ
ク

鉄骨造、鉄筋コンクリート
造、補強コンクリートブロッ
ク造に限る

工場、作業場、事務所、倉
庫、車庫、従業員の福利厚生
施設に限る

建ぺい率10~60%、容積率
200%以下

看板は1事業所2か所以内と
し、その設置は円地区物壁面
への直付けを標準とする

校外防止に必要な設備の設置
義務

敷地境界からのセットバック条件
高さ制限31mただし送電線は
15m

流通業務用地、配送基地、自動車
等整備工場、給油等のサービス施
設以外は不可

コンクリーtブロック塀、板塀の
禁止

敷地面積は180㎡以上とする。現
況地盤高を±30cm以上変更しな
い

インターロッキングで舗装された
保堂のうち乗り入れ用となってい
る部分以外の乗り入れは認めな
い。

建築物の高さは10m以下とし、A
地区においては軒高7m以下

1種、2種低層住専、共同住宅、
長屋又は寄宿舎は建築してはなら
ない

敷地内の建築物は1棟としなけれ
ばならない

A地区において塀、囲い等は生
垣、1.5m以下のパイプフェンス
又は類するものとする

携帯の除外規定でA地区の車庫は
軒高2.8m以下でかつ面積が20㎡
以下

看板、広告物等は設置してはなら
ない（除外規定あり）

建築物の高さは、地盤面から
10mを越えてはならない。

麻雀屋、カラオケ喫茶、スナッ
ク、ゲームセンター、テレホンク
ラブ、その他風俗営業等の規制お
よび業務の適正化等に関する法律
（昭和23年法律第122号）に規
定する風俗営業に該当する営業に
供する建築物、底面積の合計が5
ｍ2を越える禽舎、ホテルまたは
旅館、床面積の合計が150m2を
越える店舗、事務所、原動機を使
用する工場で作用場の床面積の合
計が、50m2を越えるもの

共同住宅、長屋、寄宿舎

敷地面積135平米以上～330㎡
以上、1区画（分割不可）、植栽
等

壁面から道路境界線までの距離、
1回1.2ｍ以上～3ｍ

高の高さ10ｍ、階数は2以下
1戸建て専用住宅、集会所、診療
所、巡査派出所以外は禁止

建築面積の敷地面積に対する割合
10分の5を超えない

屋根の材料、仕上げ色、形式、外
壁の材料、仕上げ形式について定
め

植栽、外柵、広告物を規制、屋外
テレビアンテナ禁止

点地区物の敷地面積は100㎡
以上とする

建築物の 高の高さは10m以
下

建築物の用途は一戸建て専用
住宅または診療所とする
個人専用住宅とする 地上階数は1又は２とする

分割禁止、地盤面の高さ変更
道路境より2m、隣地境界よ
り1.5mセットバック

2階建高さ地盤面より10m以
下

専用住宅のみ 専用住宅のみ
外柵等の高さは1.8ｍ以下、
周辺環境と調和する材料で色

協定地区内の敷地に営利目的
の看板、広告などを常設して
はならない

面積110平米以上。形状変更、擁
壁の除去、積み替え禁止。

道路から壁面1.2m。隣地から壁
面0.7m。物置など高さ2.5m以
下、床面積７㎡以下の建築物等は
該当しない

一戸建て専用住宅、建築基準法施
130条3号の兼用住宅、診療所、
集会所、委員会の承認を受けたも
の・・・建築可

屋根の形態、材料、色の基準あ
り。外壁についても同様の基準な
り。

公共施設（派出所（交番）、公衆
電話）については規定外

面積110平米以上。形状変更、擁
壁の除去、積み替え禁止。

道路から壁面1.2m。隣地から壁
面0.7m。物置など高さ2.5m以
下、床面積７㎡以下の建築物等は
該当しない

一戸建て専用住宅、建築基準法施
130条3号の兼用住宅、診療所、
集会所、委員会の承認を受けたも
の・・・建築可

屋根の形態、材料、色の基準あ
り。外壁についても同様の基準な
り。

公共施設（派出所（交番）、公衆
電話）については規定外

面積110平米以上。形状変更、擁
壁の除去、積み替え禁止。

道路から壁面1.2m。隣地から壁
面0.7m。物置など高さ2.5m以
下、床面積７㎡以下の建築物等は
該当しない

一戸建て専用住宅、建築基準法施
130条3号の兼用住宅、診療所、
集会所、委員会の承認を受けたも
の・・・建築可

屋根の形態、材料、色の基準あ
り。外壁についても同様の基準な
り。

公共施設（派出所（交番）、公衆
電話）については規定外

面積110平米以上。形状変更、擁
壁の除去、積み替え禁止。

道路から壁面1.2m。隣地から壁
面0.7m。物置など高さ2.5m以
下、床面積７㎡以下の建築物等は
該当しない

一戸建て専用住宅、建築基準法施
130条3号の兼用住宅、診療所、
集会所、委員会の承認を受けたも
の・・・建築可

屋根の形態、材料、色の基準あ
り。外壁についても同様の基準な
り。

公共施設（派出所（交番）、公衆
電話）については規定外

面積110平米以上。形状変更、擁
壁の除去、積み替え禁止。

道路から壁面1.2m。隣地から壁
面0.7m。物置など高さ2.5m以
下、床面積７㎡以下の建築物等は
該当しない

一戸建て専用住宅、建築基準法施
130条3号の兼用住宅、診療所、
集会所、委員会の承認を受けたも
の・・・建築可

屋根の形態、材料、色の基準あ
り。外壁についても同様の基準な
り。

公共施設（派出所（交番）、公衆
電話）については規定外

110㎡以上
外壁ー道路境界線から1.2ｍ以
上、隣地境界線から0.8m以上

診療所、巡査派出所、その他令
130条の４で定める公益上必要な
建物以外は禁止

一戸建て又は2戸建て専用住宅、
令130条の３に定める兼用住宅以
外は禁止
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(3/21)

都道府県 建築協定地区名市町

京都府 京都市
桂坂あすなろ第1第2、桂坂セ
ンター、センター北、桂坂に
れのき南

京都府 京都市
桂坂くすのき地区（東、中、
西、北）

京都府 京都市 桂坂にれのき北第1第2地区

京都府 京都市 桂坂第10、11，12地区

京都府 京都市 桂坂ひいらぎ南、

京都府 京都市 ひいらぎ北

京都府 京都市
ひいらぎつばき石畳通（6丁
目）

京都府 京都市 ひいらぎ中

京都府 京都市 桂坂かえで地区

京都府 京都市 桂坂つばき西地区

京都府 京都市
京都市西京区「大原野右京の
里地区」

京都府 京都市
京都市西京区西竹の里タウン
ハウス

京都府 京都市
ガーデンハウス洛西境谷公園
住宅地区

京都府 京都市
京都市西京区阪急桂南住宅地
区

京都府 京都市
京都市中京区麩屋町通笹屋町
地区

京都府 京都市 釜座町

京都府 京都市 岩倉長谷台住宅地区

京都府 京都市 京都市左京区下鴨第2住宅地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

ア 敷地条件 イ 位置条件 ウ 構造条件 エ 用途条件 オ 形態条件 カ 意匠条件 キ 設備条件 ク その他

1-2

建築協定書の内容（複数回答可）

分割不可、切り盛り0.5m以
下

壁面後退、道路境界、一階
1.5m以下、二階2.4m以下、
隣地1.2m

高高10m、軒高7m、2階
まで

一戸建て専用住宅、診療所、
集会所他公益的な物に限定

屋根？？３/10以上、軒、庇
の出45cm以上、色規定

道路側？？？地禁止 アンテナ不可、広告物税源 外溝等

小面積、宅地形状変更の原
則禁止

１階のセットバック１．５m
以上、隣地境界線0.8～1.2m
以上、幹線道路宅地の植栽帯
の変更禁止

高さ制限10m以下、地上2階
以下

商店禁止、住宅専用（基本） 一戸建て専用住宅
屋根、外壁の材料、色の基準
あり。コンクリートブロック
素地塀の禁止

テレビアンテナなどの屋外設
置の禁止

建物面積５/10以下、植栽部
分面積2/10以上

低敷地面積160㎡
壁面後退、道路境界線から1
階は1.5m2階は2.4m。隣地
境界線からは1.2m

地階を除き2階以下。建物の
高の高さは10m、 高の軒

の高さは7mいあでｍ、屋根
勾配3/10以上

一戸建て専用住宅と診療所の
み可なので集合住宅は不可。

屋根、外壁について形式、材
料、色の規定あり。塀のコン
クリートブロック素地は禁止

屋外テレビアンテナの禁止
（地区内Catvあり）

看板等の広告物の設置、掲示
の禁止

3階建ての禁止
建築物屋根形状、色系、材
料、TVアンテナ、広告物等

面積条件、地盤条件
セットバック条件、車庫出入
り口条件

高さ制限、3階建て禁止 商店を禁止 屋根勾配、軒出基準
屋根、外壁の形式、使用材
料、色彩基準

排気筒の吹き出し口制限
テレビアンテナの設置禁止、
広告物規制

面積条件、地盤条件
セットバック条件、車庫出入
り口条件

高さ制限、3階建て禁止 商店を禁止 屋根勾配、軒出基準
屋根、外壁の形式、使用材
料、色彩基準

排気筒の吹き出し口制限
テレビアンテナの設置禁止、
広告物規制

面積条件、地盤条件
セットバック条件、車庫出入り口
条件

高さ制限、3階建て禁止 商店を禁止 屋根勾配、軒出基準
屋根、外壁の形式、使用材料、色
彩基準

排気筒の吹き出し口制限
テレビアンテナの設置禁止、広告
物規制

面積条件、地盤条件
セットバック条件、車庫出入
り口条件

高さ制限、3階建て禁止 商店を禁止 屋根勾配、軒出基準
屋根、外壁の形式、使用材
料、色彩基準

排気筒の吹き出し口制限
テレビアンテナの設置禁止、
広告物規制

160㎡以上 1階、1.5m以上、2階2.4m以上 Max10m、2階以下
一戸建て専用住宅、診療所、派出
所以外はだめ

一戸建て専用住宅、診療所、派出
所以外はだめ

生垣、竹垣マナ他土塀、自然素材
の使用を原則

1区画１戸、土盛りの制限
前面道路からの後退、隣地からの
後退

高さ10m,2階建てまで 住居専用、医院は可 集合住宅禁止
ブロックコンクリート塀のむき出
し禁止

車庫の軒の高さ２．３ｍ以下 屋外アンテナの禁止

前面道路の路面中心線から60cm
以下

建物の外壁仕上げ面から敷地境界
線まで50cm以上、ただし真北方
向まで1階1m以上、2回以上も
2m以上あける

地盤面から6.5m以下

分譲時の地盤の高さを変更しては
ならない

分譲時のとおり 分譲時のとおり 分譲時のとおり 分譲時のとおり
分譲時のとおり、但し運営委員会
が認めたものはこの限りではない

分譲時のとおり、但し運営委員会
が認めたものはこの限りではない

増築等はできない

法令、条例に定める建ぺい率、容
積率以下とする

住宅以外の用途の禁止
2mを超える塀の禁止、材質、色
調の意匠について既存建築物との
調和の維持

屋外広告物の禁止

120㎡以上
外壁から敷地境界線までの水
平距離ー真北は1m以上、そ
の他の方向は0.5m以上

地上階数1又は２、かつ軒高
は6.5m以下

一戸建て専用住宅又は兼用住
宅（事務所、小売店舗、診療
所、理髪店、学習塾など）

一戸建て専用住宅
セットバック条件ー自動車車
庫又は物置で平屋建てで簡易
な構造のものは除外

貸事務所、駐車場、共同住宅（い
ずれも所有者の住宅に付属するも
のは除く）禁止

風俗営業、ワンルームマンション
禁止

180㎡以上
建築物の高さ9m、軒高6.5m以
下、建物の地上階数2階建以下

一戸建て専用住宅、診療所、自治
会集会所、その他運営委員会で環
境上支障なきと認めたもの

一戸建て専用住宅、診療所、自治
会集会所、その他運営委員会で環
境上支障なきと認めたもの

共同住宅及び寄宿舎は地上階数2
以下、高さは地盤面から7.5m以
内
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(4/21)

