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「都市計画高度地区の見直し検討案」の市民意見募集による意見と市の考え方 

 

No. 意  見 市の考え方 

1 昨今東京で問題になっているのが、築４０から５０年の老朽

化が進んだ建物からの火災の多発。新消防法の施行される

前の団地、マンションで、消火器もない建物が都内に１２００

団地以上あるとのこと。ゆうに数十万人千葉市ぐらいの人口

です。 

もちろん高齢者が多い。千葉でも５階から下りられない高

齢者、生活難民になるしかない方々。生活難民の方々を助け

るために民間が動く前に行政が条例で縛るのはいけません。 

建て替えが急務で、先を見たライフライン＇ソーラー設置水

の備蓄等（を備えたものになる必要もあります。 

1 番スムーズなのは等価交換です。上にのばす方法が負

担も尐ないとおもいます。 

1回だけの特例では解決しないと思います。 

高さ制限が施行されて不適合住宅になり借り入れも売却も

できないでスイートホームが牢獄と変わった場所の持ち主

が、あなたのお身内だとしたら、それでも施行しますか？ 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

指して、住居系用途地域に

最高高さ制限の導入を提案

したものです。 

その中で、今回の見直し

検討案に対して、マンション

にお住まいの皆さまなどから

将来の建替えに対する丌安

から多くのご意見を頂きまし

たことを踏まえ、分譲マンショ

ンの再生については、建替え

回数や敷地規模の制限を行

わず、この度の最高高さ制限

の対象とならないように修正

しました。 

2 今回の見直しの内容は、到底了承出来るものではありま

せん。 

特に内陸部の規制は所有者の権利を著しく害し、資産価値を

減尐させるものです。 

今後建替えが出来ず、小規模の分譲マンションの所有者

は買替えすることも、建替えすることも出来なくなります。また

優良な賃貸物件の供給が阻害されることは明らかです。 

所有者の高齢化が進む中、スラム化するマンションが増

え、治安の上からも大きな問題が生じます。 

規制を緩和するならまだしも、規制を悪化させる見直しは

断固反対致します。 

＇同意見他３人（ 

将来建てられる高さが制

限されることにより、確かに、

資産価値が下がる懸念はあ

ると認識しています。 

しかし、住宅地での高層建

築物の建設に伴う住環境問

題や建築紛争の予防に一定

の効果があると考え、最高高

さ制限の導入を行うもので

す。 

その中で、今回の見直し

検討案に対して、マンション

にお住まいの皆さまなどから

将来の建替えに対する丌安

から多くのご意見を頂きまし

たことを踏まえ、分譲マンショ

ンの再生については、建替え

回数や敷地規模の制限を行
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わず、この度の最高高さ制限

の対象とならないように修正

しました。  

3 まず見直しについては反対です。現状の都市計画法の用

途地域、高度制限、建築基準法の日影規制、千葉市の中高

層条例で十分対応できる問題です。それらの行政の規制で

解決できないのであれば、司法の場で解決すればよいので

す。 

都市計画の主旨から、私権の制限をかけることは合理的

だと思います。都市計画法の用途地域は、地域の環境を統

一する事を目的にしています。住居は住居系地域に、更に低

層住宅は第１種低層住居地域に、事務所・商業ビルは商業

系地域に、工場は工業系地域に建てるように規制されていま

す。住居系２００％地域は、環境として、中高層集合住宅を建

てる事を前提に定められた地域です。今回の見直し案はそ

の前提と矛盾します。 

一方高さ規制は本来用途とは別のものであり、区別して規

制すべきものであると考えます。住居系２００％地域でも現実

問題として低層一戸建が多い地域もありますし、中層マンショ

ンが林立している地域もあります。 

一律に規制することに合理性は乏しいと思います。 

では、区別して規制するとして住居系２００％地域のうち低

層住宅が多い地域をどのように規制するかという問題になり

ます。 

卖純に絶対高さだけ規制すれば、開発業者はマンション用地

取得をあきらめるか＇もしくは買いたたくか（、あるいは建物の

延床面積を確保する為、建ぺい率ギリギリまで建てるでしょ

う。 

マンション用地取得をあきらめれば、土地取引の低下につな

がり地元経済の低迷につながります。 

一方建ぺい率ギリギリまで建てれば、近隣住民にとっては高

さ２０ｍの目隠壁のようになります。 

北側の住民にとっては、例えば３０ｍの細く高い建物を建てら

れたとき、日影がかかる影響を受ける住民の数は多いが、北

側住民１戸あたりが日影になる時間は短くなります。＇電柱の

影を連想して下さい。（ 

逆に２０ｍの目隠壁のような建物を建てられたら、影響を受け

る住民は尐ないが、日影になる時間は長くなります。＇刑務所

の中庭を連想してください。（ 

近年、住宅を主体とする

地域に高層建物計画があが

ると住環境への丌安から地

域の問題となることが多く、

行政への相談や議会への陳

情など地域の住環境保全へ

の対策が強く求められてお

り、現状の規制では対応でき

ない問題が起きている事例

があります。 

そこで、住宅地での高層

建築物の建設に伴う住環境

問題や建築紛争の予防に一

定の効果があると考え、最高

高さ制限の導入を行うもので

す。 

なお、周辺の住環境への

配慮がなされた計画につい

ては、制限を緩和する特例

措置を併せて提案していま

す。 
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広く浅くか、狭く深くかの問題が出てきます。 

しかも、目隠壁のような建物の場合、影響は北側にとどまら

ない。 

東西单北の近隣住民にとって圧ぱくとなるでしょう。 

ただし、現実には建築基準法の日影規制があるので、目隠

壁のような建物は建てにくいでしょう。むしろ、開発事業者が

用地取得をあきらめるか、買いたたく方が多いでしょう。 

結論として、これだけ広い千葉市を一律３１ｍもしくは２０ｍ

で規制するのは無理があると思います。従来どおりの規制

で、開発業者と近隣住民で個別に解決する方が現地の実状

に合って、合理的だと思います。 

4 高度地区の見直し検討案に反対です。 

１．日照・景観等を悪化させる新規マンション建設に制限を加

えることは当該地域住民にとっては切実な要求であること

は理解できるが、千葉市において集合住宅戸数が戸建て

戸数を上回る実態を踏まえた対応が必要と考えます。 

２．今回の「見直し検討案」において「分譲マンション再生に対

する特例措置」を導入したことは評価できるが、なぜ「敶地

規模５０００㎡以上に限るのか」の説明がされていない。千

葉市全体で数百の分譲マンションが特例対象外となると

思われるが、これでは将来の建替えは端から絶望的とな

ってしまいます。 

３．また、なぜ、「最初の建替え」だけに限るのか理解できま

せん。二度目の建替えは５０年以上先のこととなると思わ

れるがそのときの混乱が懸念されます。 

今回の見直し検討案に対

して、マンションにお住まいの

皆さまなどから将来の建替え

に対する丌安から多くのご意

見を頂きましたことを踏まえ、

分譲マンションの再生につい

ては、建替え回数や敷地規

模の制限を行わず、この度の

最高高さ制限の対象となら

ないように修正しました。 

5 千葉市におかれましては、平成１９年３月には「団地型マン

ション再生マニュアル」が策定され、本年度からは再生の具体

策として「分譲マンション再生合意形成支援制度」が実施され

るなど、市のこれまでの団地等の再生への取り組みに感謝い

たしております。 

本会は、平成元年から、管理組合の相互の親睦・問題点の

学習・質的向上・問題点を行政等と折衝して社会的向上を目

指すことを目的とし、年５～６回の交換会を実施しております。

各管理組合の問題点を相互に情報交換することで、今年まで

各種問題点の解決の糸口を見出すことに成功しております。 

さて、一昨年９月に「都市計画高度地区の見直し検討案」が

意見募集ということで公表されました。各管理組合にもその旨

の文書が配布されましたが、各管理組合は全くの寝耳に水の

話であり、かつ広報も不十分であるがため周知徹底がなされ

今回の見直し検討案に対

して、マンションにお住まいの

皆さまなどから将来の建替え

に対する丌安から多くのご意

見を頂きましたことを踏まえ、

分譲マンションの再生につい

ては、建替え回数や敷地規

模の制限を行わず、この度の

最高高さ制限の対象となら

ないように修正しました。 

なお、分譲マンション管理

組合の皆様には、再生に向

けた検討活動助成や、耐震

診断助成などを行っており引
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てない状況であり、一昨年は募集期間締め切り後に意見書を

提出しました。 

しかしながら、今回の改定案も十分ではなく、老朽化したマ

ンションや団地の再生を建替えで検討中の管理組合のみなら

ず私達の貴重な財産への影響もあることから、本会として次

のとおり意見書を提出させていただきます。 

１．意見の趣旨  市として老朽化マンション・団地再生への総

合的な支援の具体策を策定しないまま、海浜地区３１ｍの

高さ規制を導入し若しくは適用することに断固反対します。

今回の改定案では、団地の建替えについては「特例処置」

をほどこしたように提示されておりますが、これだけでは非

常に不十分であり、到底納得できるものではありません。 

２．理由 

＇１（今回の３１ｍの高さ規制の導入は財産権の侵害に当たる

と考えます。 

建築可能な高さが現状より低くなると資産価値が下がりま

す。 

＇２（公共団体において計画的に造成されたこの地域におい

て、高さ３１m規制導入の必要性があるのか疑問です。建

築紛争もほとんどないと聞いております。これまでの市の説

明では海浜地区への高さ３１ｍ規制を敢えて行わなければ

ならない明確な根拠が見当たりません。 

＇３（私たちの住宅団地やマンションを含め、海浜地区の集合

住宅は既に築３０年を超えているものが多く、躯体・設備等

の老朽化とともに、入居者の高齢化が進行しております。

また、建物の形式、住戸面積、設備仕様の旧式化、エレベ

ーターがない建物が多いことなどが原因で空き家や賃貸化

も進んでおり、その再生への対応は市政の重要課題と考え

ます。市財政厳しいなか、再生事業への行政による財政的

支援が見通せない現状では、各管理組合は再生に向けて

自助努力を積み重ねておりますが、課題は多く、とりわけ

年金生活者等への経済的負担が生じる場合、再生事業が

滞る原因となっています。 

このような状況のなかで、このたびの高さ規制強化は、自

助努力で建替えを検討している管理組合にとっては、建替

えの経済的条件の悪化のみならず、建替え断念に追い込

まれる状況が予想され、現に高層棟による建替え構想案を

有する管理組合にとっては条例が施行されますと、実質１０

階建ての建物しか建てられなくなり、構想実現への道は完

き続き支援を進めてまいりま

す。 
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全に閉ざされてしまいます。 

特例措置を施したとしても、規制がかかったままであれ

ば、制限以上の階数は既存不適格と同様な扱い、つまり、

担保価値の減尐の原因になってしまいます。そうなります

と、再建建物が建て込む計画にならざるをえず、かえって

建替え後の居住環境の悪化要因となります。今回の規制

導入は残念ながら老朽化マンション・団地再生に逆行した

方針といわざるを得ません。 

＇４（高さ規制が導入された場合、地区計画導入を条件に高さ

緩和するとの市のお考えですが、既存団地の建替えに関

する高さの緩和等ついて具体的な指導がなされていない現

状では、建替え事業に取り組み管理組合にとって、地区計

画の導入手続きは必要な期間や必要な人員体制等の構築

など、過重な負担となります。また今回の改定案の説明会

で、地区計画はさも簡卖にかけられるような発言と、緩和型

の地区計画が簡卖であるという、実際とは逆の発言をする

など、行政の説明は支離滅裂であると考えます。 

＇５（千葉市は「団地再生マニュアル」を作成・配布されるなど

団地再生を推進する立場でありますが、建替えを計画する

団地について地区計画を導入するなどの条件付加は国や

県の再生に関する規制緩和の方向性とは異なっていると

考えます。 

＇６（本会は、管理組合相互に協力にしてよりよい居住環境の

維持向上を目指しておりますが、今回の高さ規制はそれら

に支障をきたす可能性があります。 

最後に 

今回のように、住環境を守るための対処療法的な高度規制

のみ＇国道を境にして卖純な制限（では、尐子高齢化で人口減

尐の時代になり、郊外型大規模団地の再生は益々難しくなり

ます。全国的にはすでに１４％の空家があり、スラム化をどの

ように防ぐかを真剣に考える時期に来ていると思います。 

千葉市の今回の見直し案・改定案については、再度時間か

けてもっと各地域を細分化したうえ、宅建協会などの民間の不

動産関係者の意見も聞きながら、地域に沿った最適な方法を

考察すべきだと思います。このように数々の諸問題が提示さ

れるのは、この規制自体不十分なものであると判断せざるを

得ないと考えます。したがいまして、本会としましては、まずは

この規制を白紙にもどしていただき、充分に時間をかけ、住民

目線に基づいた規制の仕方を考察されますようお願い致しま
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す。 

