
意見の概要　

1

　現時点では高度地区が設定されていない地区（近隣商業、準工業、工業）にも今回の絶対高さ制限を導入
するべきである。上記の用途地域においても、中高層建築建設に係る紛争が生じており未然に防ぐために
は導入することが必要である。絶対高さ制限導入に当たって、市民に対する説明として是非中高層建築建設
に係る紛争件数を用途地域別に示して欲しい。

2

　私たちの住む地域は近隣商業地域ですが、低層の住宅が立ち並ぶ良好な地域になっています。最近で
は、この地域にマンションが急ピッチで建設されてきています。この結果、日照、風害、プライバシー、圧迫感
など多くの問題が発生し、また、道路が常時渋滞になる、景観が崩壊してしまう、場合によっては資産価値が
極端に下がってしまう土地も出てくるでしょう。これまでの居住者は住みなれたこの地域から出ていかざるを
得ない状況も生まれてくるかもしれません。したがいまして、このような近隣商業地域にも高さ規制と最低限
の日影規制を組み合わせた制度を導入し、居住環境を守っていただきたいと思います。

3
　近隣商業地域、準工業地域を含めて、既存の居住環境を守るために、土地利用の状況に基づいて、高さ
等の規制を検討することが必要だと思います。

4
　全国でマンション紛争になっている地域では、工場の撤退などにより用途地域の指定が現状に合っていな
い場所が多くあります。用途地域の見直しを進めるのが本筋とは思いますが、見直しが諸般の事情で間に
合わない場合を考えると、近隣商業、準工業にも規制を導入すべきです。

5
　20m、31mに加えて15mの絶対高さ規制を導入すべきである。20m規制では住環境の悪化を招来する可能
性の高いところもある。

6
　20m、31m線引きが大まかすぎるので、現状と都市マスタープランとの整合性等も考慮して、もう尐し細かく
線引きするべきである。

7
　高さの規制にあたっては、用途地域によって一律に決めるのではなく、土地利用の状況に基づき、地域ご
とに規制する高さ等を決めていくことが大切です。

8
　現況の土地利用に応じて、たとえば15ｍ、20m、25m、30ｍのようなきめ細かい、高度規制を行い、地域で
の紛争を防ぎ、良好な住環境を守るあるいは整備することができるようにすべきである。

9

　千葉市の9割は2階建て以下の建物ということですが、2階建ての隣に6階建てのマンションが建ったので
は、日照などで予想を超える変化が生じると思います。現在検討されている規制内容（20m）では同じような
反対運動が起きることを防げません。練馬区では、最高高さ規制を17mから設けています。また大阪の箕面
市では12mから規制をしています。既成市街地への従来型地区計画の導入実績が千葉市では乏しいことを
考えると、住民提案による地区計画の成立条件緩和とセットでない限り、20m制限では住環境保全の目的を
充分に果たしえないおそれがあります。

10
　内陸部20m、臨海部31mという一律の制限値でなく、建物状況により最高高さ制限の導入区域を限定、もし
くは制限値の見直しをお願いします。高層住宅地域には導入しない、駅周辺等の中心市街地（商業・近隣商
業地域外）は制限値を緩和など、きめ細かな導入の検討をお願いします。

11
　一つの敷地に複数棟マンションが建っている場合、大地震などで一部の棟が被害を受けた場合の建替え
（改築）についても特例措置として認められるようお願い致します。

12
　当マンションは新耐震設計基準適用以前に建築されており、耐震診断を行ったうえで適切な耐震補強工事
を行うことが課題となっているため、耐震補強工事を特例として認められるようにご配慮の程お願い致しま
す。

13
　今回の規制案により発生する既存不適格マンション等の増改築、建替え更新がスムーズに進むように対
策を十分な検討、措置をすべきである。

14
　団地の建替えを検討していますが、最高高さ制限31mが不利に働くため、高層建物によって現状の住戸数
を飛躍的に増加させるのは困難な状況となります。斜線制限については、例えば「周辺道路及び敷地境界よ
り一定距離はなれた敷地内については最高高さを緩和する。」というように緩和してほしい。
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15
　一定規模以上の団地建替えの場合の最高高さについて、可能性を確保していただきたい。特に美浜区は
今後、老朽化を迎え建替え更新時期を迎える団地が増加する環境にある中、市民の資産を守る点からも、
複数棟の団地の救済案を併せて検討してほしい。