都道府県 建築協定地区名市町

京都府 京都市
京都市左京区下鴨第１住宅地
区

京都府 京都市 北大路高野住宅地区

京都府 京都市 一松町地区

京都府 京都市 寺町通鶴山公園かいわい地区

京都府 京都市 さくら第一地区

大阪府 箕面市 東箕面粟生MIDORIDAI

大阪府 豊能郡豊能町
北大阪ネオポリス第1～第4住
宅地区

大阪府 池田市 池田伏尾台第６住宅地区

大阪府 吹田市 吹田市桃山台3丁目

大阪府 吹田市 吹田市桃山台第２地区

大阪府 吹田市 佐竹台5丁目6丁目

大阪府 吹田市 佐竹台3丁目地区

大阪府 吹田市 青山台4丁目

大阪府 吹田市 吹田市高野台地区

大阪府 吹田市 高浜地区

大阪府 高槻市 高槻市寺谷町８地区

大阪府 高槻市 高槻市芝谷町

大阪府 高槻市 高槻天神山地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

ア 敷地条件 イ 位置条件 ウ 構造条件 エ 用途条件 オ 形態条件 カ 意匠条件 キ 設備条件 ク その他

1-2

建築協定書の内容（複数回答可）

①専用住宅、②住宅で診療所
の用途を兼ねるもの

③共同住宅（地上階が2以下
でかつ、建築物の軒の高さが
地盤面から7.5mをこえない
ものに限る。上記の①②③の
みに制限し、店舗等の兼用住
宅は禁止

12m以内
共同住宅、工場、店舗、病
院、老人ホーム、マージャ
ン、カラオケ、ホテル

共同住宅

一拾個の占有面積30㎡未満の共
同住宅の禁止。ただし住戸の数
15以下は例外

地階を除く階数は3以下。 高の
高さ12m（塔屋含む）以下。

面積140㎡以上、建ぺい率50％
容積率80%

道路境界線に沿っては境界線から
1.2m壁面線とする付属建物床面
積が5㎡以内の部分は0.5m

10m伊kあ、屋根勾配は10分の
３以上

一戸建て住宅、診療所（住宅を兼
ねるもの）巡査派出所、公衆電
話、公益上必要な建物

一戸建て専用住宅、建築施行令第
130条の3号に規定する兼用住
宅、診療所（獣医を除く）公共施
設以外の建物

ブロック塀禁止 植栽敷地面の５％以上

高さ制限、宅地の建築面積部分の
高さは、現況地盤面より高くして
はならない

建築物は個人専用住宅のみとする

店舗、事務所、作業所等との併用
住宅及びアパート、寮、その他の
集合住宅の建設はできなし。ただ
し、入院設備のない医院併用住宅
の建設はできる

将来、建築基準法その他関係法令
が現状より業務制限を課した場合
はそれに従う

造成時の地盤高を変更してはなら
ない

全周１．５ｍ 高１０ｍ、階数は２とする
一戸建て住宅のみとする、一部
（近商）焦点、医院可

アパート、寮の禁止 植栽が望ましい

分割禁止 １m後退 地盤面より９ｍ 住宅専用 一戸建て
見通し、緑化の妨げとなる塀の禁
止

- -

分割不可、区画の変更を認めない ○だが回答なし ○だが回答なし

分割禁止、地盤面の変更禁止、個
人駐車スペースは可

階数は地階除き２以下
一戸建て専用住宅（二世帯住宅を
含む（）

（道路面）の自動車の出入り口幅
は6m以下

敷地内の空き地および敷地際は樹
木等により緑化に努める。

分割禁止・地盤変更禁止 境界線より１．５ｍ（外壁まで） 高さ制限１０ｍまで
一棟専用住宅・地域にふさわしい
兼用住宅は認める

集合住宅・長屋住宅禁止 宅地の裏地は緑化に努める

分割できない（ただし、1区画
165m2以上は可もあり）

一戸建て専用住宅

地盤面の変更不可。造園およ
び自動車車庫建築の切り土お
よび盛り土はこの限りでな
い。本協定発効以前に隣接地
りょうがわがすでに盛り土さ
れている場合は当事者の申請
により隣接地レベルまで盛土
を認める。分割不可、ただし
分割後が２００㎡以上で運営
委員会の承認を得たものはこ

階数は２まで。高さは１０m
まで

１戸建て専用住宅（２世帯同
居住宅を含む）兼用住宅の場
合は当地区にふさわしいも
の。共同住宅・長屋住宅は２
戸まで

分割200㎡以上、地盤変更不可 高さ10m以下
党地区にふさわしい建物、商店不
可

集合住宅一戸の延べ面積80㎡以
上、一棟あたり4戸まで

なるべく緑化に努める

高さ制限、 高高さを１４mとす
る

1区画150㎡以上
道路と？？部分1.5ｍその他1.0
ｍ

地盤面7m以下
専用住宅又は医療法にいう入院施
設のない診療所兼住宅

協定締結時における区画を狭小化
禁止。2区画以上の連結する区画
を再分割可、但し締結時より狭小
化禁止

道路、隣地境界線からの壁面後退
距離

地上2階以下、2階の屋根の利用
禁止

専用住宅（長屋、共同住宅は除
く）、入院設備のない診療所兼用
住宅に限る。区域を限って商店可

規定はないが陸屋根の変更を申し
入れた事例あり

2階屋根の利用禁止。規定はない
が2階建駐車場

石積み、擁壁に関する記載

一戸建て（２世帯住宅含む、長屋
共同住宅含まない）専用住宅、入
院施設のない医院、診療所

色彩、形態は良好な住宅地に調和
する者

意匠は良好な住宅地に調和するも
の
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(5/21)

都道府県 建築協定地区名市町

大阪府 高槻市 高槻市日吉台

大阪府 高槻市 岡本台住宅地地区

大阪府 高槻市 阪急弥生が丘住宅

大阪府 高槻市 高槻ニューハイツ地区

大阪府 高槻市 高槻市日吉台四番町

大阪府 高槻市 真上台ガーデンヒル住宅地

大阪府 高槻市 南平台住宅第２

大阪府 三島郡島本町島本町阪急Ｃ地区

大阪府 三島郡島本町椎の森管理組合

大阪府 枚方市 枚方市東香里三交住宅地区

大阪府 枚方市
（枚方市山の上）野村住宅地
区

大阪府 枚方市 宇山東町住友住宅地区

大阪府 交野市 コモンシティ星田HUL-1地区

大阪府 交野市 交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地

大阪府 門真市 富士林プラザ門真東Ⅱ

大阪府 堺市 堺市光風園住宅地区

大阪府 堺市 堺市南区高倉台3丁南地区

大阪府 堺市 美原さつき野A地区

大阪府 堺市 茶山台３丁東地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

ア 敷地条件 イ 位置条件 ウ 構造条件 エ 用途条件 オ 形態条件 カ 意匠条件 キ 設備条件 ク その他

1-2

建築協定書の内容（複数回答可）

平均地盤面の変更禁止 壁面後退距離四辺とも1m以上 軒下7m以下屋根10m以下 第一種低層専用住宅のみ
屋根付き駐車場は（市の了承を得
低）協定では黙認とする。

150m2以上可。地盤の高さの変
更不可

外壁後退は1m以上（全周囲） 軒下7m以下 高高さ10m以下
専用住宅のみ。診療所、巡査派出
所、郵便局は可

一戸建て専用住宅
生け垣または透視可能なフェンス
等、緑化の妨げとならない構造

建蔽率50%以下、容積率100%
以下

1区画（敷地）に１棟１住宅（物
置、ガレージ、カーポート及び上
屋を除く）確定した区画を分割で
きない。

建築物の外壁またはこれにかかわ
る外面から敷地境界線までの距離
は1m以上とする

現況地盤面より8m以下軒の高さ
7m以下

一戸建て住居専用住宅。一部店舗
併用住宅も可

道路境界線側は生け垣にするなど
緑化に配慮市、建築物の色紙形
態、意匠等は良好な住宅に調和す
るように努める

分割禁止。現地盤より高く出
来ない。

外壁後退線を敷地境界線・道
路境界線より1m以上とす
る。

高高さ9m.。軒高さ7m.

専用住宅及びこれに付随して
使用される物置・車庫に限
る。（長屋・共同住宅は禁
止）

住宅の一部を事務所・診療所
などとする兼用住宅に委員会
で協議

物置・車庫などは、住宅と調
和のとれた意匠・色彩と敷地
境界線に接近(50cm)して建
てる時は、あらかじめ隣地に
説明・了承を得ること。

広告塔、広告板などの工作物
の禁止

宅地の地盤面の高さは現況地盤面
より高くしてはならない。本協定
締結時の区画を分割してはならな
い。

建築物の階数は２階以下とし、２
階の屋上はしようできないものと
する。建築物の高さは 高高さ
10mとする。

住居専用住宅に限る。但し建築物
内では認められたものについては
この限りではない。

１区画１棟１住宅とする。但し２
以上の連続する区画も１棟１住宅
とするのは妨げない。

広告塔、広告看板等を敷地内に設
けてはならない。

分割条件、地盤条件 外壁の後退距離1m以上
軒の高さ7m以下、 高の高さ
10m以下、階数は地上２以下

一戸建て専用住宅（ただし、７宅
地例外あり）

一戸建て専用住宅（集合住宅、ア
パートの禁止）

広告塔および広告板の禁止
物置などで、軒高さ2.3m以下、
床面積5m2以内はok

入院設備のない診療所、電気通信
及びテレビ共同受信設備はOK

1区画1住宅、現況地盤より高く
しない。

外壁の後退距離については全て
1.0m以上とする。

建築物の軒の高さ7m以下、 高
の高さ10m以下とする。

住居専用住宅に限る 長屋共同住宅の禁止
2階以下とし2階の屋上は使用出
来ない。

汚水および家庭用雑排水の蓋は密
閉式とする。

現況一区画 ２階以下 １区画に1棟の一戸建て専用住宅

団地方式 団地方式 鉄筋コンクリート9m以下 住宅専用 1棟2住宅（専有地は１住宅） 既在建物と違和感を生じないもの
広告塔、告知板などは取り付けな
い

各専有地の区画を変更してはなら
ない。

小面積165㎡ 外壁後退１ｍ 高高さ１０ｍ、軒高７ｍ
一戸建て専用住宅、一定の併用住
宅

専用住宅の外観

低200㎡以上ある分割を認める
道路より1m、他は0.7m以上後退
させる

10mまで、2階建まで 一戸建て専用住宅

協定発効時の区画（敷地）をベー
スにして116㎡以上確保、地盤の
高さ変更禁止

隣地境界お呼び道路境界より
50cm以上後退（物置、駐車場、
高さ3以下は除く）

10m（高さ）以下、軒の高さは
7m以下、一棟形式の2戸はOK

一戸建て専用住宅を原則、住宅の
一部を利用して行う稽古事の指導
等は要承認

共同住宅はだめ 緑化の推進（努力義務）

区画変更の禁止、現況地盤面の変
更の禁止

車庫、門および問中等は道路と地
吉境界線までの距離が0.5mに満
たない範囲内に建造してはならな
い

専用住宅に限る（一部併用住宅は
可）

建築物の色彩、形態、付属建築物
等は良好な住宅地と調和するもの
でなければならない

石積み、擁壁上の高さの変更の禁
止、広告板の設置の禁止

敷地の形状は土地所有者等の合意
がなければ、変更しない

一団地建築物として7棟70戸の建
築物以外は認めない。集会所その
他の公共定期施設は土地利用者の
過半数の合意で可能。

各戸の用途は専用住宅とし、店
舗、事務所等の兼
用住宅及び店舗等は認めない。

テラスハウスの構造及び意匠の変
更は土地所有者等の合意が無けれ
ば認めない。専有部分の修繕およ
び改装が建物の構造及び意匠に影
響する場合は、委員会の承認を必
要とする。

物置を設置する場合は、隣接する
住戸・植栽への日照および街路か
らの景観を考慮し、基本的に指定
した場所に設置。環境との調和を
充分に考慮すること。
広告塔、広告板、装飾塔、その他
これらに類するものを設置すると
きは、委員会の承認を得ること

敷地境界線上は生垣とし、コンク
リートブロック塀等、景観に調和
しないものにしてはならない。
専有敷地内には出来るだけ花壇、
菜園、低木樹木及び芝生等で
緑化をはかり、周囲に迷惑をかけ
ないように維持管理に務めなけれ
ばならない