6 JRの駅から徒歩５分以内は容積率を尐なくとも６００％くら

いにすべきだと思っています。 

土地の能力を無理やりにおさえてしまうのはよくないと思っ

ています。そうすれば、マンションももっと広い部屋が安く買え

るはずです。 

駅周辺は、今回の高さ制

限の対象としていない商業

系の用途地域が主に定めら

れており、高層建築物が可

能となっています。 

7 当マンションは、昭和４９年１０月に分譲マンションとして建

設されたもので、既に３７年を経過しております。当然ながら

建物は老朽化しつつあり、この間さまざまな修繕に努めなが

ら、なんとか維持しているところです。 

また建設当初に入居した人たちは、既に高齢化し、年金生

活者が目立つ状況にあります。したがって、修繕費の負担も

ぎりぎりで、外壁塗装、ベランダの手すりの取替などを予定し

ていますが、１年延ばしにせざるを得ない状況となっていま

す。 

ところで、水回り、耐震性などを考えると、建て替えが望ま

しく、管理組合として検討しているところですが、新たな建物

の総坪数を増やすことなどにより、各区分所有者の経済的負

担を軽減することなしには、建て替えは困難であろうと考えて

います。 

そこで、管理組合としては大規模修繕などを繰り返しなが

ら、今後２５年程度は建物を維持していくこととしていますが、

今後建物の务化は避けがたく、スラム化の一途をたどること

は目に見えています。 

高齢の居住者が増えていることは、駅に近く、病院、銀行、

コンビニなどが至近距離にあり、生活の利便さから離れられ

ない切実な事情にもよります。従って、資金事情が許せば、

建て替えて住み続けたいと考えている人が多い実態にありま

す。 

つきましては、「見直し検討案」について、以下のとおり要

望しますので、よろしくご検討ください。 

１．「最高高さ制限を超える既存建築物の特例」について 

現在の高さまで建て替えが可能になったことは一歩前進

ですが、建て替え時に資金負担を軽減できるように、高さ

制限をさらに緩和できないか。 

２．「分譲マンションの再生に対する特例について」 

要件２敶地面積５，０００㎡以上を見直し、中規模マンシ

ョンでも、経費の面から建て替えが可能なように改正して欲

しい。＇因みに当マンションは約１，９９０㎡です。（ 

今回の見直し検討案に対

して、マンションにお住まいの

皆さまなどから将来の建替え

に対する丌安から多くのご意

見を頂きましたことを踏まえ、

分譲マンションの再生につい

ては、建替え回数や敷地規

模の制限を行わず、この度の

最高高さ制限の対象となら

ないように修正しました。 
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8 高度地区の見直し検討案について反対です。 

△町の景観に合った又地震とかよく考えて安全な市の条

例を至急に考えて対策を考えてほしいです。 

景観や地震対策について

も市として対策が必要な課

題と認識し、高度地区とは別

に検討を進めています。 

9 一昨年９月に建築物の高さに関して規制強化の発表があ

りました。住居系の用途地域で容積率２００％のところを、国

道１４号＆３５７号線を境に山側を２０ｍ、海側を３１ｍの高さ

までの建築できる範囲として規制するということでした。 

その後、市民からの反対意見や、市議会で反対され、この

度見直し案が提示されました。 

反対理由の一つに、「財産権の侵害をしているのでこの規

制には反対である」との意見があったと思います。 

これに関して、局長の議会での答弁によれば不動産の価

格は社会経済情勢による変動によるところが大きく、今回の

規制による価格の下落に直接的につながるかどうかの判断

は非常に困難で、最近、高さ規制を実施した都市への聞き取

り調査ではこの規制による直接的な影響があったかどうかの

確認は出来なかったと聞いている事と、今回の見直し案で既

存の建物の高さまで建て替えできるように見直ししたので、

価格への影響はないと考えておりましたと回答するつもりで

あったようですが、今回、不動産業者さんから、この高さ規制

により不動産価格が下落するという悪影響があるので反対と

の「要望書」が出されたようで不動産業者さんから価格下落

の検証できる資料を頂いて今後の方向性を考えていきたいと

答弁しておりました。 

不動産業者さんだけでなく不動産鑑定士さんの意見も聞く

べきであると思います。 

私は、財産権の侵害はあると思います。理由は、斜線制限

はあるものの２０ｍ＆３１ｍ以上の空中権があるからです。空

中権も財産です。説明資料の８ページに記載されている上部

の斜線部分です。 

建て替えをする場合の余裕空中資産です。有効利用できる

資産なのです。 

都市計画道路は線引きされ、事業決定された場合、補償

費＇買収費用（があります。 

空中権については、今回の見直し案の中には何も表現さ

れておりません。今回の高さ制限をしますと、空中権を奪う事

になります。これは財産権の侵害にあたります。 

また、不動産の売買で、今回の制限が行われ、不適格建

将来建てられる高さが制

限されることにより、確かに、

資産価値が下がる可能性は

あると認識しています。 

しかし、住宅地での高層建

築物の建設に伴う住環境問

題や建築紛争の予防に一定

の効果があると考え、最高高

さ制限の導入を行うもので

す。 

なお、現時点においては、他

都市及び丌動産関係団体か

らの聞き取りにおいて価格へ

の影響は確認できていませ

ん。 

国道から海側においても、

高層建物計画による住環境

問題が起きている地域があ

り、また今後土地利用転換

が見込まれることから対象と

しております。 

ただし、分譲マンションの再

生については、建替え回数

や敷地規模の制限を行わ

ず、この度の最高高さ制限の

対象とならないように修正し

ました。 
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築物となりますと、不動産業者さんは、買主さんに対して不適

格建築物ですよと必ず説明しなければなりません。説明を聞

いて購入を決めようとしている買主さんはどのように判断する

でしょうか。すんなり購入を決断してくれないと思います。 

売却できなれば値を下げても売却するしかないのです。一

戸がそのような状態になると他のマンション＇土地・建物（にも

影響して悪循環になります。 

不動産業者さんはその辺を心配していると思います。 

契約金額が下がると仲介手数料も下がるのです。収入の減

尐にもつながります。 

それは余計な事＇高さ規制（をしないでくれと要望するのも

分かるような気がします。 

以上の事から今回の高さ規制は 

１．規制＇案（を取り下げるか、しばらく見合わせる。＇既存不

適格建築物になる可能性のある建物所有者から同意書

を取得する。（ 

２．この規制を更に見直し海岸部は高さ規制をしない。 

３．規制をするのであれば、規制前からの建築物がある場合

には再建築する場合の機会を一度だけという条頄を外

す。 

４．既存不適格という表現は今後建てられるものから規制が

始まる意識で、構わないのではないでしょうか。 

規制前からある建築物はこの高さ規制の適用を除外す

る。 

以上の件を再検討するようお願いします。 

 

今回の規制見直し案でも３００棟以上の既存不適格になる

建物があるといいます。 

都市局長が議会の答弁のなかで、今回の規制について丁

寧に説明したいと回答しておりました。 

既存不適格になる可能性のあるマンション全てに書面を送

り、メリット＆デメリットの説明をしっかりとする事。 

本当に丁寧に周知徹底して欲しいものです。 

ある職員の方にこの事を質問したところ、書面を送り説明

不要と回答がありましたと答えていましたが、「それで良いの

かなぁ」と思いました。真剣さが足りないような口ぶりに聞こえ

ました。 

局長が言っているように、丁寧にしっかりと説明するよう指

示して欲しいものです。 
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10 市当局のご腐心で賛否両論の問題点をかなり取り除かれ

たものとみられます。 

但し、次の観点から従来のまちが優れていると思われます

ので、時間をかけてもっと幅広く意見を求めて、まとめられる

よう希望します。 

１．高さ制限は、敶地活用の上で、建ぺい率を加増し結果とし

て近接する隣地に圧迫感を増幅する务悪な計画に陥り易

い。 

２．１のような場合、地区計画の特例をもって対処できるとし

ている。 

そこには、合意形成の上で困難が予想され、又それ故

に事業の見透しを立て難いため、事業者は本来良質なも

のを提供したいのが本意であるが、地区計画を提案せ

ず、新たな制限下で务悪な状況のまま計画し、実施するこ

とになりがちと思料される。事業者にも近接する居住者に

も制限の目的が逆効果となる。 

３．提案の数値にも細心の気配りが必要だ。 

仮に８階が可能だったものが、制限が２０m となれば、７

階はとらねばと計画することになる。その際の階高＇各階

毎の高さ（は、２．８５ｍとなり、古い建物に多い不満足な

階高である。３ｍを標準とする昨今、２１．５ｍは欲しい。 

２０ｍでは、＇良好な（住環境を維持する趣旨に反し、建

物そのものが天井が低く务悪になる虞れが多い。それな

ら６階にすれば良いではないかと思われるが、経済性から

そこまで踏み切れない当事者の苦悩がある。 

４．建物そのものが务悪化するもうひとつ大きな事が予想さ

れます。 

居室の間口を狭小にして、奥行きを深くする。容積を取

り切るため、又は戸数を減らさない為、事業者が考えざる

を得ない手法が予見されます。居住者には後で気がつく

务悪性です。 

 

市当局は、説明にあたり建物階数別の比率で比較をされ

た場面がありました。これに居住人口や世帯数も示された

方が良い。 

海側はマンション居住者が８０％を超えていると思われる。

見直し説明の論理からいえば、海側は制定されない方が良

い事になる。 

だが、本問題は比率で判断するようなものでなく、専門的

最高高さ制限がない場合

に比べ建ぺい率が大きくなる

影響も考えられますが、住宅

地での高層建築物の建設に

伴う住環境問題や建築紛争

の予防に一定の効果がある

と考え、最高高さ制限の導

入を行うものです。 

それぞれの区域の特性に

応じ、地区内権利者の総意

に基づく高さを定める地区計

画の策定にあたっては、地元

合意や第三者機関に意見を

聴くなどの手続きにより進め

てまいります。 

地区計画の策定に際して

は技術的支援を行うなど、皆

様と共により良いまちづくりを

して行きたいと考えておりま

す。 

市街地における住環境の

維持、秩序ある街並みの形

成を目指すなかで、対象区

域の容積率２００％に対して

過度な制限とならないことも

考慮し、住宅地において基

本的な規制の数値となる高

さを選びました。 
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な認識を伴わない一般市民にもっと多くの適切な判断資料

を提供した上で、“本質的に何が良いか”を見極めることが

大切である。賛否双方が主張する資料も出て来るだろうか

ら、全てを公開して、再三、再四、意見をまとめ、それ等を

考慮して専門家集団である市当局と審議会等で妥当な判

断を下して貰うことでしょう。今までのものでは市民に問う判

断資料が余りにも尐ない。 

次の点まだ理解できていない 

１．地区計画の合意形成の手法 

２．分譲マンション再生の特例とあるが、賃貸のUR、市営、

県営、財務局はどうするのか。 

３．制限する高さを超える既存建物の特例・・・“但し現状の

高さまで”とある。 

※古い仕様で階高が＇現代の（３ｍに満たないものが多

い。 

 “現状の階数”を担保できるようにしないと、务悪な建物

になりかねない。 

４．建替の特例に“最初の建替え”とあるのは何故か 

11 今回の案には反対の立場です。 

私は美浜区の団地在住のものです。市からの説明も聞き

ました。高さに関する住民の紛争については調整役の行政

のご苦労は良くわかりますし、なんでこんな建て方をするのだ

ろうという建物も見かけます。しかし、やはり、規制というのは

慎重にしないとあとで問題が起きると感じています。現在の

住居でも開発時の一団地認定と建築基準法の改正にともな

う、既存不適格の建物、等の事柄より、尐々の建物の変更の

手続きも煩雑になっていると聞きます。  

今回の問題は、美浜区の団地の再生含め、諸々の影響が

あります。地域の実情にあったきめ細かなルールを造ること

を求めます。大雑把な区分での制限には反対いたします。市

の職員の方々が苦労して作っている我々市民のためのルー

ルと承知しております。 

高度地区では、市全域の

住宅地を対象とした基本的

な規制として高さを検討しま

した。 

マンションにお住まいの皆

さまなどから、将来の建替え

に対する丌安から多くのご意

見をいただきましたことを踏ま

え、分譲マンションの再生に

ついては、建替え回数や敷

地規模の制限を行わず、最

高高さ制限の対象とならない

ように修正しました。 

それぞれの地域の特性に

応じ、地域の総意に基づく高

さ値などは地区計画できめ

細かく規制していくことを考え

ています。 

地区計画の策定に際して

は技術的支援を行うなど、皆

様と共により良いまちづくりを
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して行きたいと考えておりま