16
　壁面後退や公益機能の追加で高さ制限を緩和する場合でも、階数の増加は１どまりとして、さらに視線、風
害、日照への配慮も含めてください。どうしても例外措置を認める場合は、景観、街づくりとも照合し、開示対
象も広く定めることを希望します。

17
　特別に良好な計画で、地域の環境整備に貢献する計画は個別に許可するものとし、道路や公園など周辺
地域の土地利用が変わった段階で、また規制を見直せばいいのです。

18

　緩和型地区計画による高さ制限の緩和については、計画対象区域についてはメリットがある一方で、周辺
地域は日照その他の点でデメリットを被ることになります。一定の面積があることだけを基準とすると、歴史
的、社会的に形成されてきたコミュニティと無縁な建物が建てられるおそれがあるため、緩和の可否は周辺
区域との合意形成によるべきです。単に周辺住民に意見を聞いただけで、反映されたか否かは問わない仕
組みになってしまうと、中高層紛争条例の説明と同じく実効性の無いものとなってしまいます。

19

　地区計画のような住民主導の手続きでは総合的な判断が難しいと思われるため、総合設計制度や、大規
模敷地における建物周辺環境に貢献するもの（敷地形状、接道条件、緑化条件、壁面後退など、別途適合
基準を設ける）を緩和する特例の検討を願います。土地の高度利用によって、公開空地や自由通路を確保
するなど、市街地の環境整備に貢献できることも数多くあると思います。

20
　高度地区の他に、地区計画を活用することにより、きめの細かいまちづくりができることが望ましいのです
が、住民が簡単に出来るということではありません。行政と住民が連携して、地区計画に取り組むことも必要
ではないでしょうか。

21
　地区計画の提案については、都市計画法上の提案制度ではなく、まちづくり条例に基づく提案制度を設け
ている自治体が多くあります。現在、千葉市には同制度はありませんが、導入を検討すべきです。

22
　「最高高さ制限を超える既存建築物の扱い」で、建替えの際の緩和措置について極めて重要な問題である
為、早めに示してください。本改正は私権の制限を生じ、資産価値にも影響しかねない問題です。また分譲
マンションにおいて建替えが難しくなることも考えられます。

23 　美浜区のように計画的に造成された地域に最高高さ規制導入の必要性があるか疑問です。

24
　高さ制限をすると横方向に建物ボリュームがアップし、空地や緑地の確保が減尐することで周辺への圧迫
感の増加や日影の増大の可能性も考えられる。一律に高さ制限を導入し、緩和や協議の余地がない制度は
住民が望む広場や緑地を確保する機会の喪失、防災上も好ましくないと考えます。

25
　高さ制限をすると土地形状によっては容積率を有効に活用できず、土地の資産価値の低下を招くおそれも
考えられます。

26
　検討案は、土地の高度利用を後退することになり、県内及び首都圏の都市部との比較において相対的な
都市価値の低下につながるのではないか。

27
　適用除外の要件をあいまいに示すということは、不明瞭な行政裁量が入り込み、団地建替えに支障を生じ
る（制限高さと適用除外をめぐって周辺住民と問題が起こる）余地があるので反対です。地区計画でも同様
の問題が起こりやすくなると思います。

28
　マンションの建替え時に半分の高さしか建てられなくなるので、区分所有者の専有部分が尐なくなり、資産
価値が大幅に下がると思います。マンション生活者のみに負担が大きい見直し案だと思います。

29

　既に最高高さ制限を超えているマンションは、絶対高さ規制が導入されると建て替え時に甚大な影響を受
けざるを得ません。既に中高層マンションが連担する一定のまとまりのある地区については、高さ制限値を
超えていても相互に環境を害することはなく住民としても住環境上特に問題はないとの認識に立っているた
め、絶対高さ制限を除外するようご配慮をお願い致します。

30
　新規に高さ制限を導入することは資産価値の減尐につながり、財産権の侵害にあたると思います。建替え
出来ないマンションも生じることを容認できません。
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31
　老朽化、高齢化が進みつつある団地は、旧耐震住宅が多く防災上の問題もあり、建替え、再生時期にあ
り、高さ規制は重大な影響があります。