100㎡以上 ２階 住宅以外の原則禁止 一戸建て

敷地の区画面積は原則として
110㎡以上とする。ただし運
営委員会が認めた場合はこの
限りではない。

建築物は1区画に一戸建ての
専用住宅とする。ただし運営
委員会が住宅環境を損なわな
いと特に認めたもについては
この限りでない

同上

1区画175㎡以上、地盤面変更禁
止

1.5ｍ
兼用住宅は延べ面積の1/2以上を
居住用に供すること

集合住宅禁止

敷地から緑道に面して出入り口を
設けてはならない。車庫の出入り
口も同様とする。

道路及び緑道に接する敷地につい
ては1.8m以上。それ以外は1m以
上。

階数は地階を除き2以下。建築物
の高さは地盤面から10mを超え
てはならない。

前面道路に面する垣、柵の構造は
コンクリートお呼びコンクリート
ブロック禁止。生垣併用のフェン
スは高さ1.5m以下、基礎のコン
クリートブロックは40cm以下。

ガレージの構造は側壁のあるもの
は不可。二段式は同意を得た場合
に限り可。門扉の高さは1.5m以
下。

宅地擁壁お呼び道路に面する部分
には65cm以上の植樹帯又はセミ
パブリックスペースを設けなけれ
ばならない。宅地内に設置する看
板は50cm×４ｍ？以下で2枚ま
で。アマチュア無線アンテナ金
智。自動販売機設置禁止

1区画につき１棟、敷地の大きさ
は１住宅あたり178m2以上

建物の外壁または柱の面から敷地
境界線までの距離は1.5m以上

地盤面からの高さが4m以上の広
告塔、看板その他の工作物を設け
てはならない。

一戸建て専用住宅であること、た
だし兼用住宅のうち診療所、事務
所、日用品販売の店舗はこの限り
でない。

一戸建て専用住宅であること
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都道府県 建築協定地区名市町

大阪府 堺市 新桧尾台1丁全区

大阪府 大阪狭山市南海狭山住宅地（二丁目）

大阪府 大阪狭山市
南海さやまニュータウン大阪
狭山地区（第二地区）

大阪府 富田林市 藤沢台３丁目

大阪府 河内長野市楠翠台地区

大阪府 河内長野市サニータウン緑が丘

大阪府 河内長野市旭ヶ丘地区

大阪府 河内長野市楠台住宅地

大阪府 泉南市 関西ベイサイドリゾート

大阪府 岸和田市 天神山G地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
一地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
二地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
三地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
四地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
五地区

大阪府 阪南市 阪南スカイタウンE-1

兵庫県 神戸市
ガーデンハウス鹿の子台ハー
ブの里第2地区

兵庫県 神戸市 南鈴蘭台住宅地区

兵庫県 神戸市 神戸市惣山町

兵庫県 神戸市 松ノ宮団地地区

徳島県 徳島市 パストラルゆたか野

広島県 広島市
中講パークフロント「低層住
宅地区」

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

ア 敷地条件 イ 位置条件 ウ 構造条件 エ 用途条件 オ 形態条件 カ 意匠条件 キ 設備条件 ク その他

1-2

建築協定書の内容（複数回答可）

175m2であること。地盤面の高
さは、みだりに変更してはならな
い。但し委員会の承認を得た場合
は、このかぎりでない。

建物は道路境界線、敷地境界線か
ら1.0mijouの間隔をおいて建築
すること

2階建以下とし、高さは1.0m(屋
上突出部を含む)を越えないこ
と。

1区画、1棟であること。但し、
車庫、物置、離れはOK

工作物、看板等、1階軒高以下に
設置する物、1面が１m2以下、
照明は白色照明のみ、騒音振動等
が出ない。街並みの美観を損なわ
ない。

道路側溝に沿う用壁、石積みブ
ロック壁等の壁尻は、側溝の外面
から0.1m以上後退させること

分割不可
高さは10m超不可。階数は地価
を除く２以下

建築物等の色彩及び意匠は、良好
な住宅地に調和すること

道路に面して設置する塀は表面化
粧の施されていないコンクリート
ブロックとしてはいけない。

2階建、10m未満 塀のブロック等の色

分割禁止 高さ9m以下、３階建て禁止 専用住宅 1区画１戸 コンクリートブロック塀禁止 広告等看板の禁止

180㎡以上

一戸建て専用住宅、入院設備のな
い診療所及び日用品販売を主たる
目的とする（＊店舗兼住宅は要承
認）

宅地の再分割等の禁止
壁面後退１．５ｍ以上、＊北面壁
面と敷地境界線より（5m
高）？？とする

階数は地階を除き２以下高さ9.0
ｍ以下

一戸建て専用住宅 「用途」に準ずる

（現況新築で石積の不安定と認め
る場合）L型重力式、ヨウ壁コン
クリート（R?)土質安定計算での
確？で？？ている

認めていないが過去の事例では数
件あり

工事のコンプライアンスとして環
境優選？て法律を守る条件付きと
している。1工事用？？保全？②
工事中の安全確認③トイレ設？の
騒音振動④駐車違反⑤労働時間規
制⑥警察通行？？、？？許可、速
度２０Km以内（協定時の条件）
作業？のマナーその他

１区画１８０㎡以上、地盤面は玄
関、者kなど以外変更できず

敷地境界線より１m以上 ９m以下、軒下７ｍ
一部店舗用地あり、入院設備のな
い医院はよい

戸建ても住居専用、公益上委員会
が認めたもの

隣地境界線は１．２m以下

1区画180m2以上
高高さ、現地盤面より9m,3階

建ての禁止
一戸建て専用住宅、運営委員会が
認めた診療所等の兼用は可

エの規定より、集合住宅は不可

分譲時地盤面変更禁止、分譲時区
画変更禁止

外壁の後退距離は０．５ｍ以上 地盤面から１２m以下 一戸建て専用住宅
店舗、施設は条件付き（延べ面積
の１/２以上を住居のように供す
る

道路に面する垣又は柵の構造は生
垣又は売ぷフェンスなど

駐車場は１台/戸以上とする

分譲時の区画の変更の禁止
外道路より1mの後退、占有敷地
のはみ出し禁止

階数は２以下、高さ10ｍ軒高7m
以下

分譲時の用途変更の禁止
建築面積の占有敷地での割合は
90%以下とする

垣、柵などは生垣またはパイプ
フェンスとする

引き渡し時の地盤高の高さの変更
禁止

建築物の階数は地階を野青く２以
下としている

専用住宅、診療所、店舗兼住宅
（建築基準法で定める範囲のも
の）

道路に眼mmする敷地の部分
に？？？？？設置する場合の制限

引き渡し時の地盤高の高さの変更
禁止

建築物の階数は地階を野青く２以
下としている

専用住宅、診療所、店舗兼住宅
（建築基準法で定める範囲のも
の）

道路に眼mmする敷地の部分
に？？？？？設置する場合の制限

引き渡し時の地盤高の高さの変更
禁止

建築物の階数は地階を野青く２以
下としている

専用住宅、診療所、店舗兼住宅
（建築基準法で定める範囲のも
の）

道路に眼mmする敷地の部分
に？？？？？設置する場合の制限

引き渡し時の地盤高の高さの変更
禁止

建築物の階数は地階を野青く２以
下としている

専用住宅、診療所、店舗兼住宅
（建築基準法で定める範囲のも
の）

道路に眼mmする敷地の部分
に？？？？？設置する場合の制限

引き渡し時の地盤高の高さの変更
禁止

建築物の階数は地階を野青く２以
下としている

専用住宅、診療所、店舗兼住宅
（建築基準法で定める範囲のも
の）

道路に眼mmする敷地の部分
に？？？？？設置する場合の制限

敷地 低面積の制限、地盤高の条
件

敷地入口の制限、駐車場出入り口
の制限

高さ制限、（ 高高さ10m以
下、軒高さ7m以下）回数制限
（2階建以下）北側斜線制限
（5m＋L×1.25）

専用住宅、建築協定運営委員会は
認めた兼用住宅

建築物および物置築の形態の条件
（周辺環境への調和）

建築物および物置築の色彩の条件
（周辺環境への調和）

テレビアンテナ、無線アンテナの
制限

宅地地盤変更不可 ○だが回答なし 3階以下
1戸建ての専用住宅または兼用住
宅

1区画につき１棟の１住宅 コンクリート塀禁止 広告塔・広告板の禁止

分割禁止 柱から道路境界1m 主たる用途住宅 共同住宅、下宿、寄宿舎禁止 塀は生垣、レンガ塀は0.7m以下
道路面に接する扉は開放時道路に
突出しない

看板、広告は敷地内とする

分割不可
地階を除く階数は2以下、地盤面
よりの高さ9m軒高は7m以下

一戸建て専用住宅又は委員兼用住
宅

一戸建て 外壁後退は北側で1m以上

分割条件、地盤条件 高さ制限
事務所・店舗等の禁止※規模等条
件付きで承認事項あり

共同住宅・寄宿舎・下宿の禁止
敷地と道路との境界形態の条件、
敷地と隣地の境界塀等の高さ条件

テレビ受信用屋外アンテナ設置の
禁止

分割条件、盛土条件、擁壁条件
外壁、柱の道路境界線までの距
離、また隣地境界線までの距離、
セットバック

階数は地階を除き3以下、軒高
9m以下

一戸建て専用住宅、又は一戸建て
兼用住宅、商店原則禁止

一戸建てが原則、少雨号住宅、ア
パートは禁止

塀は生垣、又はクリンプネット
等、透視性のあるもの、又は外
壁、屋根の形は色、素材は地区全
体の証のとれたもの

駐車場の舗装はレンガ、インター
ロッキング、グリーンブリックと
し屋根を設ける場合は0.75ｍ後
退

道路境界船から0.75ｍセット
バック部分は緑地とする。擁護ま
たは柵などの設置は緑地の内側と
する
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都道府県 建築協定地区名市町

広島県 広島市
五日市ニュータウン「彩が
丘」

島根県 松江市 ひがし嵩見団地

島根県 松江市
乃白シンフォニータウン「桜
台」

福岡県 北九州市 青葉台ぼんえるふ

福岡県 鳥栖市 鳥栖市宿町門戸口

福岡県 福岡市 平尾４丁目

佐賀県　 佐賀市
ふれあいタウン土井地区（佐
賀県兵庫町大字藤木）

佐賀県　 佐賀市
佐賀県小城市小城本町通り2ブ
ロック

長崎県 唐津市 唐津地区

熊本県 熊本市
熊本市南部第一土地区画整理
次号萩原・本荘

熊本県 熊本市
協同組合熊本コスモ工業団地
内

熊本県 熊本市
秋津レークタウン（秋津第2
レークタウン建築協定を含
む）

熊本県 熊本市
熊本市南部第一土地区画整理
事業花井団地

熊本県 熊本市 フードパル熊本

熊本県 熊本市 熊本市南部第一土地区画平田

熊本県 熊本市 八景水谷2丁目

熊本県 熊本市 打越台団地

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

ア 敷地条件 イ 位置条件 ウ 構造条件 エ 用途条件 オ 形態条件 カ 意匠条件 キ 設備条件 ク その他

1-2

建築協定書の内容（複数回答可）

1区画165㎡以上 1m以上、近？は0.5m以上 10m以上 第1種低層住専 1区画につき1戸建て住居
塀高1.5ｍ以下、ブロック塀は6
段以下、法面はね出し禁止、花壇
ブロック、レンガ積は0.5m以下