す。 

12 高度地区の見直しに関して千葉市より事前通知があったと

のことをお聞きしましたが、書面・電話含めて通信記録はな

く、本件については先日インターネットで情報を知り得たこと

について、誠に遺憾であることをお伝え致します。 

当マンションは２０ｍ制限をする予定の地域となっておりま

す。この見直しがされますと、現在の建物最高高さより 1/2以

上低い規制となってしまい資産価値が下がることはもとより、

将来において再建築をする場合には障害となることは明らか

であります。 

なぜ、高さ制限を導入するのか、本当にいま必要なのか、

現在の高度地区規制でよいのではないか。また、臨海部と内

陸部でなぜ分けるのか。２０ｍと３１ｍにした理由は何か、通

常は内陸部を高く臨海部に行くに従い低くなるよう計画する

のが普通ではないかなど疑問が生じています。 

なお、特例措置を考慮しているということですが、高さ制限

がされると不動産売買等において地域の価値基準が下がる

ことが懸念されます。 

特例措置について基準が厳しいものとなっており、最悪見

直しがされるようであるとしても下記の条件を考慮しない限

り、当マンションとしては到底納得のいくものではありません。                     

記 

見直し検討案の「３．分譲マンション再生に対する特例」の

要件を下記に修正 

【要件】 

 １．分譲マンションであること＇再生回数を制限しない（ 

 ２．敶地規模は５，０００㎡以上であること＇変更なし（ 

 ３．敶地周長の１／８以上が６ｍ以上の道路に接するこ

と、または、 

   敶地境界より１０ｍ以上の空地を有すること＇等を入

れ、または以降を追加する（ 

 ４．災害などによる建替え及び改修については制限しな

い＇追加（ 

 ※ 等：市街化調整区域、河川、線路敶、公園 

近年、住宅を主体とする

地域に高層建物計画があが

ると住環境への丌安から地

域の問題となることが多く、

行政への相談や議会への陳

情など地域の住環境保全へ

の対策が強く求められてお

り、現状の規制では対応でき

ない問題が起きている事例

があります。 

その為、住宅地での高層建

築物の建設に伴う住環境問

題や建築紛争の予防に一定

の効果があると考え、最高高

さ制限の導入を行うもので

す。 

なお、今回の見直し検討

案に対して、マンションにお住

まいの皆さまなどから将来の

建替えに対する丌安から多く

のご意見を頂きましたことを

踏まえ、分譲マンションの再

生については、建替え回数

や敷地規模の制限を行わ

ず、この度の最高高さ制限の

対象とならないように修正し

ました。 

13 都市の居住環境は、コミュニティにしろ緑地帯の確保にし

ろ、日照権のような環境権も含め「公共の福祉」を優先すべき

であり、私人の財産権がある程度の制限を受けるのもやむを

得ないと、私は考えます。 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

指して、住居系用途地域に
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かつて乱開発で都市の景観が破壊されただけでなく、住環

境が悪化したため町を捨てて別の地域に脱出した家族が続

出、地域社会までが崩壊したという例もあります。「隣は何を

する人ぞ」、と隣人コミュニティも弱く人間関係が薄れていく地

域は、防犯上も問題が多く魅力あるふるさととは言えません。 

魅力のある町を作るには、そこに住む住民全員の「公共

圏」意識の醸成が必要なのではないでしょうか。今回、千葉

市が高層ビルの高さ制限を検討するというのは、都市の復権

に向けての第一歩と思います。高層マンションやビルを増や

し、人口増加を追い求めた時代は過ぎ去りました。もっと強い

絆で結ばれたコミュニティを作る必要があります。そのために

も、住みよい住環境の実現は必須で、都市計画の見直しに

賛成します。 

最高高さ制限の導入を提案

したものです。 

 

14 「都市計画高度地区見直し検討案」に賛成いたします。 

現在高層建築を千葉市において建設する場合は周囲の環

境が著しく悪影響を与えることが明確であるにもかかわらず

建設側の論理が最終的に優先されてしまうケースが多く見受

けられます。原因は多種多様でありますが基本的には建設

を行う側にあまりにも法律等が有利に作成されているもの考

えます。 

今回の見直し検討案は高層建築の建設できる地区の見直

しですので現行の高層マンション建設等で住民との問題の起

きる原因の重要な部分が解消できるものと確信しておりま

す。千葉市においてこの検討案が一日も早く成立し条例とし

て施行されることを強く望んでいます。 

近年、住宅を主体とする

地域に高層建物計画があが

ると住環境への丌安から地

域の問題となることが多く、

行政への相談や議会への陳

情など地域の住環境保全へ

の対策が強く求められてお

り、現状の規制では対応でき

ない問題が起きている事例

があります。 

そのため、住宅地での高

層建築物の建設に伴う住環

境問題や建築紛争の予防に

一定の効果があると考え、最

高高さ制限の導入を行うもの

です。 

15 私は緑区の戸建てに居住しておりますが、近隣の空き地

に巨大マンションを建設する計画があり、憂慮しております。 

今般の見直し検討案が採用されました場合、概ね６階程度

の建築物が許容範囲となる予定です。 

しかし、現行のままでは１５階建が建設会社より提案され

ており、近隣居住者のみならず、地区全体に悪影響を及ぼす

ことが予想されます。街の景観を守り、自然の生態系を守り、

児童たちの安全な交通を守り、風紀を守るためにも、不要に

大きな建築物は規制すべきです。何卒見直し案をご採択いた

だけますよう、お願い申しあげます。 

この度の高度地区見直し

検討案は、住宅地を主体と

する住居系用途地域におい

て２０ｍ、３１ｍの高さ制限を

導入し、周辺の街並みから

突出する新たな建築物の抑

制をすることを目的とし、高

層建築物の建設に伴う住環

境問題や建築紛争の予防に

一定の効果があると考えてい
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ます。 

16 見直し検討案に賛成する。 

いつまでも今のままでほって置くより高さ制限をとり入れて

新しく建築して下さい。住民にとっては嬉しい話です。 

秩序ある街並みの形成や

市街地における住環境の維

持といった観点から、建築物

の高さに関し一定のルールを

定めておく必要があると考え

ています。 

 

17 都市計画高度地区見直し検討案が提案されております

が、住宅環境を悪化させないためにも「賛成」致したく存じま

す。 

高層建築物の建設に伴う

住環境問題や建築紛争の予

防に一定の効果があると考

え、最高高さ制限の導入を

行うものです。 

 

18 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

建造物の高層化等にての住民増を図り、税収入を高める

古い行政手法は時代遅れである。外郭団体を整理し、市職

員の削減を行い、民間の高品質な行政サービスを希望する。

従って、無秩序な街の肥大化は不必要である。住民が満足

できる行政サービス、素敵な街に人口集まる事は原理原則

である。 

近隣にマンション＇９階建（紛争が起こり、市による「あっせ

ん」、「調停」を経て、裁判となり２年余近くに及び争った。結

果は事業主の事情で建設は頓挫し、住民にとっては良い型

で勝利した。その後に「地区計画」が成立した。今後はこのよ

うな事態が起こる心配がなくなりホッとしている。 

高層建築物の建設に伴う

住環境問題や建築紛争の予

防に一定の効果があると考

え、最高高さ制限の導入を

行うものです。 

 

 

 

19 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

＇同意見他３人（ 

秩序ある街並みの形成や

市街地における住環境の維

持といった観点から、建築物

の高さに関し一定のルールを

定めておく必要があると考え

ています。 

 

 

20 現在千葉市が検討されている高度地区の見直しは、住環

境維持のためにぜひとも実施されるべき施策であり、市の担

当部局におかれては、一部の利権を代表した反対意見に屈

することなく、早急に施行にこぎ付けていただきたいと思いま

す。 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

指して、市全域の住宅地を

対象とした基本的な規制とし
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私は、建築の専門家ではありませんが、１９８９年から１９９

１年まで仕事で欧州オーストリアに住み、欧州各国の町並み

を見てまいりました。どの街もそれぞれに個性的なスタイルで

すが、どこも一定のスタイルに統一されており、そこに住む市

民は一様にその様式に誇りを持っておりました。 

Baupolizei(建物警察)という機関があり、商業施設はもちろん

のこと、一般の住宅も新築、建て替えには申請が必要です。

Baupolizeiは基準を満足しない建築物に対して、設計変更や

建て替えを命じることができます。建築基準は、高さ制限はも

ちろん、窓の位置、大きさ、屋根の色・形など細かく決められ

ています。当然、市民の生活に枠をはめるものであり、面倒

な手続きも必要となりますが、それによって、美しい町並みを

維持できていることに満足し、制約を当然のこととして受け入

れています。欧州には、街をひとつのアートとしてとらえ市民

共有の財産と考える伝統があります。 

日本では、一般に住居を機能の側面からのみとらえ、そこ

に芸術的価値を見出す文化が芽生えていないので、欧州ほ

ど強い制約を掛けるのはむずかしいかも知れません。しか

し、成熟した先進社会としてそろそろ住居にも最低限の制約

を設けることを始めてもよいと思います。 

その意味で、遅まきながら現在千葉市が検討されている高

さ制限の導入は画期的だと思います。この千葉市の動きはま

さに住民の９割以上を占める低層階住宅の住民を代表する

ものであり、個別に尋ねれば当然賛成すること必定の見直し

案です。当初案では、既存のマンションを建て替える際の制

約となり、財産権の侵害の危険がありました。しかし、その後

の修正の結果、同じ高さの建て替えは可能となり、住環境が

改善されると認定された場合も特例として高さ制限を越える

ことができるようになりました。ここまで緩和されてもなお反対

をしているのは、もはや既存マンションの住民ではありえませ

ん。その衣を借りた何か別の団体としか考えられません。 

それにしても、本件に関する自民党系市議会議員の動き

は破廉恥極まりないものです。市が提示した特例による緩和

措置をまったく評価せず、あいかわらず財産権の侵害を理由

に反対しているのは理解に苦しみます。 

東日本大震災で高まった防災意識に付込み、津波対策に高

層マンションが有効だとの発言に至っては、もう暴言としか言

いようがありません。 

市は、これらごく一部の利益団体の意見に屈することなく、

て最高高さ制限の導入を提

案したものです。 

地域の特性に応じたきめ

細かな規制については、地

域の総意に基づき、地区計

画や景観計画を活用するな

どの取組みが必要であると考

えています。 

高度地区の見直しについ

ては、都市計画法に基づく手

続きを経て決定した後に、効

力が及ぶことになります。そ

の手続きのなかで市民の皆

さんから意見をいただく機会

があるなどその手続きには一

定の期間が必要になります。 
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意思を強くして高度地区の見直しに向かっていただきたい。

逆に２０ｍ、３０ｍではまだ高すぎる、との意見もありますが、

これまで中高層住居専用地域に課せられていた制限の緩さ

を考えると、妥当な線といえるのかもしれません。 

パブリックコメントは、とかく反対する者が多くの意見を寄

せるものですが、意見を上げないその他大多数は賛成してい

るのだということを意識され、早急な計画見直しの実施をお

願いいたします。 

21 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

一戸建に住んでいる人の事も考慮する＇人権の尊重（ 

高層建築物の建設に伴う

住環境問題や建築紛争の予

防に一定の効果があると考

え、最高高さ制限の導入を

行うものです。 

 