32
　高度地区見直しにより、古い団地、マンションの建替えが絶望的になります。千葉市はこのまま古い建物
がより老朽化し、住人の高齢化、スラム化を望んでいるのか、それとも建替えが進むことにより人口が増え、
税収が潤い活気ある街造りを望むのかどちらでしょうか？規制強化には反対です。

33

　市内の集合住宅団地は、30～40年経っており設備が老朽化し大規模修繕や建替えの時期にあるものが
多くあります。その居住者は高齢者が多く、また空室も目立つようになり、建物の維持管理がままならずスリ
ム化するおそれさえ予想されます。その団地再生には、ディベロッパーを介して建替えによる余剰床を売却
して、所有者が経費で再生する方法が考えられます。提案されている見直し案は、容積を縮減する結果にな
らないまでも、建ぺい率のアップにつながり、敷地利用に大幅な不利益が生じると共に、建物の価値作りの
上でも居住者の魅力を減退させるものになります。自ずと余剰床の売却による再生費用の調達が削減され
かねず、再生も進めがたく弊害になります。

34

　団地再生に取り組んでいるが、今回の検討案が再生計画にどのような影響があるか不明です。大規模な
団地なので様々な経済状況の住民がいる中で、負担を尐なくするという選択肢を狭めることになる可能性が
ある規制です。高齢化が進み、年金生活の方がエレベーターもなく不安を感じながら生活している状況も聞
いております。このような状況で規制を導入することには当然、反対です。

35
　団地建替えに悪影響し建替えができなくなる恐れがあります。今回の規制が建築紛争防止に役立つので
あれば紛争の生じる可能性のある地域に導入すべきで、美浜区のように市街地が計画的に整備されていて
問題が起こらない地域は高さ制限から除外すべきだと思います。

36

　建築後30年以上を経過した千葉市内の団地再生は、そこに住んでいる住民が引き続き千葉市民として居
住し続けられるか否かを左右する重要な事業です。今回の最高高さ制限の導入は、その団地再生の妨げに
なる可能性があります。特に、市街地整備が完了している美浜区への規制導入には、納得できる理由があ
りません。

37

　美浜区の団地は急速に高齢化と尐子化が進んでおります。孤独死などに代表される諸問題の増加につな
がり、団地の治安悪化、価値低下を生じさせ、団地というコミュニティの消滅を招く危惧しております。その
為、当団地の対応としては「可能な限り低廉な住民負担で、老朽化した現在の団地を高層化住宅に建替え
た上、新住民を誘致する。」でございます。住宅の高層化による還元率の向上が必須ですが、高さ制限はこ
れに大きな影響を及ぼすと思います。無理に低層住宅に建替えた結果、その団地に住むことができずコミュ
ニティが消滅した、そのような最悪の結果を招くのではと危惧しております。

38
 　私たちの団地では建替えのマスタープラン（高層タワーあり）の整合性を高め還元率を算出していく大事な
時期に突入している段階で、高さ制限によりプランが頓挫しては怒りがこみ上げてきます。

39
　私の住んでいる団地は老朽化対策が必要で、高齢者には階段の昇り降りには大変苦労します。建替え時
には自己負担が発生しないように要望していますが、高さ制限が決まると団地建替えの条件が悪くなり反対
者が増えて結果として建替えができなくなるので大変不安です。高さ規制の強化には絶対反対です。

40

　高さ制限について厳しくされると定められている容積率を有効に活用できず、我々住民の土地の資産価値
が大幅に低下し、さらに街のポテンシャルも下がってしまうと思われます。また、敷地内の建築物形状にもい
ろいろ制限が加わり、デザインや企画に無理が生じ、街の景観にも悪影響を及ぼしますので見直しに反対し
ます。

41

　団地の建替えを検討していますが、最高高さ31mが適用されると、建替え計画案の変更が余儀なくされ戸
数減となり、各個人の負担増が懸念されます。万一容積率を維持できたとしても、緑地を維持することも難し
くなり、ディベロッパー選定にも支障をきたし建替えの計画がとん挫してしまう可能性があります。見直しの時
期、内容等を再検討していただきたいと思います。

42
　建替え適齢期を迎えるマンションも多数あり、千葉市は他の行政に比べ率先して「マンション建替え手引
書」を作成していた行政であったが、今回の見直し検討案は真逆の発想であり、反対します。