生活排水は汚水管、雨水は雨水管
接続

植栽は低木、植樹帯の設置

外壁の後退距離1.5ｍ 高の高さ10ｍ 第一種住居専用地域の用途 第一種住居専用地域の用途
できるだけＣＢ塀を避け、生垣や
常緑高木の所も区を多く植栽

分譲時にあける宅地を再分割して
はならない

連続する複数の住宅用宅地は一宅
地として利用することができる

階数は地下を除き3以下とする 一戸建て専用住宅を原則とする 生垣、透視性のあるフェンスなど
樹木を出来るだけ多く植栽するよ
うに努めなければならない

区画・地盤面の変更禁止 外壁後退1.5～4m以上 高さ 高10m,軒高さ7m以下 一戸建て専用住宅 一戸他で専用住宅 門扉など 駐車場位置・色 植栽

分割は200㎡以上とする
地盤面から10mを超えないもの
とする

一戸建て個人専用住宅
ブロック塀を設置する場合は地盤
高から１ｍ程度以下。宅地境界の
ブロック塀の禁止

生垣（高さ1.5m程度以下）を極
力設置

敷地の地盤高の高低差を著しく変
更する場合は、あらかじめ委員会
の承認を要する。

建築物の高さは地盤面から12m
を越えてはならない。

共同住宅については、各住戸
45m2以上かつ居室は2以上

地盤高さ現状維持する
セットバック道路側１．５ｍ以
上、隣接１．００ｍ以上

高さ制限１０ｍ以内
専用住宅または兼用住宅とする
（日用品販売など）

共同住宅、集合住宅不可
コンクリート、フロック塀禁止、
生垣などとする

-
道路面の草花ゾーン０．６ｍ、生
垣ゾーン0.6m、高さ１．５ｍ以
内とする

地盤高の変更は禁止
境界から30㎝以上離す、1ｍの
セットバック

和風作り
前面道路に面した1階部分は原則
店舗又は事務所

階数は3階までとし1階の庇の高
さは3ｍ以下とする

屋根は黒系瓦葺とし外壁は白ある
いはベージュを基本とする

全ての設備に関し全面道路からの
視軸と注意しできるだけセット
バック

唐津歴史民俗資料館等をモデルと
した洋館風レトロ調（モダンレト
ロ）とする。屋根の形は表通りは
勾配つき屋根とする。色は黒～グ
レー。材料は河原またはスレート
(一部鋼板も可）。外壁の色は中
間色および無彩色とする。外壁の
形状は外壁材を横長にするのが望
ましい。窓の形状は縦長で格子を
つける。

自販機、室外機等は歩行者の支障
にならないように、街並みの美観
をそこなわないように囲障をす
る。

外壁後退距離１．５ｍ以上
建築物は地盤面から10以下、工
作物は１４ｍ以下

パチンコ店等禁止 CB塀は６０ｃｍの高さまで

道路及び隣接の境界線から１ｍ以
上後退させる

高さ制限１５ｍ以下とする 工場または事務所とする

敷地条件は×だが「ただし、条例
により200㎡以下にはできないの
で、事実上分割できない」

外壁の敷地境界からの後退距離＝
道路面１．５ｍ以上、隣地境界面
１．０ｍ以上。

地盤面から１０ｍ以下。階数は原
則２以下。3階=傾斜屋根裏空間利
用で、2階部分の１/2以下。

住居地区：専用住宅、併用住宅、
診療所、託児所に限る。商業地
区：物販店（スーパーマーケット
ほか）限定。

「用途」が限定されているため、
結果的に集合住宅、アパートは建
築できない。

色彩は周囲の景観と調和したも
の。囲障は道路面は生垣。隣地境
界面は生垣または策の高さ１．５
ｍ以下。

便所は水洗式

建築基準は基本的に第一種低層住
居専用地域に準ずる。広告物は自
己用で１㎡いない、高さ１０ｍ以
下。

距離は1.5ｍ以上とする
塔屋、工作物の高さは敷地の
地盤面から17ｍ以下とする

パチンコ店、ガソリンスタン
ド、ホテル、モーテル、自動
車販売展示場以外の物とする

周囲の景観と調和したものと
する

しゃへい、囲障の施設につい
ては生垣、柵を使用し緑地の
推進を図る

車庫、物置などの用途に供
し、軒の高さが2.3ｍ以下で
かつその床面積の合計が5㎡

地盤の高さを変更しない。？？
5％以上緑地

敷地境界線、道路境界線から3m
以上離すこと

周囲の環境と調和、高さ13ｍ以
下、階数は地階のぞき3以下、
建？率60%

食品製造業
広告物、掲示物その他類するもの
設置してならない

？壁禁止、フェンス禁止、色はお
だやかな色

電線、電話線は地下埋設、
企業敷地面積の20%を？出（持
ち分所有）広場に

外壁後退1.3m以上 高さ制限 パチンコ店禁止 コンクリート塀60cm以下

地階を除く階数を2階以下、但し
専用住宅、兼用住宅は3階以下

専用住宅、兼用住宅、共同住宅の
み

美観を損なう広告物の禁止

分譲時の地盤を変更してはならな
い

一戸建て専用住宅、兼用住宅とす
る

アパートの禁止
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都道府県 建築協定地区名市町

秋田県 秋田市 協同組合秋田卸センター

秋田県 秋田市 秋田市「ハイタウン桜」団地

岩手県 盛岡市
ヴァンベール長橋台1団地（１
工区～４工区）建築協定地区

山形県 山形市 南陽市中央第一顔づくり地区

富山県 富山市 富山市布市新町

富山県 富山市 富山市婦中町

長野県 長野市 大室団地

茨城県 水戸市 青柳住宅団地

茨城県 水戸市 水府住宅団地

埼玉県 さいたま市岸町2,3丁目神明社北側地区

埼玉県 さいたま市さいたま市西区二ツ宮団地

埼玉県 さいたま市
大栄岩槻グリーンタウン（第3
期）

埼玉県 川越市 川越市笠幡霞の郷

埼玉県 川越市 ファミリータウン春日

埼玉県 所沢市 フラワーヒル建築協定

埼玉県 狭山市
西部狭山ニュータウン柏原住
宅第1期

埼玉県 春日部市 立野自治会建築協定

埼玉県 春日部市 武里角栄団地建築協定

埼玉県 春日部市 サニータウン春日部地区

東京都 大田区
池上七丁目２１番及び周辺地
区

神奈川県 横浜市
横浜市内建築協定地区アン
ケートによる

静岡県 静岡市 静岡市フローラタウン美和野

静岡県 静岡市 静岡市駿河台分譲地

愛知県 名古屋市 鳴海町南荘

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘北地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

1-５ 1-６ 1-９ 1-１０
運営委員会の建築計画の事前

審査の方法は？
事前審査で、協定事項に抵触
と判断された場合の対応は？

土地所有者等の連絡先の情報
管理は？

　土地所有者等の世代交代後
の対応は？

オ　その他 オ　その他 エ 連絡先は確認できない理由
エ 世代交代を把握できない理

由
オ　会費（連絡協議会等）

【会費の内容】
カ　企画活動費【企画活動の

内容】
イ　近傍の建築協定地区と交

流【交流先】
ウ　遠方の建築協定地区と交

流【交流先】

活動費の用途は？（複数選択可）

2-7 3-3

他の建築協定地区との交流は ？

更新時の必要経費

当社から購入した方については把
握できるが転売については把握で
きない

1-9と同じ

世代交代の情報を入手できないた
め

（回答はエ）建築の時に不動産業
者又は建設会社により通知があ
る。業者は市の建築課で協定の内
容を見て設計して申請を出してか
ら地区協定役員の所に通知され
る。

土地所有者の所在が不明（1件）

建築協定区域の表示看板の設置等

特に調査していない。

宅造済地で特に問題がない 現状事例がない
町内会館計画に対する参考意
見の提供

郵送費、印刷代

運営委員会に兼市区主が出席し、
説明を受けたうえで審査

審査対象が出た場合は、ア、イ、
ウの方法をとると思う

アで漏れた場合はウで対応
全部が全部把握できるようなシス
テムになっていない
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都道府県 建築協定地区名市町

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘南地域

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘東地区

愛知県 名古屋市 徳川1丁目前ノ町地区

岐阜県 岐阜市 タウンハウス岐阜

福井県 福井市 福井市三尾野町

福井県 福井市 福井インター流通センター

三重県 四日市市
ヒューマンタウン采女が丘
（第2次）

三重県 四日市市 四日市市陽光台地域

京都府 京都市
桂坂さつき地区（さつき西地
区、東地区、南地区）

京都府 京都市 久我の社（東）

京都府 京都市
京都市伏見区久我の社住宅地
区

京都府 京都市 醍醐柿原住宅地区

京都府 京都市 醍醐夢ヶ丘

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第１）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第２）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第３）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第４）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第５）

京都府 京都市 桂坂あかしあ地区

京都府 京都市
桂坂もくれん地区（東地区お
よび西地区）

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

1-５ 1-６ 1-９ 1-１０
運営委員会の建築計画の事前

審査の方法は？
事前審査で、協定事項に抵触
と判断された場合の対応は？

土地所有者等の連絡先の情報
管理は？

　土地所有者等の世代交代後
の対応は？

オ　その他 オ　その他 エ 連絡先は確認できない理由
エ 世代交代を把握できない理

由
オ　会費（連絡協議会等）

【会費の内容】
カ　企画活動費【企画活動の

内容】
イ　近傍の建築協定地区と交

流【交流先】
ウ　遠方の建築協定地区と交

流【交流先】

活動費の用途は？（複数選択可）

2-7 3-3

他の建築協定地区との交流は ？

特定ではない 建築をやめてもらうよう交渉

1低層地域の建築物の形態、意匠
及び色彩は健全な住宅地にふさわ
しいもの

協定事項には抵触しないが住環境
保持の協定主旨に反する物件申請
に対し翻意を促し納得を

5年ごとに各戸500円
地域の建築協定活動状況および会
系の報告（年1回）

名古屋市建築協定連絡協議会

行政にてチェック（建築確認時
に）

土地や家屋の所属者名義が移転さ
れた場合、「変更届出書」を運営
委員会に届け出ることを依頼。そ
の届け出が完全でないため。

交通費・事業費（運営事業費
用）・消耗品費（コピー用紙）・
会議費（茶代）

主に建築協定運営委員長が審査
世代交代の情報が入らないことが
ある

世代交代の情報が入らない 桂坂建築協定協議会

負担金

京都市への負担金、桂坂協議会会
費

京都市への負担金、桂坂協議会会
費

京都市への負担金、桂坂協議会会
費

京都市への負担金、桂坂協議会会
費

京都市への負担金、桂坂協議会会
費

桂坂地区（全体）の協議会会費、
京都市同協議会会費
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(10/21)

都道府県 建築協定地区名市町

京都府 京都市
桂坂あすなろ第1第2、桂坂セ
ンター、センター北、桂坂に
れのき南

京都府 京都市
桂坂くすのき地区（東、中、
西、北）

京都府 京都市 桂坂にれのき北第1第2地区

京都府 京都市 桂坂第10、11，12地区

京都府 京都市 桂坂ひいらぎ南、

京都府 京都市 ひいらぎ北

京都府 京都市
ひいらぎつばき石畳通（6丁
目）

京都府 京都市 ひいらぎ中

京都府 京都市 桂坂かえで地区

京都府 京都市 桂坂つばき西地区

京都府 京都市
京都市西京区「大原野右京の
里地区」

京都府 京都市
京都市西京区西竹の里タウン
ハウス

京都府 京都市
ガーデンハウス洛西境谷公園
住宅地区

京都府 京都市
京都市西京区阪急桂南住宅地
区

京都府 京都市
京都市中京区麩屋町通笹屋町
地区

京都府 京都市 釜座町

京都府 京都市 岩倉長谷台住宅地区

京都府 京都市 京都市左京区下鴨第2住宅地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

1-５ 1-６ 1-９ 1-１０
運営委員会の建築計画の事前

審査の方法は？
事前審査で、協定事項に抵触
と判断された場合の対応は？

土地所有者等の連絡先の情報
管理は？

　土地所有者等の世代交代後
の対応は？

オ　その他 オ　その他 エ 連絡先は確認できない理由
エ 世代交代を把握できない理

由
オ　会費（連絡協議会等）

【会費の内容】
カ　企画活動費【企画活動の

内容】
イ　近傍の建築協定地区と交

流【交流先】
ウ　遠方の建築協定地区と交

流【交流先】

活動費の用途は？（複数選択可）

2-7 3-3

他の建築協定地区との交流は ？

新築申請時の対応だけなので
情報管理は特に行っていな
い。

新築申請時の対応だけなので
情報管理は特に行っていな
い。

桂坂内各地区

桂坂建築協定火曜議会会費

京都市建築協定連絡協議会
17000円、桜坂地区建築協
定協議会4250円

桂坂地区建築協定協議会にお
いて桂坂地区の他の委員と交
換する

建築協定届書が出ない限りわ
からない

桂坂建築協議会

情報収集できない 個人情報の収集しがたい 協議会負担金

情報収集できない 個人情報の収集しがたい 協議会負担金

情報収集できない 個人情報の収集しがたい 協議会負担金

情報収集できない 個人情報の収集しがたい 協議会負担金

京都市建築協定連絡会議の会費他 桂坂建築協定協議会

個人的な問題で連絡がない 設立当初1区画1000円拠出

情報が入ってこない

毎年の会費徴収時に努力する
が完全には把握できない

連絡協議会

年会費のみ

年会費1000円 京都市建築協定連絡協議会

下鴨第1地区、下鴨第2築
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(11/21)