22 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

春日１丁目マンション建設反対運動を通して、住民側が６F

までなら許容できると交渉した。町民減尐から全ての集合住

宅建設に反対ではないが、６F程度が町民と業者の妥協高で

はなかろうか。 

集合住宅の建替えは、高齢社会を反映した建築物で良い

が、３０年先は尐子化で空室いっぱいの集合住宅が想像され

る。建設予算もあるが、量より質の建物を望みたい。 

高度地区では、市全域を

考えた基本的な高さとして、

対象区域の容積率２００％に

対して過度な制限とならない

ことも考慮し、住宅地におい

て基本的な規制の数値とな

る高さを選びました。 

23 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

景観のため高さ規制は必要と考えます 

景観のための高さ規制に

ついては、景観計画や地区

計画も含めて地域単位でき

め細かく取り組んでいくことを

考えています。 

24 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

ルールが年数がたって現状に合わなくなってきていると

か、これからの事を考えて長い目で見て変える必要があるの

であれば、変えるのが良いと思います。 

無理矢理高いマンションを作っては、周辺の環境悪化を招

くだけでなく、そこに住む人の、住む事の、心身に与える影響

も心配です。 

建築家、銀行の意見だけでなく、精神科医とか心理学者の

意見も聞いてほしいと思います。 

より良いルールとなることを願います。 

住宅地での高層建築物の

建設に伴う住環境問題や建

築紛争の予防に一定の効果

があると考え、最高高さ制限

の導入を行うものです。 
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25 私は、今回千葉市が検討している「都市計画高度地区見

直し検討案」に以下の観点から賛成いたします。 

賛成理由 

１．私たちの居住する地区には、高層建築は不釣り合いで

す。 

＇近隣には、高層住宅・建築物は一切建築されておりませ

ん（ 

２．高層建物に起因する日照、風害、景観・眺望の障害など

は、２５年間、私たち住人同士が、培ってきた近所同士の

親しい付き合い、友好関係を奪い断絶しかねないもので

す。 

＇私たち日本人の近隣との付き合いを「向う３軒、両隣」とい

う親しい言葉で現わしますが、高層住宅ではそんな親しさ

を築けなくなってしまいます。（ 

３．私たちと、今後建設が予定される高層住宅居住者との利

害関係やあつれきが生じ、ひいては住民間の諍いに発展

することもありうるものです。 

 

以上の観点から、高層住宅の建設には基本的に反対で

す。 

しかし、すべての高層建物の建設に反対することは、現時点

では不可能でしょうから、一定程度の制限＇内陸部２０ｍ、臨

海部３１ｍ（のもとに、建設を許可すると言うことも止むを得な

いと考えるからです。 

近年、住宅を主体とする

地域に高層建物計画があが

ると住環境への丌安から地

域の問題となることが多く、

行政への相談や議会への陳

情など地域の住環境保全へ

の対策が強く求められてお

り、現状の規制では対応でき

ない問題が起きている事例

があります。 

その為、住宅地での高層

建築物の建設に伴う住環境

問題や建築紛争の予防に一

定の効果があると考え、最高

高さ制限の導入を行うもので

す。 

高度地区では、市全域を

考えた基本的な高さとして、

対象区域の容積率２００％に

対して過度な制限とならない

ことも考慮し、住宅地におい

て基本的な規制の数値とな

る高さを選びました。 

26 今回の見直しは基本的には適切であり賛成です。 

土地に関しては個人の土地といえども、何を作ろうと勝手

だというのではなく、土地の利用権を社会から与えられている

と考えるべきであり、街や地域に配慮した利用＝建築を行う

ことが原則だと思っています。 

全国で起きている高層の建物と周辺地域との紛争は現在の

建築基準法や都市計画法ではそれが保持できないということ

を示しています。地区計画などの手続きも住民の側のパワー

が必要だったり、時期的な問題があったり現在の地区計画の

尐なさを見ても難しさを示しています。 

人口減尐と空き家の増加が始まっている中で何もしなけれ

ば現在千葉市で起きている各地区の問題にもあるように、２

階建て住居の地域に唐突にマンションが出現して日当たりや

交通渋滞など、住環境が悪くなる問題が多数出てくるものと

思われます。 

高度地区では、市全域の

住居系用途を対象とした基

本的な規制として高さを検討

しました。 

それぞれの地域の特性に

応じ、地域の総意に基づく高

さなどについては、地区計画

できめ細かく規制していくこと

を考えています。 

地区計画の策定に際して

は技術的支援を行うなど、皆

様と共により良いまちづくりを

して行きたいと考えておりま

す。 
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そういう意味で今回の見直しは基本的には適切であると考

えます。今後は市民の声を受けて地域の特性に応じたきめ

細かな地区の選定、容積率の見直しを含む制限などを盛り

込んで言っていただきたいと思います。その結果として住み

心地のよい地域が増えていくことを望みます。また街づくりへ

の市民参加をさらにしやすくする千葉市行政の工夫をお願い

したいと思います。 

27 美浜区のベイタウンに居住する立場から意見を提出させて

いただきます。 

まず、今回の高度地区の見直し案には賛成です。 

目的としている「市街地における住環境の維持」及び「秩序

ある街並みの形成」の実現のためには高度地区だけでは不

十分とは思いますが、重要な第一歩であると受けとめていま

す。 

敢えて指摘するとすれば、既存マンションの建て替え・再

生というだけで特例を認めるように見えるという点でしょうか。  

既存入居者の居住の継続に配慮しなければならない点は

理解しますが、建替計画の優良さを個別に評価して緩和する

という視点も必要ではないでしょうか。  

今回の見直し案に反対という意味ではなく、第二ステップ

での取り組みを期待する限りです。 

その判断基準が難しいという面もありますが、新規建築物

の特例を認める地区計画の内容を判断する運用基準にも共

通する課題であると考えます。 

ところで、特に不動産事業者が参入するマンション建替事

業等において、採算性を最大限に確保しようとする観点か

ら、高層タワーまたは高層板状のマンションを指向する傾向

があります。 

その居住者も、建て替えのためにはひたすら高層化が必

要と思い込み、高度地区規制の強化に反対する方が出てく

るかもしれません。  

そもそも、２０ｍ及び３１ｍという高さ制限も相応の高度利

用を許容する数値ですし、さらに、住棟の建て方によっても高

さ制限と高容積率を両立させる手法もあることに、一般の

方々は言うに及ばず業界も認識が至らない面があるのでは

ないでしょうか。 

例えば、市が高さ制限の中での高容積率計画の可能性を

検証・例証することにより、高さ制限に対するアレルギーを緩

和するということは考えられないでしょうか。 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成に向け

た第一歩と考えています。今

後さらに地域の実情に合わ

せたルールを定める地区計

画の導入などの取組みが必

要であり、その促進に向けて

取り組むこととしています。 

また、老朽化した分譲マン

ションの再生は重要な課題と

なっており、そこに住む皆さん

が新たなルールにより丌安を

いだかないように、最高高さ

規制の対象外としました。こ

の場合、周辺の住環境への

配慮は、自主的に行ってもら

うこととしますが、市としても

再生への支援策を今後検討

する中で、周辺の住環境へ

の配慮が進むよう努めていき

ます。 
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また、このような規制強化については、土地の高度利用を

図りたい業界等の立場からは、組織的に反対意見が強く出さ

れるきらいがあるのではないでしょうか。 

居住者の立場からは、住環境や街並みを考えない無暗な

高層化を抑制する点で、多数の方に評価されるべきはずのも

のと考えています。  

しかしながら、案に異存がない一般の人々は、敢えて意見

を出さない傾向があると懸念します。 

したがって、市におかれましては、賛成及び反対意見の内

容を十分に吟味していただき、それぞれの数だけで案の是非

を判断されないよう強く望みます。 

勝手な意見を並べて恐縮ですが、千葉市の高度地区見直

しの取り組みに敬意を表する次第です。 

28 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

生活環境を守るため、政令市としては遅いくらいと思われ

ます。 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

指して、住居系用途地域に

最高高さ制限の導入を提案

したものです。 

29 私は５年前、自宅から道路を隔てた目と鼻の先に突如持ち

上がったマンション建設計画の反対運動を経験した者です。 

この計画は、数棟の中層集合住宅＇旧社宅・１４０戸（を取

り壊し、跡地に３５０余戸を収容する、横幅１００ｍ×高さ５４

ｍを超す巨大マンションを建設するというものでした。 

私たちは、この様な巨大マンションの建設は本来閑静であ

るべき住宅地区の景観を著しく損ねるだけでなく、周辺住民

の生活環境を台無しにし、なかんずくそれまで築き上げた地

域社会そのものまでも崩壊させかねないとして、建築主に対

し「大幅な規模の縮小と高さの低減」を求めて交渉しました。

しかし、既存の法律・条例は決して市民の味方になっておら

ず、逆にこの計画自体が法律に保護されている不条理な現

実を思い知らされる残念な結果となってしまいました。＇現

在、着工は凍結状態のまま（ 

「ものから人へ」、世の中は大きく変わり、これからは高度

成長期の負の遺産の精算が必要な時代です。今、何も手を

打たなければ、更に同じ様な問題が市内どこにでも起こり得

ることは明らかです。 

この観点から、「都市計画高度地区見直し検討案」はまこ

とに時宣を得た意義のある施策と思います。安易な妥協が新

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

指して、住居系用途地域に

最高高さ制限の導入を提案

しています。 
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たな弊害を生む要因になります。ぶれることのないよう新条

例の制定を強く要望いたします。 

尚、向こう三軒両隣、まわりに同じ考えの人が大勢いること

を申し添えておきます。 

30 千葉市が持続可能性＇サスティナビリティ（を有する都市で

あるためには、良好な住環境を維持しなければなりませんが、

そのためには千葉市内の建築物の高さがどうあるべきかも考

える必要があると考えております。  

そのためには、高層・超高層建築物のメリット、デメリットな

どを様々な角度から検証、評価することが求められると思われ

ます。そこで一時期、高層・超高層建築物建設の歩みを止め

て考えたほうがよいと思われ、高層・超高層建築物の高さ制

限を行ってもよいのではないかとの考えに私はたっておりま

す。そのうえで、今後の千葉市に高層・超高層建築物が必要

か不必要かをよく検討し、必要と認識されれば、高層・超高層

建築物の建設推進を再開し、不必要と認識されれば、建築物

の高さ制限を維持、またはより規制を厳しくするなどすればよ

いのではないかと現在考えております。  

そのような考えにたって「都市計画高度地区の見直し検討

案」を拝見しますと、「見直し検討案」の特例措置「２ 最高高さ

制限を超える既存物の特例」は、現在すでに、高層・超高層の

建築物にお住まいの方々が、建替え時の高さ制限によって、

今までに居住していたところに住むことができないようなことは

避けなければなれませんので必要な措置と思われます。  

また、特例措置の「３ 分譲マンション再生に対する特例」

も、既存の居住者の方々の居住環境を向上させるための建

替え時などに、近隣住民の方々に悪影響が及ばないならば、

高さ制限の対象としないこともよいと思います。  

しかし、特例措置「１ 地区計画区域内の新規建築物の特

例」に関しては、私は反対とは思いませんが、適用されるよう

な建築物が計画された際は、十分に注意が必要と思われま

す。近隣の住民の方々に悪影響が及ばないようにしなけれ

ばなりませんので、運用は慎重であるべきと思われます。 

未来の千葉市の姿を思い浮かべながら、検討がなされて

欲しいと思います。 

 

市街地における住環境の

維持及び秩序ある街並みの

形成を目指して住居系用途

地域に最高高さ制限の導入

を提案したものです。 

また、高層・超高層建築物

については駅周辺などの望ま

しい場所で促進したいと考え

ています。 

なお、それぞれの区域の

特性に応じ、地区内権利者

の総意に基づく高さを定める

地区計画の策定にあたって

は、地元合意や第三者機関

に意見を聴くなどの手続きに

より進めてまいります。 

 

 