43
　隣の敷地には14階建のマンションが建っているにもかかわらず、31mの高さ制限ができるとようやく念願の
建替えが見えてきたところで、計画が中止になってしまう可能性があるので納得できません。
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44

　現在、段差がなくエレベーターのある安全で安心な団地を目標に建替え事業に取り組んでいますが、高度
地区の見直しにより建替え計画に大きな影響が生じる事を大変に心配しています。高さ規制は建替え事業
の採算性が悪化するだけでなく、板状マンションが団地内に建てこむことになり、駐車場や緑地の確保なども
より困難になるでしょう。建築紛争の心配が尐ない美浜区に最高高さの規制を導入する必要があるのでしょ
うか。

45

　団地の建替えにあたっては容積率の活用と良好な住環境の両立を目指しており、高層、超高層の建物を
配置するなど複数の計画案を検討していますが、これらが実現可能であることが確認できないのであれば、
高度地区見直し検討案に不同意とならざるを得ません。老朽化及び住民の高齢化が進んでおりバリアフ
リー化等の対策は急務であるため、スムーズな団地再生・建替えの支障とならないようにお願いします。

46

　美浜区などに高度成長期時代に建設された団地が多数あり、築年数の古さや、間取りの悪さ、部屋の狭さ
等により、子どもがいる若い世代の世帯数が年々減っており、ほぼ6割の世帯が60代以上の世帯となってお
ります。そのため、老年層が安心して住めるだけでなく、若年層も個々に住みたいと思う、活気ある街へと再
生するために、建替えによる街づくりを検討していますが、最高高さ制限の導入により高築年の団地の建替
えにおいて支障をきたす恐れがあるのではないかと懸念しております。

47
　長年団地に住んでいます。古い団地で耐震上問題がありますので建替えが必要になります。住み慣れた
この土地を引越す決心もつかないので、早く安全安心なマンションに住みたいです。団地の建替えについて
補助金を受けられないのなら規制緩和をお願いします。

48
　高度地区が変わると、それに付随して地域環境の変化が生じる可能性がある。それは都市計画課だけの
ことに限らないはずだ。変化の内容を想定したうえで、そこに関連する部課が一斉に揃って対応策、条例な
どを見直す必要があるだろう。

49
　高さ規制が厳しくなることによって、容積率確保のために建ぺい率を最大限使って計画するということも想
定され、これを防ぐためにも、土地利用の状況に応じた適正な高さ規制や日影規制をすることが必要です。

50
　最高高さ制限を設けることに賛成します。マンション紛争が起こってからでは間に合わないため、住環境保
全のために規制を設けることは、速やかに実施すべきです。

51

　既存建物の建替えに制限の緩和を認めてしまうと、今後何十年も目的を達成できなくなり、規制の意味が
無くなります。建替えにも規制を適用すべきです。最高高さ制限の導入までの期間に、駆け込み着工が予想
されますが、建替えによる緩和を認めないことで、駆け込み着工への若干の抑止効果も期待できるかも知れ
ません。

52
　都市計画の中の高度地区のみの見直しにならないようにそれに伴う周辺事情についても、制限の網を考
慮したい。例えば、高さ制限しても横に広げるとか、棟数を増やすことで戸数を確保する考えが出る。それが
地域にとって好ましくないと思われるものであれば、何らかの制限条件が必要になる。

53

　高度地区の斜線制限そのものを止めるなど大胆な見直しを検討していただきたい。高度地区の見直しにて
絶対高さを数ｍ変えようが都市の景観は好くなりません。「全国ルールに追従！」という、発想の貧弱さから
抜けない限り、変わり映えのしない醜い都市景観が続くでしょう。せめて民間の意見が多尐でも反映される
「地区計画」のエリアで千葉市独自の大胆な提案をすべきでしょう。

54
　絶対高さ規制等の形態規制逃れ対策も合わせて講じるべきである。
1)斜面地を利用した地下室型マンションによる規制逃れを防止すべく条例を制定すべきである。
2)宅地造成との連動による規制逃れ対策を講じるべきである。

55
　周囲の環境に対する従来よりの貢献（公園、道路、街路灯等）に関しては配慮していただけるのか。万一高
さ制限を受け入れた場合、都市計画税（過去分及び将来分）、固定資産税（過去分及び将来分）は減額及び
返金、公園・道路等は返却して頂けるのか。