都道府県 建築協定地区名市町

京都府 京都市
京都市左京区下鴨第１住宅地
区

京都府 京都市 北大路高野住宅地区

京都府 京都市 一松町地区

京都府 京都市 寺町通鶴山公園かいわい地区

京都府 京都市 さくら第一地区

大阪府 箕面市 東箕面粟生MIDORIDAI

大阪府 豊能郡豊能町
北大阪ネオポリス第1～第4住
宅地区

大阪府 池田市 池田伏尾台第６住宅地区

大阪府 吹田市 吹田市桃山台3丁目

大阪府 吹田市 吹田市桃山台第２地区

大阪府 吹田市 佐竹台5丁目6丁目

大阪府 吹田市 佐竹台3丁目地区

大阪府 吹田市 青山台4丁目

大阪府 吹田市 吹田市高野台地区

大阪府 吹田市 高浜地区

大阪府 高槻市 高槻市寺谷町８地区

大阪府 高槻市 高槻市芝谷町

大阪府 高槻市 高槻天神山地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

1-５ 1-６ 1-９ 1-１０
運営委員会の建築計画の事前

審査の方法は？
事前審査で、協定事項に抵触
と判断された場合の対応は？

土地所有者等の連絡先の情報
管理は？

　土地所有者等の世代交代後
の対応は？

オ　その他 オ　その他 エ 連絡先は確認できない理由
エ 世代交代を把握できない理

由
オ　会費（連絡協議会等）

【会費の内容】
カ　企画活動費【企画活動の

内容】
イ　近傍の建築協定地区と交

流【交流先】
ウ　遠方の建築協定地区と交

流【交流先】

活動費の用途は？（複数選択可）

2-7 3-3

他の建築協定地区との交流は ？

所有権者が地区外居住などで
連絡不能

左京区下鴨第2住宅地区、第
3住宅地区

交通費（会議）

「？？できない」というよりも
「していない」が正確

「ウォッチしていない」が正確

広告物の掲示はしてはならない、
但し住宅販売目的の看板はOK.土
地所有者自己のように供するもの
１㎡、診療所にあって５㎡

啓発に関するPR活動、戸別配布
？？自治会と連絡協議会を発足さ
せ年6回それぞれ問題点の報告会
を実施している

（回答はウ）費用がかかる （回答はウ）費用がかかる 新築物件の審査

確認は更新時に実施すれば十分、
把握する必要はあるのか？

コピー代：少数のため自己負担

初会に会費を集めて銀行預金して
いるだけで活動費に使ったことは
ない

基準法、条例の範囲に納まってい
るか、作図提出を求めている。

売却されたとき、相続人が住んで
いないとき

個人的案理由でｊ報告がない
区画あたり100円程度になってい
る

各戸に配布する「土地分割禁止」
のプレートの作成と配布

連絡協議会

ただし役員及び関係エリアの
委員で実施。

ただし現在まで抵触例はな
い。

連絡協議会 戸別に表示板を設置

地区数が多いため 自治会費に予算化している

専門的には市役所建築指導課で
チェックの依頼をしている

年会費あり（空白）円、（徴
収？？？もある）

高槻市？谷町（近隣では芝谷町、
宮が谷町などあるが判別不能）

専門知識を必要とする件について
開発業者に委託

年会費聴衆時に年１回確定 大阪府建築協定地区連絡協議会

協議会会費
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(12/21)

都道府県 建築協定地区名市町

大阪府 高槻市 高槻市日吉台

大阪府 高槻市 岡本台住宅地地区

大阪府 高槻市 阪急弥生が丘住宅

大阪府 高槻市 高槻ニューハイツ地区

大阪府 高槻市 高槻市日吉台四番町

大阪府 高槻市 真上台ガーデンヒル住宅地

大阪府 高槻市 南平台住宅第２

大阪府 三島郡島本町島本町阪急Ｃ地区

大阪府 三島郡島本町椎の森管理組合

大阪府 枚方市 枚方市東香里三交住宅地区

大阪府 枚方市
（枚方市山の上）野村住宅地
区

大阪府 枚方市 宇山東町住友住宅地区

大阪府 交野市 コモンシティ星田HUL-1地区

大阪府 交野市 交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地

大阪府 門真市 富士林プラザ門真東Ⅱ

大阪府 堺市 堺市光風園住宅地区

大阪府 堺市 堺市南区高倉台3丁南地区

大阪府 堺市 美原さつき野A地区

大阪府 堺市 茶山台３丁東地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

1-５ 1-６ 1-９ 1-１０
運営委員会の建築計画の事前

審査の方法は？
事前審査で、協定事項に抵触
と判断された場合の対応は？

土地所有者等の連絡先の情報
管理は？

　土地所有者等の世代交代後
の対応は？

オ　その他 オ　その他 エ 連絡先は確認できない理由
エ 世代交代を把握できない理

由
オ　会費（連絡協議会等）

【会費の内容】
カ　企画活動費【企画活動の

内容】
イ　近傍の建築協定地区と交

流【交流先】
ウ　遠方の建築協定地区と交

流【交流先】

活動費の用途は？（複数選択可）

2-7 3-3

他の建築協定地区との交流は ？

当該区域の担当委員と委員長で審
査し、後日委員会へ報告する。

１０数区画については不在地主と
して連絡がとれない。

新築増改築の申請がある場合の所
有権移転の申告jを受ける。

市と府の連絡協議会関連 高槻市連絡協議会での交流有り

更新期限がまだ先のため把握でき
ない

大阪府建築協定地区連絡協議会の
納入費

自治会では持ち主の情報を知
り得ないため

大阪府建築協定地区連絡協議会

大阪地区連の年会費

個人情報にかかわる 連絡協議会年会費

建築する人より設計図お呼び協定
違反はない旨の書面提出

未だ実例なし 運営委員が情報を集める
大阪府建築協定地区連絡協議会会
費

むずかしい案件は専門委員が審査
多少の変更で改善されるもので
あったため（アに対する記述）

まちなみコンクールでの国土交通
大臣賞に伴う補助金等（170万
円）と会費2000円/年でまかな
う

啓蒙活動のためのパンフレット作
成等および講演会開催

運営委員会（管理組合理事会）で
協議する。

転居の際に、連絡先を確認する
が、漏れが生じる。

個人情報で情報が入手しにくい 大阪府建築協定連絡協議会会費

分譲中 分譲中

連絡協議会年会費20円×81
戸＋3000円＝4620円

看板の設置、表示プレートの
掲示など

さつき野A地区自治会建築協定運
営委員会で

協定締結以後？いので 大阪府建築協定地区連絡協議会へ

大阪府建築協定連絡協議会
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(13/21)

都道府県 建築協定地区名市町

大阪府 堺市 新桧尾台1丁全区

大阪府 大阪狭山市南海狭山住宅地（二丁目）

大阪府 大阪狭山市
南海さやまニュータウン大阪
狭山地区（第二地区）

大阪府 富田林市 藤沢台３丁目

大阪府 河内長野市楠翠台地区

大阪府 河内長野市サニータウン緑が丘

大阪府 河内長野市旭ヶ丘地区

大阪府 河内長野市楠台住宅地

大阪府 泉南市 関西ベイサイドリゾート

大阪府 岸和田市 天神山G地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
一地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
二地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
三地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
四地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
五地区

大阪府 阪南市 阪南スカイタウンE-1

兵庫県 神戸市
ガーデンハウス鹿の子台ハー
ブの里第2地区

兵庫県 神戸市 南鈴蘭台住宅地区

兵庫県 神戸市 神戸市惣山町

兵庫県 神戸市 松ノ宮団地地区

徳島県 徳島市 パストラルゆたか野

広島県 広島市
中講パークフロント「低層住
宅地区」

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

1-５ 1-６ 1-９ 1-１０
運営委員会の建築計画の事前

審査の方法は？
事前審査で、協定事項に抵触
と判断された場合の対応は？

土地所有者等の連絡先の情報
管理は？

　土地所有者等の世代交代後
の対応は？

オ　その他 オ　その他 エ 連絡先は確認できない理由
エ 世代交代を把握できない理

由
オ　会費（連絡協議会等）

【会費の内容】
カ　企画活動費【企画活動の

内容】
イ　近傍の建築協定地区と交

流【交流先】
ウ　遠方の建築協定地区と交

流【交流先】

活動費の用途は？（複数選択可）

2-7 3-3

他の建築協定地区との交流は ？

大阪府建築協定地区連絡協議会

不明 不明

自治会から納入している

（回答はウ）個人情報保護法 情報が入らない 連絡協議会 運営委員会事務費

協定申請時の確？

設計者と協議し設計図？の修正？
工事着工時時地？の現地現物確
認、？？および？？？現場自主検
査の確認立会

（必要な場合）（会で建築協定委
員会にて対応し）建築主にも対応
している

自治会建築協定委員会年7万円の
割り当て承認されている

打ち合わせ会議費、交通費、各部
への協力費、その他

大阪府の連絡協議会
独自の「まちなみ」というお知ら
せを発行している

専門委員が審査し、その後回覧で
審査することも多い。

ここ3年間ほどは調査ができてい
ない。作業量が大であるのでみき
れない。

親から子供への所有権の移転はそ
れ程問題ではない。

自治会長にて管理 自治会長にて管理

自治会運営の一環でやっているた
め特になし

開発者が運営を代行しているため
把握できない

開発者が運営を代行しているため
把握できない

開発者が運営を代行しているため
把握できない

開発者が運営を代行しているため
把握できない

開発者が運営を代行しているため
把握できない

阪南スカイタウン内の当社事業主
である他地区では③の対応をして
います。当アンケートの協定し区
内では抵触事例なし

今のところ事例なし
阪南スカイタウンB1,B5,B6,C4
地区など

協議会活動参加交通費

事務費等、自治会費を使用

1-7審査時に図面他を提出願って
いいるので提出書類で回答

転居時の情報は個人情報のため自
治会に図るも不可、更新時に把握

遠方にある事前審査依頼者への郵
便代他

協議会への出席交通費

確認申請前に当書類の内ケンチク
キョウテイに関わる無いようを公
社が審査している（運営委員会未
設置）

運営委員会が設置されるまで公社
において改善を申し入れている。

審査物件（新、改築）が申請され
た場合、審査費として17,000円
/件もらい受けている

- 90 -



(14/21)

都道府県 建築協定地区名市町

広島県 広島市
五日市ニュータウン「彩が
丘」

島根県 松江市 ひがし嵩見団地

島根県 松江市
乃白シンフォニータウン「桜
台」

福岡県 北九州市 青葉台ぼんえるふ

福岡県 鳥栖市 鳥栖市宿町門戸口

福岡県 福岡市 平尾４丁目

佐賀県　 佐賀市
ふれあいタウン土井地区（佐
賀県兵庫町大字藤木）

佐賀県　 佐賀市
佐賀県小城市小城本町通り2ブ
ロック

長崎県 唐津市 唐津地区

熊本県 熊本市
熊本市南部第一土地区画整理
次号萩原・本荘

熊本県 熊本市
協同組合熊本コスモ工業団地
内

熊本県 熊本市
秋津レークタウン（秋津第2
レークタウン建築協定を含
む）

熊本県 熊本市
熊本市南部第一土地区画整理
事業花井団地

熊本県 熊本市 フードパル熊本

熊本県 熊本市 熊本市南部第一土地区画平田

熊本県 熊本市 八景水谷2丁目

熊本県 熊本市 打越台団地

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

1-５ 1-６ 1-９ 1-１０
運営委員会の建築計画の事前

審査の方法は？
事前審査で、協定事項に抵触
と判断された場合の対応は？

土地所有者等の連絡先の情報
管理は？

　土地所有者等の世代交代後
の対応は？

オ　その他 オ　その他 エ 連絡先は確認できない理由
エ 世代交代を把握できない理

由
オ　会費（連絡協議会等）

【会費の内容】
カ　企画活動費【企画活動の

内容】
イ　近傍の建築協定地区と交

流【交流先】
ウ　遠方の建築協定地区と交

流【交流先】

活動費の用途は？（複数選択可）

2-7 3-3

他の建築協定地区との交流は ？

事前審査なし 事前審査なし

過去に協定事項違反なし

（回答はア）協定違反建物の計画
に対しての行政からの連絡方式が
ないため、対応が後手になる。

（回答はア）統治において、是正
措置要求に応じないために提訴に
至った例あり。

（回答はイ）住民でない不在所有
者があり、その把握に苦労があ
り。

行政による事前審査に依存してい
る

特に連絡要との規定がないため総
会招集時に確認
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都道府県 建築協定地区名市町