31 見直し案については、現状のままで賛成です。このまま４

月までには施行されるようにして、後々の遺恨につながる、

駆け込み建造の元を断つようにしてください。 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成を目指
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賛成の理由：  

１．京都市と違い、建て替えの特例を複数想定してあること。 

２．７日に実施された、シンポジウムで、行政がまちづくりの先

導をすることが可能であると説明されたこと。  

３．不適存になることが判っていながら、駆け込み着工をさせ

ないために、速やかな成立、施行を求めるものです。 

以下、運用に関する提案になります。参考にしてください。 

１．幕張のベイタウンでは、業者からの提案により、アイデア

を競わせて良いものが出来たとのことなので、真砂地区の

エレベータなし５階建て数棟→エレベータありの１０階など

への集積化が、原形維持から外れるため適用されない件

についても、救済措置を市が執り持つようにしてください。 

２．高度地区指定などへの変更の際は、一方的に業者に計

画を決めさせるのではなく、UR も含めて一定の報酬も組

み込んで競わせ、住民や周辺住民の支持の高さも鑑みる

ようにするなど、選定過程を明確に公開するようにして、

良い手本の実績を示すようにしてください。 

３．今後においては、適用されていない近隣商業地域、準工

業地域、工業地域に対しても、売却の時は、周辺との調和

を図る＇ゾーニング（べき、という条件を付けることを１～２

年のうちに条例化するようにしてください。 

４．銀行は、各地の工場などの敶地をリスト化し、売却したら

どのような収益が得られるかの推測も行っているとの発言

がありましたが、それならば、銀行からも意見を聴取し、そ

の計画が適正かどうかも含め、まちづくりにも初期段階の

うちから参画させるようにしたら良いのではないでしょう

か。 

５．容積率、建ぺい率については、その矛盾も指摘されてき

ているので、適正な建築がなされなければ、今後規制が

強化の方向に行く可能性もあることを明文化しても良いで

しょう。自治体が率先して主導できる部分とのことですの

で、臆しないでもらいたいです。 

６．工場やマンションなどの跡地が空き地になっているのなら

ば、用地指定を速やかに解除し＇工場の跡地としての後始

末はきちんとしてもらいますが（、建造時に必要な用地指

定をその都度申請させるようにしても良いのではないでし

ょうか。 

この申請に必要な、周囲住民の同意取得は既に条文化

されていることから、同意が得られていることを法的に証

しており、街並から突出する

新たな建築物を抑制する効

果があると考えています。 

また、住宅地での高層建

築物の建設に伴う住環境問

題や建築紛争の予防に一定

の効果があると考え、最高高

さ制限の導入を行うもので

す。 

なお、新たな制限について

は、都市計画法に基づく手

続きを経て決定した後に効

力が及ぶことになります。そ

の手続きのなかで市民の皆

さんから意見をいただく機会

があるなどその手続きには一

定の期間が必要になります。 

ご提案の内容については、

今後の都市づくりにあたって

の参考とさせていただきま

す。 
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明できることになり、広告にも載せられることになるでしょ

う。 

７．現状と一致しない指定のままにしておくのは矛盾している

と言えます。 

もちろん、空き地として放置する状態であれば、それに

適した地目にして課税も抑えるようにすることも、行政によ

る誘導の一つになると考えます。 

８．工場の指定が残っているのであれば、工場地における制

約として、駐車場の広さが制限されている事や、緑化率が

指定されていることも適用させなければならないのではな

いでしょうか。 

９．奈良市が景観なども含めた意見公募を行っていた時は、

千葉市の窮状を参考に、元奈良市民として以下のように

提案していました。 

10．バリ島では、椰子の木より高い建物は建てられないとい

う判りやすいルールがある。これを参考に、樹木の資産価

値を高める意味も含め、「敶地内の樹木までの高さを認め

る」としたらどうか。樹木を移植、または育成する場合は遺

伝攪乱にならないようにする。根付かなかったり、または

育成中であれば、既存建物の高さとの不足分を、ペナル

ティとして追徴金に類するものを課する。 

11．田園調布駅周辺で相続税対策のため小分け分筆が濫用

されたことを教訓に、樹木を中心とした、姑息なものとみら

れる分筆などを制限する必要がある。 

12．古都としての景観にそぐわないような、クレーンタワーな

どが景色に割り込まないよう、古典的な工法への制限も

必要と思われる。 

13．バリ島のルールも完全ではなく、崖上からは１階だけで、

崖に貼り付く形で高層ホテルにしたてたというものがある

そうですが、千葉市の場合は斜面林の連続性を損なわな

いようにするなど、保護を優先してください。 

14．太陽光発電の戸建てへの公平な設置を考えると、樹木

の高さを活かす場合は、太陽光発電への支障がない範囲

に留める必要もあると考えます。 

15．建て替えに関する特例として、奈良市の事例を挙げてお

きます。 

奈良市では商店街の活性化につながる事業に補助金を

出しており、三条通りという商店街に面した敶地に建てら

れるマンションの１階を、住居だけとして壁にしてしまうの
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ではなく、商店街と一体化するように店舗物件を採り入れ

たり、外観を修正されれば補助金の対象になる、と提案

し、受け入れられつつある事例があります。 

32 秩序ある街並みの形成、市街地の住環境の維持のため建

物の最高高さ規制を導入するべきである。 

住宅地での高層建築物の

建設に伴う住環境問題や建

築紛争の予防に一定の効果

があると考え、最高高さ制限

の導入を行うものです。 

 

 

33 建物の最高高さ規制を導入するべきである。さらに高さ制

限はもっと厳しくするべきではないか。 

高層建築物は、地震の際など建物はもちろん、周辺地区

への１００％の安全が保証できるのか。高層マンションは、高

齢化・尐子化の時代、需要はあるのか。＇高齢者は、高層マ

ンションを敬遠する。（  

高度地区では、市全域の

住宅地を対象とした基本的

な規制として高さを検討した

ものです。 

より厳しい高さを望む場合

は、それぞれの地域の特性

に応じ、地域の総意に基づく

高さの値を地区計画できめ

細かく規制していくことを考え

ています。 

34 建物の最高高さ規制を導入するべきである。住宅地に突

然高層のマンション問題がおき、日照権や風害等様々な問

題がおき、ながらくそこに住み良質な住環境や育んできたコミ

ュニケーションをいっきに崩してしまう為、建物の高さ規制は

どうしても必要。 

住宅地での高層建築物の

建設に伴う住環境問題や建

築紛争の予防に一定の効果

があると考え、最高高さ制限

の導入を行うものです。 

 

35 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

１．千葉市が街づくりについて新しく考えてくれるのは、とても

喜ばしいことです。 

２．今、現在の暮らしで都市計画を進めて欲しいです。 

３．もっと景観を考えた街造りを進めてほしいです。 

４．これから尐子化なのに高層マンションは必要ない。 

景観を考えたまちづくりに

ついては、それぞれの地域の

特性に応じ、地域の総意に

基づく規制を地区計画や景

観計画も含めて、きめ細かく

取り組んでいくことを考えてい

ます。 

36 検討案の内容に賛同いたします。特に「シンプル」な点を評

価しております。＇要件緩和はできるだけ限定的にするべきで

す。（ 

なお都市計画は、「現在の住民」のみならず「将来の住民」

にとってもメリットがもたらされるものであるべきです。  

高度地区の見直し作業を進めていくに当たり、「転出数の

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成に向け

た第一歩と考えています。今

後さらに地域の実情に合わ

せたルールを定める地区計
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減」の観点からは、特にＵＲなどによる「大規模集合住宅団

地」の再生を視野に、当該地域の住民の皆さまに対する丁

寧な説明と意見交換を、「転入数の増」の観点からは、特に

市外の関係各所に対する適切なＰＲ＇「見直し」のメリットのア

ピールなど（をお願いいたします。 

日本をリードするような「都市計画」を立案・実践して参りた

いものです。 

画の導入などの取組みが必

要であり、その促進に向けて

取り組む上で、今後とも、市

民の方への説明や周知には

十分配慮してまいります。 

37 今回の見直し検討案に賛成します。土地に関しては個人

の土地といえども、街や地域に配慮した利用＝建築を行うこ

とが原則です。全国で起きている高層の建物と周辺地域との

紛争は、現在の建築基準法や都市計画法ではそれが保持で

きないということを示しています。 

２階建ての住宅地に唐突にマンションが出現して日当たり

や交通渋滞など、住環境が悪くなる等の問題がおこらないよ

う、高度地区見直し検討案に賛成します。 

近年、住宅を主体とする

地域に高層建物計画があが

ると住環境への丌安から地

域の問題となることが多く、

現状の規制では対応できな

い問題があります。 

住宅地での高層建築物の

建設に伴う住環境問題や建

築紛争の予防に一定の効果

があると考え、最高高さ制限

の導入を行うものです。 

38 見直し案に全面的に賛成、千葉市にこんなまちづくり案が

出て来るとは予想もしていなかった。時代の先を見すえたと

ても良い案と云えます。しかし、従来の考え方が脳に定着し

ている人にはとても理解できないでしょうが、ここが踏ん張り

時です。 

理由としては、景観上、低層が多い千葉市では斜線制限

による階段式マンションの見っともなさは、より気になる。これ

がなくなるだけでも市の景観レベルが上がる。 

安全･安心の観点から、防災について触れられていない

が、例として問屋町の様なマンション街が出来ると、その町は

自立できない。周辺に戸建街がないと共助も難しく、高齢化し

て来ると問題がさらに顕在化してくる。そういう意味で２０ｍと

云う制限は大変有効であり、居住者及び建物の減災を考え

ると７階以下と云うのは３．１１の例を見ても好ましい。 

安心の面では、近い将来人口減で利便性の悪いマンショ

ンでのスラム化が徐々に進行する。入居者が減り空部屋が

増えると怖くて住めなくなり更に限界集落状態になる、悪循環

で管理費未納が出てスラム化につながる。 

千葉市が首都圏のみならず全国的に誇れるものは、 

交通面で：１．道路形状の良さ、２．鉄道の３線、３．高速道

路の２線の３条件を市内に有していることである

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成を目指

しており、街並から突出する

新たな建築物を抑制する効

果があると考えています。 

なお、老朽化した分譲マン

ションの再生は重要な課題と

なっており、そこに住む皆さん

が新たなルールにより丌安を

いだかないように、最高高さ

規制の対象外としました。こ

の場合、周辺の住環境への

配慮は、自主的に行ってもら

うこととしますが、市としても

再生への支援策を今後検討

する中で、周辺の住環境へ

の配慮が進むよう努めていき

ます。 
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が 更に 

住環境で：１．秩序ある街並み、２．安心･安全なまちを維

持できる施策が実施出来れば流入人口も期待

でき資産価値の維持につながる。  

こう考えると財産権侵害と云うより財産の保護的規制で

あると云えるので原案のまま導入されることを希望します。 

まちのインフラのある所に均等に人口が分布することが望

ましい。入口が減ることを考え、高さを制限することで人口の

分散が可能だとすると将来臨海部も高さを内陸部と同じにす

る必要が生じるかもしれない。 

分譲マンションの建て替えは規制が緩和されたとしてもハ

ードルが高い。特に高齢者の多いマンションでは増床出来て

も、理事会で建替えを進めることは不可能に近いのが現状

だ。可能なのは法人の所有マンションに限られるとすると要

件３．＇見直し検討案資料ｐ１４要件３（は「敶地周長の１／８

以上が６ｍ以上の道路に接すること」をさらに「６ｍ以上の道

路に接し、その道路が幅員６ｍ以上の接続する迄幅員が６ｍ

以下であってはならない。」と追加するべきである。若し該当

する敶地があるとすれば近隣住民の車の通行による危険負

担を尐なくできる。 

然し余程利便性が良くないと今後は建替えは利益が出せ

る事業ではないといえる。  

※現状をみるとマンションの管理費、修繕積立金(２万～３万

円)を支払える層は減尐しており、受け皿として極端な低価格

ゾーンの建売が増えて人の移動が起きている。 

今後このような環境不良住宅地の予備エリアの対策が必

要になる 

将来左記の地区でもスラム化を考えると安心安全を考える

と導入が必要である。７階以下だとエレベータが止まっても暮

らせないことはない。 

※江東区では大、ミニマンションが増えすり鉢の中に居るよう

に景観が変わってしまった。それと共にマンションの賃貸料

の下落に歯止めがかからず、マンション中で車を押した高齢

者を多く見かけるようになった。高齢化の進展と賃貸部屋も

増え管理組合の担い手がない凄い事態が出現している。 

千葉市もやがてそうなるだろうし、その対策としてこの規制

は必要である。 

39 良い住環境を作るためにはこのような都市計画は是非あ

ってほしいです。 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び
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あまりにも無秩序の建設が許可されている現状を憂いていま