56
　思い切ったルール策定になっていると思います。このまま確定されればと期待しています。
周辺住民との合意は必須となるように明文化してください。、また話し合いの場は文書、動画にて記録保存
し、閲覧されることも推奨してください。
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57 　地域の意見等も反映した地域のまちづくりの整備方針を策定し、高さ規制等を行っていくことが必要です。

58
　延べ面積や高さが一定規模以上の新たな建築や開発をする場合には、周辺の土地利用等の状況や居住
者等の意見を尊重し、許可制にすることなども必要だと思います。

59
　高度制限の適用除外の緩和措置の基準について、他地区の事例を明示して頂きたい。それらが示されな
いと判断できないため反対です。

60 　各団地管理組合、市マンション管理協議会などに意見聴取をすることが前提にあるべきだと思う。

61
　「最高高さ制限を超える既存建築物」に該当することとなる所有者に対しては、別途個別の説明会を実施
すべきと思います。

62
　見直し検討案は、一括した線引きを所有者に強いることで、納得できない。市民側にたった組立てや、市民
と対話をもって進められる手段を検討して欲しい。

63
　老朽化対策・バリアフリー導入を目的に建替えを検討している団地も多いと思われるので、対象となる全て
の団地から意見提出を求めるようにしていただきたい。

64 　この検討案が各団地、建物の再生に及ぼす影響について非常にわかりにくかった。

65
　海浜地区の情報交換会でも今回の規制導入が話題になっていない状況なので、見直し検討の方針を固め
ることは時期尚早と思われます。

66 　決定に至るまでの手続きと概ねのスケジュールを示してください。

67
　検討案の段階で意見募集されたことにより、早期に住民に意見を述べる機会を設けられたことは住民参加
の視点から重要で賛同です。

68
　検討案では一律の高さ規制を導入するのではない（適用除外）としていますが、建替えを検討している団地
外の周辺住民からは、制限高さまでの建物しか建たないと誤解する恐れがあります。

69 　新たに高さ制限をしなくてもこれまでの斜線の規制でなぜ不都合なのか納得できる内容とは思えません。

※ご意見の一部については、趣旨を損なわない範囲で要約させていただきました。
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各区説明会の時の意見や意見募集以外でよせられた意見の項目

1 　指定されている容積率を全て活用できなくなり、建替え計画に支障があり、資産価値の低下となる。

2 　団地再生の推進に支障があり、住民の財産、住民の居住環境を下げる。

3 　団地の建替えには、高層建物も含んだ計画が必要であるため、高さ制限は計画を進める上で支障となる。

4 　高さ制限は、建替え条件が悪くなり反対者が増えて、建替えができなくなる。

5 　地区計画の導入は、地元住民にとって建替え事業のハードルとなる。

6
　地区計画による特例があったとしても、制限する高さまでとする考え方が先行する事態は必至と思われ、
高層の建築物の計画は実現できない。

7 　高さ制限により既存不適格建築物になると、売買価格が下がる。

8
　既に、法令等の制限ぎりぎりで建っている場合は、高さ制限がされると建替え時に規模を縮小せざるを得
ないと思うがどうすればよいか。

9
　国も建替えについて基準を緩和する傾向にあり、また、千葉市の住宅政策としては「建替えを含む団地再
生マニュアル」を 国に先駆けて発行するなど団地再生に積極的にとりくまれていますが、今回の高さ規制の
見直し検討のなかでどのように考慮されたのでしょうか。

10
　高さ制限は、全てのマンションにとって問題であるので関係する権利者全てに周知し、意見を聞いてから判
断すべきである。

11
　より良い街並みを形成する計画とは、具体的にどのようなことをすればよいのかイメージがつかない。事項
や数値を示してもらいたい。

12 　地区計画の手続きの中で、地元合意を条件としているが、地元の範囲や件数の判断基準はあるのか。

13
　美浜区には老朽化した分譲団地が多くある。これらの団地をどのようにしていくのかビジョンなしに高さ規
制のみ先行するのは問題である。

14 　高層マンションができれば税収増となるので、高さ制限は時代に逆行している。

15 　高さ制限だけでなく容積率を緩和するメニューも検討してもらいたい。

平成22年10月末時点
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