秋田県 秋田市 協同組合秋田卸センター

秋田県 秋田市 秋田市「ハイタウン桜」団地

岩手県 盛岡市
ヴァンベール長橋台1団地（１
工区～４工区）建築協定地区

山形県 山形市 南陽市中央第一顔づくり地区

富山県 富山市 富山市布市新町

富山県 富山市 富山市婦中町

長野県 長野市 大室団地

茨城県 水戸市 青柳住宅団地

茨城県 水戸市 水府住宅団地

埼玉県 さいたま市岸町2,3丁目神明社北側地区

埼玉県 さいたま市さいたま市西区二ツ宮団地

埼玉県 さいたま市
大栄岩槻グリーンタウン（第3
期）

埼玉県 川越市 川越市笠幡霞の郷

埼玉県 川越市 ファミリータウン春日

埼玉県 所沢市 フラワーヒル建築協定

埼玉県 狭山市
西部狭山ニュータウン柏原住
宅第1期

埼玉県 春日部市 立野自治会建築協定

埼玉県 春日部市 武里角栄団地建築協定

埼玉県 春日部市 サニータウン春日部地区

東京都 大田区
池上七丁目２１番及び周辺地
区

神奈川県 横浜市
横浜市内建築協定地区アン
ケートによる

静岡県 静岡市 静岡市フローラタウン美和野

静岡県 静岡市 静岡市駿河台分譲地

愛知県 名古屋市 鳴海町南荘

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘北地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

3-4
建築協定地区として希望は？

（複数回答可）

サ　その他
ア　建築協定に関する活動
（広報活動、違反防止活動

イ　建築協定違反の取組事
例。

ウ　建築協定関しての訴訟事
例や訴訟対策

エ　建築協定の運営で課題 オ　特になし その他の記述回答

建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）

3-5

建築協定運営総会時に広報
隣接地が協定区域外の場合建築協
定内容に準じる取り扱いにしたい
と考えているが、、、

1－7該当ない

2-2、2-3，2-4開発者のみ

1-1平成16年4月改正

地区内に協定区域内である旨の看
板を数か所（３）設置

建築時役員の立ち会いを実施して
いるので今まで違反はない。（建
築確認申請時に役所から連絡があ
る）

役員の負担が大きいのと引き受け
る人がいないのでつい長く引き受
けることになる。報酬をうけにく
い。

自治会総会時に周知

自治会便りで適宜実施。必要に応
じ住民説明会を実施。

建築協定委員会が中に入り、当事
者間の調停を進めている。建築協
定委員会が 低資、改善を求めて
いる

これまでにない

現在地区計画へ移行を検討中。再
認可更新手続きに多くのM/Hを要
すること。建築協定委員会の委員
が一年後退のためノウハウの継承
が難しい。

アンケートが集計出来たら送付い
ただきたい

他の地区の活動事例を知りたい。

現状特に問題が生じていない

現在、地区計画制度への移行進行
中

地区計画への移行のアンケート実
施その後の情報、市との打ち合わ
せ

違反者と話し合い解決 訴訟事例無し

多々ある。事前協議漏れ。新築や
増改築の情報が事前に入手できな
い。確認新政治に協定区域内に建
築する場合には事前協議が行われ
なければ申請を受け付けないよう
にならないか。

事前協議を早期にもれなく行うこ
と。隣接地における建築を含め事
前協議の義務付け。建築協定の法
的な位置づけの強化。

年一回決算報告とともに前年度の
活動報告をしているほか、建築協
定地区連絡協議会から提供される
広報誌等を随時配布している

協定者の関心が薄らいでいくのを
どう止めるか
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都道府県 建築協定地区名市町

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘南地域

愛知県 名古屋市 みどりヶ丘東地区

愛知県 名古屋市 徳川1丁目前ノ町地区

岐阜県 岐阜市 タウンハウス岐阜

福井県 福井市 福井市三尾野町

福井県 福井市 福井インター流通センター

三重県 四日市市
ヒューマンタウン采女が丘
（第2次）

三重県 四日市市 四日市市陽光台地域

京都府 京都市
桂坂さつき地区（さつき西地
区、東地区、南地区）

京都府 京都市 久我の社（東）

京都府 京都市
京都市伏見区久我の社住宅地
区

京都府 京都市 醍醐柿原住宅地区

京都府 京都市 醍醐夢ヶ丘

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第１）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第２）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第３）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第４）

京都府 京都市 桂坂もみのき地区（第５）

京都府 京都市 桂坂あかしあ地区

京都府 京都市
桂坂もくれん地区（東地区お
よび西地区）

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

3-4
建築協定地区として希望は？

（複数回答可）

サ　その他
ア　建築協定に関する活動
（広報活動、違反防止活動

イ　建築協定違反の取組事
例。

ウ　建築協定関しての訴訟事
例や訴訟対策

エ　建築協定の運営で課題 オ　特になし その他の記述回答

建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）

3-5

連絡協議会の新聞配布、その時々
に活動状況を会欄で報告（自治会
組織を利用して）

１、地区内で茶店経営の話、２、
地区内でアパート建築、建築主と
数回にわたる交渉の末やめても
らった

訴訟条項はあるが実例はない。訴
訟になったら負けるその前に誠意
をつくし交渉する

運営委員の固定化、対策、自治会
の一部組織になればいいのか？

2－1、2年に1回

名古屋市建築協定連絡協議会の機
関紙、ニュースレターの配布、な
らびに地域の建築協定活動の報告
による広報活動を実施

1－6に記載
運営委員会代表に負担がかかりす
ぎる

追伸、大都市の建築協定連絡協議
会の活動状況を調査してほしい。
例：広報活動・・・機関紙の発
行、市民への広報。普及啓蒙活
動・・・新地域協定立ち上げの応
援、勉強会、講演会の実施。トラ
ブル対策・・・協議会の応援。
PR活動・・・建築確認検査機
関、建築設計、土地取引業界への
協定？知PR。情報交換・・・協
議会での活動状況。

広報活動、違反防止活動を主とし
て行っている

加入者の募集を優先しているため
会費を徴収していないので運営費
が課題

自治会の総会や組長会で事例報告
をしている

委員会で相談し自治会役員会と連
携して建築主と面談して改善する

訴訟費用は300万円程度留保して
いる

2回目の更新をどう取り組むかが
課題です。現在自治会、管理組合
は集中浄化槽から公共下水道への
切り替えをかかえ、重複する役員
の疲弊感が充満している

・看板の設置
・協定隣接地所有者への同意啓発
活動
・総会報告書（経過報告ならびに
決算、会計監査報告、役員選出、
事業計画ならびに予算）の配付

訴訟対策費の積立 名義等変更有無の確認方法

2－5随時開催の年もある、回数
不定。

2－5随時開催の年もある、回数
不定。

2－5随時開催の年もある、回数
不定。

2－5随時開催の年もある、回数
不定。

2－5随時開催の年もある、回数
不定。

広報活動
今まで大きなトラブルがなかった
が将来ないとは限らない

今まで大きなトラブルがなかった
が将来ないとは限らない

1－1、過半数の廃止申し立てが
ない限り10年延長。2－1、自治
会総会で兼用。2－5、必要に応
じて開催する場合もある。3－
2、回答イは予定。

会員の関心増大
他の協定運営委員会より情報
入手

弁護士との日ごろの接触 会員の建築協定内容の理解 2－5、年３回くらい
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都道府県 建築協定地区名市町

京都府 京都市
桂坂あすなろ第1第2、桂坂セ
ンター、センター北、桂坂に
れのき南

京都府 京都市
桂坂くすのき地区（東、中、
西、北）

京都府 京都市 桂坂にれのき北第1第2地区

京都府 京都市 桂坂第10、11，12地区

京都府 京都市 桂坂ひいらぎ南、

京都府 京都市 ひいらぎ北

京都府 京都市
ひいらぎつばき石畳通（6丁
目）

京都府 京都市 ひいらぎ中

京都府 京都市 桂坂かえで地区

京都府 京都市 桂坂つばき西地区

京都府 京都市
京都市西京区「大原野右京の
里地区」

京都府 京都市
京都市西京区西竹の里タウン
ハウス

京都府 京都市
ガーデンハウス洛西境谷公園
住宅地区

京都府 京都市
京都市西京区阪急桂南住宅地
区

京都府 京都市
京都市中京区麩屋町通笹屋町
地区

京都府 京都市 釜座町

京都府 京都市 岩倉長谷台住宅地区

京都府 京都市 京都市左京区下鴨第2住宅地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

3-4
建築協定地区として希望は？

（複数回答可）

サ　その他
ア　建築協定に関する活動
（広報活動、違反防止活動

イ　建築協定違反の取組事
例。

ウ　建築協定関しての訴訟事
例や訴訟対策

エ　建築協定の運営で課題 オ　特になし その他の記述回答

建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）

3-5

相隣関係に関する事項も建築
協定の問題として持ち込んで
くる。習慣が入る項目（色、
周囲との調和etc)の取り扱い

1－1、「使用区画」あすな
ろ第1第2は約90％、セン
ター14戸中11戸、センター
北24戸中1戸、にれのき南
93戸中0戸。1－2各地区に
より内容が異なります。左記
（内容の記述）は代表的内容
で例外があります。（特にセ
ンター、センター北は大きく

合意協定へ向けての広報活
動、組織再編の準備

桂坂地区建築協定協議会を通
しての情報交換を望みます

毎年、地区独自に建築協定
ニュースを発行している

①外壁を取り替えてもらっ
た。②競売物件で届け出の内
容と不一致があったので売主
に始末書を書かせた

住民にとって建築協定とは規
制する制度の面でとらえるの
ではなく住民にとって前向き
な自分たちの役に立つ「前向
き」なものととらえなれるよ
うにすること。増、改築時の
届け出の提出をさらに高める

ハウスメーカーにより押し切
られた部分？又直接施主から
の願望。

H21.11月調停中
全住民（所有所）の協定に対
する考え方、思い

建築協定区域隣接し（非合
意）をなくすにはどうすれば
建築協定区域隣接し（非合
意）をなくすにはどうすれば
建築協定区域隣接し（非合意）を
なくすにはどうすればいいか

建築協定区域隣接し（非合
意）をなくすにはどうすれば

建築協定の存在を知らないで新規
に入居してくるような人にいかに
してあらかじめ知ってもらうか。

運営委員間で情報共有。
自治会定例会議での情報伝達・収
集

建築協定運営はある程度専任した
いが、一方固定する事もマイナス
面がある。適切なメンバー移行を
したい。

既増築部分を取り壊す（申請書に
は末梢）として新しく増築した
が、完成後も取り壊さなかったの
で行政を通じて予定通り取り壊さ
せた

広報誌で随時周知されている
増築に対する指導（解決に非常に
時間がかかった事案がある）

訴訟寸前までこじれた事例がある
（上記例）

やはり違反事例の指導が同じ住民
同士であるので厳しい対応がしづ
らい面があり、事案解決が長引い
た。早期に毅然と対処すべき。
（その点地区計画なら指導は行政
であり住民は関与しなくてよい）