す。 

秩序ある街並みの形成を目

指して、住居系用途地域に

最高高さ制限の導入を提案

しています。 

 

40 高度地区の見直し検討案に賛成です。住宅地の中に広い

土地ができた時、高層マンションの計画が出た場合、近隣の

住民の意見は業者に聞き入れてもらえない場合が多いようで

す。個人と業者ではどうしても業者の力が強く、又、町並みは

１度こわれてしまうと修復は無理になってしまいます。 

住宅地での高層建築物の

建設に伴う住環境問題や建

築紛争の予防に一定の効果

があると考え、最高高さ制限

の導入を行うものです。 

 

41 今までにも低層住宅地に隣接して、高層マンションが建設

されるなど環境や景観を損なうことが何件もあり、紛争になっ

た事例もあります。現在は建築基準法をクリアすれば住民が

反対しても建設できます。住環境を維持すること、まちづくり

の観点で、一定の規制をしていくことは必要だと思います。現

在の建築物の建替えにおいて、１回に限りますが現状の高さ

を認める等の特例もありますので、住んでいる方たちの権利

も一定保障されます。見直し検討案について賛意を表したい

と思います。 

 

住宅地での高層建築物の

建設に伴う住環境問題や建

築紛争の予防に一定の効果

があると考え、最高高さ制限

の導入を行うものです。 

なお、マンションにお住ま

いの皆さまなどから将来の建

替えに対する丌安から多くの

ご意見をいただきましたことを

踏まえ、分譲マンションの再

生については、建替え回数

や敷地規模の制限を行わ

ず、このたびの最高高さ制限

の対象とならないように修正

しました。 

42 高度地区に見直しは、適切と思いますので賛成です。 

個人の土地だから何でもつくれるというのではなく、土地の

利用権を社会から与えられていると考えるべきであり、街の

景観や地域に配慮した建築を行うことが原則ではないでしょ

うか。 

たとえば２階建て住居の地域に唐突に高層マンションが出

現して、日当たりなど住環境が悪くなる問題が出てきては困

ります 

そういう意味で今回の見直しは基本的には適切であると考

えます。今後も住み心地のよい地域を増やすために、街づく

りへの市民参加をさらにしやすくする千葉市行政の工夫をお

願いしたいです。 

この度の高度地区見直し

検討案は、住宅地を主体と

する住居系用途地域におい

て２０ｍ、３１ｍの高さ制限を

導入し、周辺の街並みから

突出する新たな建築物の抑

制をすることを目的とし、高

層建築物の建設に伴う住環

境問題や建築紛争の予防に

一定の効果があると考えてい

ます。 

43 高さ制限は徹底すべき。臨海部の１０階でも高いくらいだと 高度地区では、市全域の
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思います。既存マンション建て替えとしても、現状維持は守る

べき。特例なんてものは抜け道に利用されるだけなのは明

白、やめるべき。 

「東京でのヒートアイランド現象によるゲリラ豪雤は臨海部の

マンション群が原因である」とは、すでに言われていることで

あり「財産権の侵害」と個人の利益を主張することで、周辺地

域が持つ財産権の侵害を無視した意見だと考えます。 

高齢化も進んでおり、マンションの高層階に住もうという人

口も確実に減ると思われ、高層マンションを建てることが経済

の活性化になるという安易な発想は、時代に逆行したものだ

と考えます。高さ制限は徹底すべき 特例はなし。 

高層マンション絶対反対。既存住民の財産権を守ってくださ

い。 

住宅地を対象とした基本的

な規制として高さを検討しま

した。より低い高さを望む場

合は、それぞれの地域の特

性に応じ、地域の総意に基

づく高さの値を地区計画でき

め細かく規制していくことを考

えています。 

なお、周辺の住環境への

配慮がされ、より良い街並み

を形成する計画については

地区計画の策定による特例

を、また分譲マンションにお

住まいの皆さんが将来にわ

たり、安心して住み続けてい

ただけるよう分譲マンションの

再生については一定の範囲

内で特例を設けました。 

44 １．商業系、工業系の用途地域にも今回の条例案を適用して

欲しい。 

２．高度制限に１５ｍを加えてほしい。 

千葉市も参加した「『高度地区指定に関するガイドライン』

千葉県高度地区ガイドライン研究会 平成２１年５月」によれ

ば、 

＇１（問題が発生している原因の一つとして 

「工業系、商業系用途地域に高度地区を指定していない

こと」を上げている。また、「中高層建築物の建築に伴う問

題の事例検証」では、研究会参加市町で問題となっている

９６件の建築物について、「高度なし」が２８件と３分の１程

度を占め、そのうち高度地区をしていない、商業地域＋近

商地区が２０件、工業地域が５件となっている。 

＇２（また高さ２０ｍ未満でも問題発生物件が６件となってい

る。ガイドラインの「３ 高さ制限の内容」でも「例えば、次の

ような絶対高さの制限値が考えられる。」として、１５ｍの制

限も検討している。則ち、「１５ｍ：５階建て程度までを許容

＇階高３ｍ×５階（、パラペット高さを考慮して１６ｍや、さら

に１階の床の高さを考慮して１７ｍとすることも考えられ

る。」とある。 

問題発生の実例からするならば、商業系、工業系の用途

最高高さ制限を導入する

区域は、現在高度地区が指

定されている住居系用途地

域（住宅地を主体とする地

域）をまずは対象とし、高度

地区の指定がされていない

商業系、工業系用途地域に

ついては、住居系より過大な

ルール変化となる為、今後

の検討課題としています。 

なお、高度地区は市全域

を考えた基本的な高さとし

て、対象区域の容積率２０

０％に対して過度な制限とな

らないことも考慮し、住宅地

において基本的な規制の数

値となる高さを選びました。 

より低い高さを望む場合

は、それぞれの地域の特性

に応じ、地域の総意に基づく

高さの値を地区計画できめ



27 

 

地域にも今回の条例案を適用し、高度制限に１５ｍを採用し

て然るべきである。尚、地区計画制度で対応するという考え

方もあるが、地区計画を定める住民の合意形成が極めて困

難であり、従って千葉市においても既存宅地における実現例

が尐ないことは明らかである。机上の空論である。 

細かく規制していくことを考え

ています。 

地区計画の策定に際して

は技術的支援を行うなど、皆

様と共により良いまちづくりを

して行きたいと考えておりま

す。 

 

45 高度地区の見直し検討案に主旨のみ賛成、２０ｍでも高過

ぎる。 

先ず何よりも従来の都市計画の見直しが必要。私の住宅

地域、西千葉駅近隣商業地区となっているが実際は一戸建

の住宅が多く、商業地区は僅かです。一戸建の地区は２０ｍ

の半分１０ｍとすべきと考えます。 

高度地区では、市全域の

住宅地を対象とした基本的

な規制として、また対象区域

の容積率２００％に対して過

度な制限とならないことも考

慮し、住居系用途において

基本的な規制の数値となる

高さを選びました。 

より低い高さを望む場合

は、それぞれの地域の特性

に応じ、地域の総意に基づく

高さの値を地区計画で定め

ることと考えています。 

 

46 このたびの都市計画高度地区の見直し検討案は素晴らし

い第一歩となると思います。 

さて、再考を願いたい事があります。 

１．景観や日照や自然災害等の観点から集合住宅は高さ制

限を海抜にて制限願いたい：海抜制限２０ｍ以下 

２．建物幅を土地の最長幅の３／４までの規制 

＇残り１／４は緑化を強制化する（・＇戸建ては３階以下（ 

３．規模の大きい物件に対しては近隣や地域環境の観点か

ら、半径２km内に対して環境、景観の悪化を生じさせる

為、それに対し迷惑料や取り壊しまでの景観保証を物件に

対して担わせるべきではないでしょうか。 

新規制以前の物件に対しても規制に準じて景観や迷惑地

域の見直しや保証を充実させるべきだと思います。 

 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

指して、住居系用途地域に

最高高さ制限の導入を提案

しています。 

地域の特性に応じたきめ

細かな規制については、地

域の総意に基づき、地区計

画や景観計画を活用するな

どの取組みが必要であると考

えています。 

47 高度地区の見直し検討案に反対です。 

現在マンション６階建の隣接地の一戸建に住んでいるが、

日常生活が見られているのでうっとうしくてたまらない。尐子

高度地区では、市全域の

住宅地を対象とした基本的

な規制として、また対象区域
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化時代になってきており、住宅は余って空家が増加傾向にあ

る。内陸部のマンション新築は厳しく制限すべきで、内陸部で

建てる場合は ７ｍ＇２階（にすべきである。 

マンション新築よりも中古一戸建空家への転居を政策誘導す

べきである。 

の容積率２００％に対して過

度な制限とならないことも考

慮し、住宅地において基本

的な規制の数値となる高さを

選びました。 

より低い高さを望む場合

は、それぞれの地域の特性

に応じ、地域の総意に基づく

高さの値を地区計画で定め

ることと考えています。 

48 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

現在千葉みなとポートタワー近辺に高いマンションが立ち

並び、せっかくの花火が見えなくなってきている。都市計画の

無秩序さの表れと思います。 

景観も大切ですが、住環境の向上と並行して街造りをして

欲しい。特に港へ出入りするトラック、トレーラー、ミキサー車

の交通整備＇規制（商業地域とは言えない住宅が＇マンショ

ン（立並ぶ千葉みなと、問屋町地域の再開発、高さ規制と合

わせて地域変更も必要と思います。 

美しい街並み、統一がとれた街並は防犯にもつながると思

います。 

 

この度の高度地区見直し

検討案は、住宅地を主体と

する住居系用途地域におい

て２０ｍ、３１ｍの高さ制限を

導入し、周辺の街並みから

突出する新たな建築物の抑

制をすることを目的としてお

り、高層建築物の建設に伴う

住環境問題や建築紛争の予

防に一定の効果があると考

えています。 

49 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

景観の保全の為。 

用途地域の見直し検討を行う考えはないのですか。 

用途地域の見直しは、地

域単位で都市計画の方針を

踏まえ、土地利用転換の経

緯、既存建築物の規制変化

による影響などを考慮し、検

討すべき課題と認識していま

す。 

50 見直し案、賛成です。即実効してもらいたいです。 

１．建築基準法や都市計画法以外、日本国憲法１３条＇幸福

追求権等（、日本国憲法２５条や生存権、財産権や新しい

権利＇プライバシー権、環境権等（。このような市民の権利

を加えたルール作りが必要と思います。 

２．建築基準法と都市計画法に合致していることだけで、中

高層の紛争に関わる条例に基づき問題多き物件＇日照・

眺望・通風・採光＇駐車場（・騒音・振動・道路事情による人

命・ほこり・風害・長期工事期間の問題等、多大な近隣住

民に迷惑をかける工事であるかの判断（を地域住民に直

この度の高度地区見直し

検討案は、住宅地を主体と

する住居系用途地域におい

て２０ｍ、３１ｍの高さ制限を

導入し、周辺の街並みから

突出する新たな建築物の抑

制をすることを目的とし、高

層建築物の建設に伴う住環

境問題や建築紛争の予防に

一定の効果があると考えてい
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接ぶつけることでなく、事前審査を市が行い、問題尐ない