当地区は築26年となりそろそろ
改築の時期が近づいているので建
築協定に対する問題が生じてくる
と思われる

建築協定のメリットを明確に
する（他との差別化）

広報誌発行（「私たちの建築
協定」A4-2枚、不定期（だ
いたい1年１回）

”同意”チェック時に見つけ
た”建築協定違反”を自治体
に報告

”同意”チェック時に得た情
報（個人）を隣接者等に何時
どの時点でどの範囲にオープ
ンにするか

更新毎に締結者が減少する

当地区は？の？区域内にあるため
景観法依頼、無用の感がある。現
状（風俗とワンルームマンション
の規制）では次回の更新は難しく
思う

広報活動の情報交換、加入率の向
上

隣接地建築に対する強力な行政指
導

１－１エ（実際に、、、）隣接地
も合わせた区画数

広報活動を行ってきたが現在は
行っていない。理由は委員の高齢
化と次世代の引き継ぎが難航して
いて活力が低下していることから

計画内容の違反例はまれではある
が事前の承諾なしに着工する例は
数件あった。その都度自治体に通
告して指導してもらったが、尾の
時違反を繰り返す業者がいた

当市区の協定内容は京都市の美観
条例の規定と関連する面があるの
で条例の施行状況を見定めていき
たい

1－1、更新回数、H9までは5年
ごと、自動更新なし
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都道府県 建築協定地区名市町

京都府 京都市
京都市左京区下鴨第１住宅地
区

京都府 京都市 北大路高野住宅地区

京都府 京都市 一松町地区

京都府 京都市 寺町通鶴山公園かいわい地区

京都府 京都市 さくら第一地区

大阪府 箕面市 東箕面粟生MIDORIDAI

大阪府 豊能郡豊能町
北大阪ネオポリス第1～第4住
宅地区

大阪府 池田市 池田伏尾台第６住宅地区

大阪府 吹田市 吹田市桃山台3丁目

大阪府 吹田市 吹田市桃山台第２地区

大阪府 吹田市 佐竹台5丁目6丁目

大阪府 吹田市 佐竹台3丁目地区

大阪府 吹田市 青山台4丁目

大阪府 吹田市 吹田市高野台地区

大阪府 吹田市 高浜地区

大阪府 高槻市 高槻市寺谷町８地区

大阪府 高槻市 高槻市芝谷町

大阪府 高槻市 高槻天神山地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

3-4
建築協定地区として希望は？

（複数回答可）

サ　その他
ア　建築協定に関する活動
（広報活動、違反防止活動

イ　建築協定違反の取組事
例。

ウ　建築協定関しての訴訟事
例や訴訟対策

エ　建築協定の運営で課題 オ　特になし その他の記述回答

建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）

3-5

広報活動

専用住宅であった建物を小売
店兼用住宅に変更。専用住宅
新築と届け出、事務所を建
築。

「良好な住宅地」に対する考
えが年代により異なり協定内
容を集約できない

1－1更新回数、当初期間5
年、H11年9月より期間10
年。実際に居住、、、83区
画は貸家などを含む。2－
4、以前は土地所有者全員の
名簿を造り、○印をつける方
法で選挙。個人情報法の関連
で名簿を作れず選挙できず。

2－7なし

新築、増築、外溝、外壁工事に関
する（お願い）文鳥を個別に配布
して啓発に努めている

転売物件の違反が目立つ、零細記
号（建築業者）の場合、会話にな
らないケースがあり苦慮している

締結13年目に入り、軽微な改築
工事が（ここ3年）増え、年間4
件の相談を受ける等協定の理解度
は徐々に高まってきたと考えます

3-1（回答はア）手続きのみ、1-
7取り決めなし、1-9すべての区
画に居住しており特に必要なし、
2-2自治会の当区域班長副班長に
て

年数回のお知らせ（リファーム、
増築等の相談受け）

自治体と共にお願いに行く、工事
完了済み証を発行しない。

更新手続きが 大の問題、運営委
員会は更新委員会ではない。

千里ニュータウンの新しく協定を
結ぶ所へ出向いて情報を流す

文書を配布しても読まれず、知ら
ないと苦情の出る場合が多い常に
関心をもってもらう行事や催しが
必要である。地区の」話題づく
り、井戸端会議も必要と考える。

運営委員会向けのマニュアルが必
要。違反が起こる前の話し合いの
条件づくりが難しい。

時理恵週があれば良いとも考えら
れるが、現実に訴訟が起これば、
建築協定の崩壊につながる。如何
に防止するのかが大切である。
個々には謙譲、地区には団結が不
可欠であることを認めたい。

一人協定で、明確な事務局があれ
ばよいが、合意協定では経年で運
営が難しくなる場合が多い。（委
員の高齢化など）常に世代交替と
純情できる組織づくりが課題であ
る。昔の村の組織が之ぞも悪しい
ものと見える。

「建築協定ニュース」と？？？
（A4版?入り色刷り 低裏表
２？）を定期的（年4回）に発
行。？定加入者に配布している。
この冊子の評判はよく協定加入者
の結束をかためるのに役立ってい
る。現在19？号まで？行済。

1-1-エ隣接地含む、1-1-エ協定
加入者？

戸別表示板の設置

加入拡大時の登記簿謄本入手
費用の負担、医院他、居住者
の高齢化、興じプレート更新
に際しての不満

２-３、６役員は６名、２-
４、締結後まだ年月が短いの
で準備委員会時の委員がほぼ
委員になっている

委員の高齢化と加入者が全世帯の
6割強であるが219世帯と多く連
絡調整が難しい

1-3吹田市役所

建築協定制定のきっかけが高層賃
貸マンションの建設反対運動から
始ったためマンションが竣工した
後で協定参加者の協定への関心が
薄くなってしまった

建て替え、リファーム時の手続き
を忘れないよう広報活動をどのよ
うに行えばよいか模索中

まちなみ通信配布など

啓蒙活動

訴訟費用積立中。訴訟事例および
費用の実例を知りたい。特に大規
模訴訟でなく、和解で解決したよ
うな軽度な訴訟費用

２-７、訴訟費用の積み立て
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(19/21)

都道府県 建築協定地区名市町

大阪府 高槻市 高槻市日吉台

大阪府 高槻市 岡本台住宅地地区

大阪府 高槻市 阪急弥生が丘住宅

大阪府 高槻市 高槻ニューハイツ地区

大阪府 高槻市 高槻市日吉台四番町

大阪府 高槻市 真上台ガーデンヒル住宅地

大阪府 高槻市 南平台住宅第２

大阪府 三島郡島本町島本町阪急Ｃ地区

大阪府 三島郡島本町椎の森管理組合

大阪府 枚方市 枚方市東香里三交住宅地区

大阪府 枚方市
（枚方市山の上）野村住宅地
区

大阪府 枚方市 宇山東町住友住宅地区

大阪府 交野市 コモンシティ星田HUL-1地区

大阪府 交野市 交野ユーロハイツ桜ヶ丘団地

大阪府 門真市 富士林プラザ門真東Ⅱ

大阪府 堺市 堺市光風園住宅地区

大阪府 堺市 堺市南区高倉台3丁南地区

大阪府 堺市 美原さつき野A地区

大阪府 堺市 茶山台３丁東地区

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

3-4
建築協定地区として希望は？

（複数回答可）

サ　その他
ア　建築協定に関する活動
（広報活動、違反防止活動

イ　建築協定違反の取組事
例。

ウ　建築協定関しての訴訟事
例や訴訟対策

エ　建築協定の運営で課題 オ　特になし その他の記述回答

建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）

3-5

自治会報への活動報告および啓発
記事の掲載

運営委員の選出が難しく自治会と
の連携強化を模索している。委員
の老齢化と何期もの長期化が問題

高槻市では現在、建築協定にかか
るホームページを検討中

建築協定に積極的にかかわる意欲
が弱い。

建築協定委員会からのご案内、標
準看板

転入時に穴抜け地となることがあ
り説得が大変

2-4土地所有者の互選

無関心な人たちにどう働きかける
かが課題である

協定未加入の隣接地について協定
加入を指導してほしい

未だ実例はないが違反者は提訴
し、訴訟費用（弁護士代含む）を
負担する義務があることも協定書
に明記してある（横着を許さな
い）

2－1、委員の任期2年につき少な
くとも2年に1回は開催。3－1建
築協定に記載

住みよい街づくりニュースを年4
回発行し、啓蒙活動を行ってい
る。また活動費で市公園の清掃な
どを外部委託で行っている。運営
委員のなり手が少ないこととリー
ダーの欠如？？

20年未満であり大規模な増改築
がまだないため

外溝工事をめぐるトラブルが一部
であったが説得などにより改善さ
れたが更新の際にそれが障害とな
る可能性がある

リーダーとなる後継者不足と積極
的に運営委員会に参加せず段々と
活動が不活発となってきた。男性
の参加が少ないことが原因

役員になってもらえる方が少な
い。

運営委員会は自治会の傘下組
織と位置付けています。従っ
て委員の構成は常任運営委員
長（委員長を含め5名）と運
営委員10名（自治会会長、
会計、組長8名＝自治会役員
と兼務）ですが、兼務の運営
委員は人気が1年であるた
め、継続性・機能性に問題が

1-8事例が発生すれば、1-
10意味不明、2-2の項は2-
3、3-5をご参照

隣接市での土地分筆？複数戸
分？？

建築協定のなり手が少ない。
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(20/21)

都道府県 建築協定地区名市町

大阪府 堺市 新桧尾台1丁全区

大阪府 大阪狭山市南海狭山住宅地（二丁目）

大阪府 大阪狭山市
南海さやまニュータウン大阪
狭山地区（第二地区）

大阪府 富田林市 藤沢台３丁目

大阪府 河内長野市楠翠台地区

大阪府 河内長野市サニータウン緑が丘

大阪府 河内長野市旭ヶ丘地区

大阪府 河内長野市楠台住宅地

大阪府 泉南市 関西ベイサイドリゾート

大阪府 岸和田市 天神山G地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
一地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
二地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
三地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
四地区

大阪府 熊取町
南海くまとり、つばさが丘第
五地区

大阪府 阪南市 阪南スカイタウンE-1

兵庫県 神戸市
ガーデンハウス鹿の子台ハー
ブの里第2地区

兵庫県 神戸市 南鈴蘭台住宅地区

兵庫県 神戸市 神戸市惣山町

兵庫県 神戸市 松ノ宮団地地区

徳島県 徳島市 パストラルゆたか野

広島県 広島市
中講パークフロント「低層住
宅地区」

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

3-4
建築協定地区として希望は？

（複数回答可）

サ　その他
ア　建築協定に関する活動
（広報活動、違反防止活動

イ　建築協定違反の取組事
例。

ウ　建築協定関しての訴訟事
例や訴訟対策

エ　建築協定の運営で課題 オ　特になし その他の記述回答

建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）

3-5

平成21年度のみ新築増築等建築
確認申請書の事前審査の際に、運
営委員会を開催

建築基準法、建設業法、労働基準
法（環境法整備）総合しコンプラ
イアンス対応が必要

現況18～21年4カ年は違反は現
地現物確認において設計図書、建
築時中間検査？？前の検査体制で
対応しており違反はない（ただし
過去の物件であります）

設計図書の確？審査、中間検査、
竣工前立会検査

なし

専門職の不在（丸4年間行ってい
る）他？仕事で開発中の制？壁に
参加しているため本年度で自治
会？？協定委員長をやめたい

1-1（その1～2）サニータウン
緑が丘府認可1回目H6.3.22,2回
目H12.11.17,3回目
H13.8.20/(第1種低層住居専用
地域）(その3）有り？？

情報誌「まちなみ」を編集し年４
回ほど発行

今のところ重大違反はなく話し合
いで解決できている

現在までなし
時期委員長がなかなか決まらず特
定の人に負担がかかる

穴あき区画への対策を強化して欲
しい

穴あき区画に違反事例が出てこな
いか、いつも心配にさらされてい
る。特に区画の小分割。
地区計画制度の導入希望を検討し
ている。

運営の中心になってくれるメン
バーが見つからない。
中心になっているメンバーの高齢
化に都mない、4年半先の更新に
不安を感じている。

２-５なし

違反内容について是正していただ
くようお願いしている

違反内容について是正していただ
くようお願いしている

違反内容について是正していただ
くようお願いしている

違反内容について是正していただ
くようお願いしている

違反内容について是正していただ
くようお願いしている

現在は開発者である当社が運営委
員会を代行しているが、運営委員
会を設立し住民に移譲した際、更
新手続きや協議書が提出されたと
き等の相談窓口を明確にしておい
たほうがいい（府なのか市なの
か？）

2－5、販売中で当社が運営委員
会を代行しているため未開催、2
－6運営委員会未開催のため未徴
収、2－7未徴収のため用途な
し、3－1締結したばかりなので
問題未発生

2-6管理組合から

自治体からの広報紙配布
30年目であり自動更新が今の現
状に適しているか色々問題も出て
くると思っている。

1-1エ（実際に居住されている区
画数は概数）

建築協定協議会で作成したプレー
トを自治会掲示板、公園で入り口
など（建築協定運営委員多久案内
板）に取り付け広報活動をしてい
る。転居者に自治会より建築協定
などに配布し新築、増改築時届け
出要の説明PRをしている。

以前にはあったが引き継ぎがなさ
れていない

①事例はない。②訴訟案件発生時
の対策となる（現在はなし）

①改築時の届け出がなされない場
合が多い。②増築時（１０㎡未
満、サンルーム付き）の届け出が
なされない

1-1一人で2区画、3区画居住者
含む。１-8区域外はなし。2-5更
新2年前くらいから

連絡協議会の会報を配布

特に活動はしていないが8月と12
月に地区内の清掃（草刈り、草取
り等）の文章を土地所有者に発送
している

協定の更新をしたい

「低層住宅地区」と「商業地区」
があり、回答は「低層住宅地」で
す3-1コンサルタントの指導を受
けている。
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(21/21)

都道府県 建築協定地区名市町

広島県 広島市
五日市ニュータウン「彩が
丘」

島根県 松江市 ひがし嵩見団地

島根県 松江市
乃白シンフォニータウン「桜
台」

福岡県 北九州市 青葉台ぼんえるふ

福岡県 鳥栖市 鳥栖市宿町門戸口

福岡県 福岡市 平尾４丁目

佐賀県　 佐賀市
ふれあいタウン土井地区（佐
賀県兵庫町大字藤木）

佐賀県　 佐賀市
佐賀県小城市小城本町通り2ブ
ロック

長崎県 唐津市 唐津地区

熊本県 熊本市
熊本市南部第一土地区画整理
次号萩原・本荘

熊本県 熊本市
協同組合熊本コスモ工業団地
内

熊本県 熊本市
秋津レークタウン（秋津第2
レークタウン建築協定を含
む）

熊本県 熊本市
熊本市南部第一土地区画整理
事業花井団地

熊本県 熊本市 フードパル熊本

熊本県 熊本市 熊本市南部第一土地区画平田

熊本県 熊本市 八景水谷2丁目

熊本県 熊本市 打越台団地

地区アンケート 回答地区 139 調査日 平成21年11月

3-4
建築協定地区として希望は？

（複数回答可）

サ　その他
ア　建築協定に関する活動
（広報活動、違反防止活動

イ　建築協定違反の取組事
例。

ウ　建築協定関しての訴訟事
例や訴訟対策

エ　建築協定の運営で課題 オ　特になし その他の記述回答

建築協定地区の取組事例と課題（複数回答可、自由記述）

3-5

広報活動

私は市の担当者からアンケート依
頼を受けたものです。土地を購入
し、建物を建て済んでいます。当
時の書類を出し建築協定書を見な
がら回答していますが、当時の協
定書にはだれが医院なのか氏名も
わかりません。現在活動されてい
るのかさえ私にはわかりません。
たいへん申し訳ありませんがほと
んど回答できる状況ではありませ
ん。

違反はないが、jれいの情報を知っ
ておくことで今後の運営に役立て
たい。

違反はないが、jれいの情報を知っ
ておくことで今後の運営に役立て
たい。

トラブル無く運営しているので特
になし

2－4協定発足時の役員

（回答はウエオキ）建築協定違反
事件の対応で苦労した。行政の建
築協定への理解がない地域では辛
い。

当地では建築協定違反事件が発
生。 高裁まで争った。違反建築
物の撤去請求は棄却されたが、違
反の事実認定は（原告）建築協定
運営委員長の主張が全面的に認め
られている（経過は別紙参照）

1-1-ｴ別に商業地区の定めあり

FAX送信程度、定期的巡回指導等 直接現場指導等

1－7、該当するもの無。2－7規
模が小さいため活動費なし。＊当
協定成立後に弊社が陶磁空き地で
あった5区画を取得、販売してい
るため、臨時総会にて5区画完売
するまで、弊社が代表となり御世
話することとしています。

協定違反はないが他の違反情報収
集をしておきたい

協定違反はないが他の違反情報収
集をしておきたい
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Ⅳ まとめと提言 
１．まとめ 

（１）シンポジウムの開催による効果 

・建築協定地区の先進的な事例や課題を共有することで、同じ課題に一緒に考え、一緒に取り

組むことが重要であると、参加者全てが認識することができました。 

・建築協定というテーマで全国から集まることができるという貴重な機会に参加者から賞賛を

得ました。 

・県内に協議会の無い地区からは、是非とも全国版での協議会が必要だという声が大きく挙が

りました。 

 

（２）全国の代表的な建築協定地区に対するアンケート調査の実施 

・全国の建築協定地区は都道府県レベルでは把握されていないという事実が判明しました。 

・行政へのアンケートという試みで、行政側の課題を把握することができました。 

・建築協定地区の課題には、制度の問題や運営委員会の問題など、直面している問題がアンケ

ートの結果として明らかになってきました。 

・各都道府県・市町によって制度の解釈が異なるという問題も明らかになりました。 

・特に、建築協定地区および自治体においても他の地区・自治体との情報交換の場が無いとい

う回答が多い点で、情報共有が必要としていることが明白になりました。 

 

２．提言 

2009 建築協定シンポジウムが、今回限りのものではなく、将来にわたり全国の建築協定地

区が情報を共有する場が必要であることが、参加者の総意としてあらわれています。 

各々の地区および協議会、自治体が課題・対策を議論し、先進的な事例を学び、より良い建

築協定地区のあり方を議論する場が、永続的に必要であるとの意見をふまえ、国土交通省なら

びに行政各自治体への提言として、以下を提案します。 

 

(1) 全国版の建築協定地区の連携組織を作る。 

(2) 定期的な情報交換の場を開催する。 

(3) 組織運営の財政支援を要望する。 

 

これらのために、準備する組織を立ち上げることが必要であり、国土交通省ならびに行政各自

治体の支援を重ねてお願いすることも含め、提言といたします。 
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大阪府建築協定地区連絡協議会１７年史 
 
平成 ４年１２月 ３日 大阪府建築協定地区連絡協議会発起人準備委員会設立（建設交流館） 

平成 ５年 ２月 ２日 第１回発起人会 

      ２月２６日 第２回発起人会(２１名) 

      ３月３０日 第１回大阪府建築協定地区連絡協議会設立総会(たかつガーデン)／府内１７６地区 

   会長 林 庄太郎／副会長 佐藤 眞生,石丸 光雄／幹事１８名 

      ９月１７日 神戸市星和台地区、六甲アイランドへ研修見学,しあわせ村にて懇談会 

     １２月    機関誌名募集の結果、小学生の友岡佐保さん(北大阪ネオポリス)の応募が採用され 

            「大阪府建築協定だより」から「まちなみ通信」と命名 

平成 ６年 ３月２３日 第２回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(たかつガーデン) 

   会長 林 庄太郎／副会長 佐藤 眞生,石丸 光雄／幹事１６名  

      ９月 ９日 京都市下鴨住宅地区,東寺へ研修見学 

平成 ７年 ３月２８日 第３回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(たかつガーデン) 

   会長 林 庄太郎／副会長 佐藤 眞生,石丸 光雄／幹事１６名 

      ７月    「住みよいまちづくり」初版発行 

      ９月２６日 奈良市高畑町地区,志賀直哉旧居,春日大社見学,ならまちセンターへ研修見学 

平成 ８年 ３月２８日 第４回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(建設交流館) 

   会長 佐藤 眞生／副会長 石丸 光雄,谷口 雄治／幹事１８名 

      ９月２４日 大津市・仰木の里コーポラティブ,三井寺へ研修見学 

      ６月１４日 建設大臣表彰受賞(大阪府建築協定地区連絡協議会受賞) 

平成 ９年 ３月２８日 第５回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(建設交流館）／府内２１０地区 

   会長 谷口 雄治／副会長 木村 芳市,中尾 伸治／幹事１７ 

      ９月２９日 奈良市青山自然住宅地区,木津町積水ハウス納得工房,東大寺へ研修見学 

平成１０年 ３月３０日 第６回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(たかつガーデン)／府内２２０地区 

   会長 谷口 雄治／副会長 木村 芳市,中尾 伸治／幹事１７名 

      ９月１９日 京都市西京区桂坂地区,松尾大社へ研修見学 

平成１１年 ４月１７日 第７回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(たかつガーデン)／府内２２５地区 

   会長 谷口 雄治／副会長 前田 勝行,中尾 伸治／幹事１７名 

      ９月２５日 神戸市南鈴蘭台地区,明石海峡大橋へ研修見学 

平成１２年 ４月２２日 第８回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(プリムローズ)／府内２４１地区 

   会長 谷口 雄治／副会長 前田 勝行,中尾 伸治／幹事１７名 

   (会員の会費制導入案の提案) 

      ９月３０日 河内長野市美加の台地区,高野山金剛峯寺へ研修見学 

平成１３年 ５月１２日 第９回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(プリムローズ)／府内２５０地区  

   会長 北村 正／副会長 前田 勝行,山口 博之／幹事１７名 

     １１月 ４日 京都西京区桂南地区,大原三千院へ研修見学 

平成１４年 ４月２０日 第１０回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(プリムローズ)／府内２５５地区 

   会長 北村 正／副会長 前田 勝行,山口 博之／幹事１７名 

      ９月１９日 滋賀県龍王町グリーンヒル美松台,琵琶湖近江八幡水郷へ研修見学 

            会員制導入実施に関する説明会(１２月～２月に北浜,高槻,河内長野,堺で実施) 

平成１５年 ５月３１日 第１１回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(たかつガーデン)／府内２６５地区 

   会長 北村 正／副会長 前田 勝行,山口 博之／幹事１６名 

      ６月 １日 会費導入実施、相談会を開設 

     １０月２９日 京都市伏見区桃山与五郎町地区,宇治平等院へ研修見学 

平成１６年 ５月２９日 第１２回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(プリムローズ)／府内２７５地区 

   会長 北村 正／副会長 前田 勝行,山口 博之／幹事１７名 

     １０月２７日 神戸市北区松の宮団地地区,神戸異人館へ研修見学 

平成１７年 ５月２１日 第１３回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(プリムローズ)／府内２９０地区 

   会長 北村 正／副会長 前田 勝行,山口 博之／幹事１７名 

     １１月 １日 京都市中京区姉小路界隈地区,天龍寺へ研修見学 

平成１８年 ５月２７日 第１４回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(大阪府建築健保会館)／府内３０１地区 

   会長 前田 勝行／副会長 山口 博之,新居 公彦,新田 格三／幹事１６名 

     １１月 １日 富田林市梅の里四丁目地区,富田林寺内町へ研修見学 

平成１９年 ４月    「住みよいまちづくり」平成１９年版発行 

平成１９年 ５月２６日 第１５回大阪府建築協定地区連絡協議会総会(OMM ビル)／府内３１３地区 

   会長 前田 勝行／副会長 山口 博之,新居 公彦,新田 格三／幹事１７名 

平成２０年 ９月３０日 第１６回大阪府建築協定地区連絡協議会総会（OMM ビル)／府内３２１地区 

   会長 前田 勝行／副会長 山口 博之,新居 公彦,新田 格三／幹事１４名 

平成２１年 ３月    「建築協定に定める建築物等の基準に関する解説」改訂版（平成２１年版）の発行  

平成２１年 ６月２７日 第１７回大阪府建築協定地区連絡協議会総会（OMM ビル)／府内３３１地区 

   会長 前田 勝行／副会長 山口 博之,新居 公彦,井上 達久／幹事１４名 

 １１月２８日～２９日 ２００９建築協定シンポジウム（千里中央 A&H ホール他）開催   
平成２２年 ２月    「２００９建築協定シンポジウム報告書」発行
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