と判断して、その後は地域住民に委ねるような制度を樹立

してもらいたい。＇あまりに地域住民が建築主から衝撃を

直に受けすぎます（ 

３．昭和２５年建築基準法、昭和４３年都市計画法が制定さ

れたのに比べ、平成５年環境基本法が成立してかなり経

ったので、対応できるよう充実させてもらいたいです。環境

影響評価法、環境の保全上の支障を防止するため規則

＇２１条（等。 

４．駆け込み高層マンション建設に拍車をかける問題になら

ないよう願っています。 

＇工業地域は今回の見直しの対象区域とはならず、今後

の検討課題ではターゲットになり危険（ 

高度地区の見直しで工業専用地域以外の空き地ならどこ

でも、マンションなら建築可能であり、駆け込み工事をどの

ように防止できるのか、市は明確に説明してもらいたいで

す。 

５．千葉市総合設計許可取扱基準＇平成２２年４月１日改正（

の運用方針ではすべての総合設計計画において配慮す

べき一般事頄として、工業系用途地域内における建築計

画については、計画地周辺の土地利用状況及び将来の

方向性を十分把握し、都市基盤施設の整備計画等との調

整を計りながら、適切な運用を図ると明確に記されている

ので、今後の検討課題にするより即実効すべきと思いま

す。 

６．開発行為の詳細や景観協議会議事内容等を市民に公開

してもらいたいです。 

７．住宅環境に関する長期有効既得権の確保できるルール

作りが必要と思います。 

８．住民提案型の練馬区のまちづくり条例や逗子市等、参考

にして一歩前進させてもらいたいです。 

９．環境基本法の位置づけ＇開発行為必要な物件に（のご検

討をお願いしたいです。 

ミクロの視点、マクロの視点をふまえ、相対評価を行うべ

きです。 

従って、環境条件、建設条件、既存権益との問題、地域計

画との整合、開発効果等を検討し、高層マンション導入評

価結果を市は分かりやすく公表してもらいたいです。 

10．建築環境総合性能評価について届出による自己評価で

ます。 

最高高さ制限を導入する

区域は、現在高度地区が指

定されている住居系用途地

域（住宅地を主体とする地

域）をまずは対象とし、高度

地区の指定がされていない

工業系用途地域について

は、住居系より過大なルール

変化となる為、今後の検討

課題としています。 

市街地における住環境の

維持と秩序ある街並みの形

成に、最高高さ制限の導入

は第一歩となりますが、更に

地区毎に地区計画の導入な

どの取組みが必要であると考

えています。 
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なく第三者評価を行い分かりやすく公表して、S ランクを取

れるように、県や市が指導してもらいたいです。 

11．例外的制度の導入について 

法＇都市計画法、建築基準法（を超えた優良な計画は緩

和により対応してほしい。消防設備では法を超えた対応に

消防長官表彰があったが、建築についても、優良施設の

表彰制度を設置し、優良建物計画を市が市民に視えるか

たちで表彰してもらいたい。また、建築業界の環境問題の

レベルアップ＇底上げ（が必要と思います。 

12．日本＇千葉市（から世界に誇れる住環境水準を維持して

いく方法は規制緩和より、住まい・街づくりのルール＇規

制（の充実を図るべきと思います。 

51 １．住居系の地域において、住環境の維持や秩序ある街並

みの形成のため、街並みから突出する新たな建築物を抑

制することをルール化する最高高さの制限＇内陸部２０ｍ、

臨海部３１ｍ（を高度地区に導入することに賛成です。 

２．また、地域によっては、新たな建築物が周辺の住環境や

街並みに調和するよう、最高の高さ＇内陸部２０ｍ、臨海部

３１ｍ（をさらに規制する措置が必要です。 

３．最高高さの規制を早期に決定するとともに、決定する間

の駆け込み建築の確認申請、駆け込み着工は、厳しく抑制

することが必要です。 

４．地区計画は「住民の合意に基づいて、それぞれの地区の

特性にふさわしい街を誘導するための計画」であるが、住

民同士なら合意できることもあろうが、住民の相手がデベ

ロッパー＇多くの場合、本社が東京（の場合には、合意でき

るはずがない。千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の

予防と調整に関する条例における市のあっせん・調停にお

いても、しかりである。 

なぜなら、言うまでもないが、デベロッパーは当然、基本

的に利益を追求する者であり、その究極の目的は、住民が

望むその地区にふさわしい良好な住環境の街づくりではな

く、そこに投資した資金に対し、いかに多くの利益を上げる

かが最優先課題であり、それが本音であるからである。 

現に、千葉市内で起こっている＇或いは過去に起こった、

又はこれから起こるであろう（多くの中高層建築物の建築

に係る紛争はほとんどこのデベロッパーとの紛争であろう。

そしてデベロッパーが絡む紛争には「地区計画」や市のあ

っせん・調停は、絵に描いた餅であり、ほとんど無力で、解

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成を目指

しており、街並から突出する

新たな建築物を抑制する効

果があると考えています。 

また、住宅地での高層建

築物の建設に伴う住環境問

題や建築紛争の予防に一定

の効果があると考え、最高高

さ制限の導入を行うもので

す。 

高度地区では、市全域の

住宅地を対象とした基本的

な規制として、また対象区域

の容積率２００％に対して過

度な制限とならないことも考

慮し、住宅地において基本

的な規制の数値となる高さを

選びました。 

望ましい建築物の高さは

地域によって異なることか

ら、よりきめ細かな高さ制限

を望まれる地域においては、

地区計画の導入により対応

していただくものと考えており

ます。 
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決策にはなりえない。 

従来から、住民とデベロッパーとの話し合いは合意に至

らず、場違いな高層建築物により、住民が築き上げてきた

街並みは調和を失い、多くの住民が悔し涙を流しながら泣

き寝入りしてきた。 

現状が続く限り、住民はこれからも泣き寝入りすることにな

るだろう。 

また、このような紛争の結果として、本来紛争に無関係

の中高層建築物に入居する新住民と、紛争の結末に不満

を持つ従前からの住民との間に軋轢が生じ、地域の良好

なコミュニティーの形成に大きな障害となることが危惧され

る。 

したがって、紛争を未然に防ぎ、地域の住環境を保全

し、調和のとれた街並みを形成し、全国に誇れるまちづくり

を進めるためには、まずは、市の提案している都市計画高

度地区見直し検討案＇建築物の最高高さを内陸部２０ｍ、

臨海部３１ｍに制限（をルールとして、早急に決定すること

が是非とも必要である。 

千葉市が、全国に誇れる住みやすい街づくりを謳うので

あれば、市は「住民同士の話し合い」などと言うところに逃

げ込むのではなく、自らが主体的に住みやすい街づくりの

ルール作りをやろうとする気概を持ち、実践していかなけれ

ば、できるはずがない。 

このたびの高度地区の見直しにあたって、千葉市が勇

気と英断をもって、最後までこれを貫き通すことに、私を含

め、多くの市民が期待している。 

５．千葉市の「高度地区の見直し検討案」の最高の高さ規制

は、文字通り最高高さを規制しているものであり、新たな建

物がこの最高高さの規制値をもってしても、周辺の住環境

や街並みに調和しない場合は、市は「高度地区の見直し

検討案」や「景観計画に基づく景観形成基準」の趣旨にの

っとり、主体性をもって、更なる高さ規制をデベロッパーや

建築業者に対し、強力に指導・誘導する必要がある。 

６．高度地区の見直し検討や、見直しに係る都市計画の変更

手続きを進めている最中に、駆け込み建築確認申請や駆

け込み着工が実施されれば、高度地区の見直しの趣旨に

逆行し、かえって良好な住環境と調和のとれた街並みの崩

壊を促進してしまうこととなる。 

したがって、市は都市計画高度地区の見直し検討や変

なお、新たな制限について

は、都市計画法に基づく手

続きを経て決定した後に効

力が及ぶことになります。そ

の手続きのなかで市民の皆

さんから意見をいただく機会

があるなどその手続きには一

定の期間が必要になります。 
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更手続きと並行して駆け込み申請や駆け込み着工を抑止

するための適切な措置を強い意志を持って実行していくこ

とが重要であり、駆け込み申請・着工を絶対に容認しては

ならない。 

仮に、法的な後ろ盾がないとしても、市の総合的な行政

力をもってすれば、必ずできるはずである。要は市のやる

気、やり遂げようとする強い意志があるかどうかにかかって

いる。 

市民は、熊谷市長と心ある市の職員の皆さんに大きな

期待を寄せていることを感じていただきたい。 

７．これに並行して、住環境の保全と調和のとれた街並みの

形成を推進していくために、特に紛争が生じている地域な

ど、建物の高さや規模を規制する必要のある地域につい

ては、千葉市景観計画に基づく景観形成基準を厳しく運用

し、この基準に適合するよう誘導、勧告、変更命令を断固

実行していくことが重要である。  

従来、市は、立派な規則は定めていても、その運用にあ

たって、ややもすると腰砕けになってしまう感が否めなかっ

たので、今回は絶対にこのようなことにならないように強く

要望する。 

８．しかし、そもそも紛争が生ずるのは、計画的に低層住宅地

として街並みが整備されてきた地域に、中高層住居専用地

域であるからと言って、後から中高層建築物などが建った

たりすることに起因する。  

市は、その責任において、このような実態と用途地域と

が、ちぐはぐであることが原因で紛争が起こっているとこ

ろ、起こりそうなところを徹底して調査し、実態に合わせた

用途地域の変更を行っていくことが必要である。  

具体例としては、千葉市緑区おゆみ野中央６丁目におい

て、旧住都公団が昭和５９年頃から低層住宅を整備し、以

降、住民がそれにふさわしい住環境を創造してきたところ

に、平成１８年末、低層住宅に隣接して＇しかも单側に（巨

大な高さと規模のマンションを建築する計画が突如浮上

し、以後、紛争が続いている。  

マンション敶地は第１種中高層住居専用地域にあり、都

市計画法上は問題なしということであろうが、先行して計画

的に低層住宅が整備されたこの場所に、後から巨大マンシ

ョンが建築されれば、紛争になることは火を見るよりも明ら

かであったはずである。  
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旧住都公団は、緑区開発に当たり、市とも連絡を取りつ

つ住宅整備を進めてきたはずであり、旧住都公団が低層

住宅を整備しつつあるこの地域を第１種中高層住居専用

地域に指定し続けてきたのは市である。 

昭和５９年から低層住宅が整備されて以降、紛争を未然

に防止するため、この地域を第１種低層住居専用地域に

変更する機会や地区計画で建物の高さ規制を設ける機会

は何度もあったはずなのに、都市計画法など何の知識もな

い住民に、丁寧な説明もせず、法令上の最低限の手続き

＇縦覧（で終わらせ、紛争の大きな火種を放置し続けてきた

市の責任は重いと言える。 

このあたりの経緯は、平成１９年３月２日開催の千葉市

議会の平成１９年第１回定例会都市消防委員会において、

審議されており、住民からの陳情書が委員の全員賛成をも

って採択されているので、関係する市の職員は議事録を是

非ご覧いただきたい。また、平成１９年第２回定例会の第７

日目＇H１９．６．２０（に福谷章子議員＇当時、市民ネットワ

ーク（が「中高層条例について」という頄目で質問をされて

いるので、こちらの議事録もぜひご覧いただきたい。＇千葉

市議会のホームページから検索できる（ 

なお、この時の委員会や定例会での当時の担当部局の

職員の答弁は、街づくりに対する積極的な姿勢は尐しも感

じられず、市民の代表である議員の質問に対し、嘘ではな

いが本当でもないはぐらかしにより、自己の責任を逃れよう

とすることに終始し、千葉市を住みやすい街に変えていこう

とする積極的な意志は、まるで感じられなかった。 

たとえば、マンションの建設計画地に以前に建っていた

アパート＇３～５階建て（が建設される際、住民との間に何

の問題もなく建設されたような市の答弁であったが、それ

は事実ではなく、一部の住民はこれに反対した。問題がな

かったわけではない。しかし、日照や圧迫感、建物の景観

等にも配慮した丁寧な説明が建築主側からあったので、最

終的にはやむなく住民は容認したまでのことだ。もちろん低

層であるにこしたことはなかった。 

その後、当時の市長や議長が何とも呆れた事件でやめ

ざるを得なくなり、代わりに市民が大きな期待を寄せる新進

気鋭の熊谷市長が誕生し、熊谷市長のもと、市の職員の

意識改革も進んでいることと思われるので、今回は市長を

はじめ、職員の皆さんの頑張りにぜひ期待したいと思って
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いる。 

９．しかしながら、告示まで駆け込みで着工されてしまうこと

が大変心配である。 

現在、地元住民とデベロッパーの間で紛争中である千葉

市緑区おゆみ野中央３丁目のマンション建設計画について

は、建築確認は平成２０年４月に下りているが、その後放置

され、既に４年がたとうとしている。 

このように放置された建築確認がいまだに有効であるの

はおかしな話で、無効として取扱うべきである。 

また、千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と

調整に関する条例第６条の標識は平成１８年１２月に張り

出されて以来、２枚は剝がれ落ち、残る１枚もボロボロにな

って内容の全部が確認できる状態ではない。 

記載された内容についても、着工・竣工年月日がすでに

大きく事実と相違しており、また建築主として記載されてい

る団体も明確に確認できない。 

このような建築計画及び手続きは、無効として取扱うべき

である。 

52 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

わが町では住宅地域であるにもかかわらず、近隣商業地

域になっており、すでに手遅れ打つ手なしです。用途地域に

ついても再考願います。 

用途地域の見直しは、地

域単位で都市計画の方針を

踏まえ、土地利用転換の経

緯、既存建築物の規制変化

による影響などを考慮し、検

討すべき課題と認識していま

す。 

 

53 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

すべての都市計画区域内で、容積率を全活用した場合

の、町の姿を想像するべきです。 

最高高さ制限の数値は、

本市の住宅地に対する基本

的な規制の数値であり、望ま

しい建築物の高さは地域によ

って異なることから、よりきめ

細かな高さ制限を望まれる

地域については、地区計画

の導入により対応したいと考

えます。 

 

54 基本的に賛成です。理由は居住者にとって都市＇コミュニテ

ィ（には秩序とアイデンティティーが必要と考えるからです。都

市と、その街並みの景観の秩序は住民にとっても外部からの

最高高さ制限の導入によ

り、街並みの秩序づくりにも一

定の効果があるものと考えて
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訪問者にとっても重要と考えます。 

１９９０年代後半にドイツのハンブルク市に４年間住み、欧

州の街並みの素晴らしさを体感してきました。千葉がそのよう

な町であって欲しいです。 

今回の高さの制限というか統一は街並みの秩序づくりと理

解します。ある秩序があって始めて町のイメージが決まりま

す。 

秩序のある街並みが帰属意識やコミュニティ形成の第一

歩となります。 

江戸の路地とか長屋とかは低層の建物ですが、ある秩序

のもとに生活空間を形成したものです。  

卖に高さを揃えるだけでは、秩序にはなりません。 

１．高さに加えてファサード＇外壁の窓、色など（の秩序と個性

が同時に重要となります。高さがそろえば揃うほど無機質

なコミュニティになる可能性があり、できればゾーンで個性

的なファサードやアクセントが付く街並みづくりができる仕

組みがあったら良いと思います。 

２．高さを押さえることになるとすると、経済的理由での抵抗

があるかもしれません。 

高さを押さえると同時に、建ペイ率や容積率をある程度緩

和し、公共用地＇緑地や避難地、中庭（などを含めた容積

計算ができるようにしても良いかと思います。 

３．３１メートルは、１００フィートで東京の内堀通り、丸の内で

統一されていたイメージ・感覚から副都心地域としては良

い水準かと思います。 

４．一方、高さが揃って卖調な街並みになってしまいますの

で、都市のシンボルになり位置確認の目印になる様なもの

も必要と思います。欧州における教会の尖塔の様なイメー

ジです。 

３１メートルを超えても高層の公共の構造物が限られた

数、計画的に配置された方が都市全体のイメージとして、

又、地震・津波など最重要課題である避難の経路目印など

としても必要かと思います。 

 

おります。 

しかし、高さの統一や、ファ

サードの秩序と個性をつくる

ためには、景観地区や地区

計画も含めて、地区単位で

きめ細かな取り組みが必要

であると考えます。今後、個

別に地域の意向を踏まえて

検討を進めてまいります。 

 また、高さを押えると同

時に容積率をある程度緩和

すること、シンボル的な高層

建造物を計画的に配置する

ことについては、地区単位で

取り組む中で良好な環境の

維持を確認しながら検討して

いくものと考えます。 

55 住環境を良好に保つために高度を規制することについて

は基本的に賛成です。 

昨年の東日本大震災までは、千葉市美浜区に在すること

三十数年、生まれ育った東京より長くなった第二の故郷とし

て概ね満足して生活しておりました。 

この度の見直しでは住宅

地を対象とした全市的なル

ールとして最高高さを導入す

ることとしました。高さの数値

は指定している容積率２０
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今は液状化被害により明らかとなった、埋立地の安全性の

上での脆弱さに満足度は半減してしまいました。 

それまでも満足度のうえで僅かではありますが問題を感じ

ていたことがありました。 

検見川浜駅周辺でのビル風と思われる風害です。 

ということで、国道を境に海側で高度が大となっていること

に疑問を感じています。 

敶地５，０００㎡以上の場合地区計画で規制緩和がありう

るとのことですが、その際ビル風対策＇高層棟の配置形状・

植栽計画等（を十分にチェック願います。 

０％に対して、過度な制限と

ならないように検討しました。 

また、臨海部については埋

立事業により計画的に造成

されており、中高層建築物を

誘導した広い宅地も多いこと

から内陸部より高い３１ｍとし

ました。 

また、地区計画等による

規制緩和を行う際には、ビル

風の風害等の環境への影響

について、十分調整して問題

がないように努め、住環境を

良好に保って参りたいと考え

ております。 

なお、東日本大震災で液

状化の被害を受けた地域に

ついて、道路等と宅地を一

体的に対策する事業の実施

に向けて、今後、地域の方々

と調整する予定としておりま

す。 

56 高度地区の見直し検討案に賛成です。 

これ以上街並みが破壊され住みにくい街にしたくない。 

建築基準法の改正が必要だが、その前に条例で規制をかけ

て、業者のやり放題を阻止すべきである。 

なお、対象区域として、実質的に住宅地とみなされる近隣商

業地域等は対象とすべきである。 

最高高さ制限の導入によ

り秩序ある街並みの形成にも

一定の効果あるものと考えて

います。 

最高高さ制限を導入する

区域は、現在高度地区が指

定されている住居系用途地

域（住宅地を主体とする地

域）をまずは対象とし、高度

地区の指定がされていない

商業系用途地域について

は、住居系より過大なルール

変化となる為、今後の検討

課題としています。 

 

57 最近、住宅地区に高層建築＇高層マンション等（を建てる計

画があり、周辺住民とトラブルを起こしています。業者は、周

住宅地での高層建築物の

建設に伴う住環境問題や建
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辺住民の事など全く考えず、高層建築を建てたり、壊したり、

土地を売買したりしています。 

その度毎に周辺住民は迷惑を被っています。 

日照問題は勿論のこと、電波障害に対する対策は全て住

民の負担となっています。(個別アンテナから共同アンテナ再

度個別アンテナ、個別アンテナの取付、撤去は全て住民負

担（ 

市街地に於ける建築物は、以下の事を考慮して建てるよう

にして欲しい。 

１．建物の最高高さは、周辺住民に日照と電波障害が発

生しない高さとする。 

但し、内陸部２０ｍ以下、臨海部３１ｍ以下は厳守する。 

２．既存マンションは、 

最高高さ以下の建物は、周辺住民の同意が有れば、最

高高さ迄高くできる。 

最高高さ以上の建物は、既存マンションの高さ迄の建物

とする。 

現在は、業者の都合が優先されて、周辺住民が迷惑を被

っています。 

 

築紛争の予防に一定の効果

があると考え、最高高さ制限

の導入を行うものです。 

さらに、厳しい高さ規制を望

む場合は、それぞれの地域

の特性に応じ、地域の総意

に基づく高さなどを地区計画

で細かく規制することを考え

ています。 

58 賛否両論はあると思います。真摯な議論で、よりよい解決

をし高さ制限の導入を希望します。 

千葉市を住みよい街にするために必要だと思います。 

秩序ある街並みの形成や

市街地における住環境の維

持といった観点から、建築物

の高さに関し、一定のルール

を定める必要があると考えて

います。 

 

59 計画案について賛成します。 

ただし、案で規制緩和する場合がありますが、緩和策はな

るべく採らないよう願います。 

先般、市議会自民党からのアンケート調査がありました

が、あれはマンション所有者のエゴイズム以外のなにもので

もありません。 

同潤会アパートや、寝屋川市のマンション立て直しの事例

をみても、高層化の時代は終わっていることがわかります。

○○議員はまるで不勉強です。 

新しい街作りは、放送大学で講義されており、講師陣は千

葉大学教授です。 

最高高さ制限の緩和につ

いては、周辺の住環境への

配慮がされ、より良い街並み

を形成する計画については

地区計画の策定による特例

を、また分譲マンションにお

住まいの皆さんが将来にわ

たり、安心して住み続けてい

ただけるよう分譲マンションの

再生については一定の範囲

内で特例を設けました。 
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60 私たち市民は、良好な環境を享受する権利を有すると同時

に、それを維持する義務を負っています。特に日常の住生活

の場となる住宅地区においては、良好な住環境を享受し維持

するために近隣環境へのきめ細かな配慮が必要ですが、通常

の用途地域制限のみでは残念ながら良好な住環境を十分に

守ることができず、高層マンション建設をめぐる紛争が多発し

ているのが実情です。最高高さ制限は、このような軋轢を防止

するシビルミニマムとして一定の役割を果たし得る制度と考

え、大いに期待しています。しかし、一部市民の反対により「最

高高さ制限を超える既存建築物の特例」と「分譲マンションの

再生の特例」が検討され、当初案が大きく後退しようとしてい

ることに大きな危惧を覚え、意見を述べさせていただきます。 

 次のような理由で「最高高さ制限」を当初案どおり導入す

ることが必要と考えます。 

１．「最高高さ制限」はシビルミニマムである 

私たち市民は良好な住環境のもとで生活する権利を有し

ています。それと同時に、近隣に過度の日照障害、プライ

バシー侵害、圧迫感などを与えずに開発・建築を行う義務

を負っています。最高高さ制限はこの権利と義務を支える

シビルミニマム、すなわち最低限のルールです。最低限の

ルールというわけは、第一に２０ｍ、３１ｍの高さ制限をか

けても、ほとんどの場合、住宅地系の用途地域で指定され

ている容積率を消化することができ、新たな権利制限には

当たらないからです。そして第二に、２０ｍ、３１ｍの制限で

は６階建て以上の建物が建ち、この高さ制限だけで住環境

を守ることは不可能だからです。より良好な住環境を守り育

てるためには、よりきめ細かなルールを住民が積極的につ

くり上げていく必要があります。したがって、今回の最高高

さ制限は、財産権を侵害しない範囲で、近隣の環境に負担

を与えない高さでいったん最低限の制限を課し、より良好

な環境づくりの基礎をつくるシビルミニマムであり、必要不

可欠なルールであると考えます。 

２．知恵を絞った建て替えこそが資産価値を高める 

最高高さ制限は財産権の侵害である、あるいは経済活性

化の支障になるという意見が聞かれますが、それは二つの

点で間違っています。第一に、権利の行使は他者の権利を

尊重して行われるべきものです。高層マンションの建設は、

最高高さ制限を超える既存建築物だからとか分譲マンショ

ンの再生だからとかいう理由で認められるべきではなく、周

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成に向け

た第一歩と考えています。良

好な住環境の享受し維持で

きるようにするという点におい

ては、今回の検討案より当初

案の方がより大きな効果があ

るものと考えております。 

しかし、当初案に対して市

民から頂いた意見を検討し

た結果、既存の建物や分譲

マンションにお住まいの皆さ

んが将来にわたり安心して住

み続けていただけるように考

え、最高高さ制限の対象外

としました。この場合、周辺の

住環境への配慮は、自主的

に行ってもらうこととします

が、市としても再生への支援

策を今後検討する中で、周

辺の住環境への配慮が進む

よう工夫致します。 

 また、幕張ベイタウンのよう

な良好なマンションの事例を

紹介するなど、良い環境づく

りの様々な事例が認識され、

知恵を絞った建て替えが行

われるよう取り組みます。 

さらに、より厳しい制限や制

限の緩和が必要となる場合に

地区計画は有効な手法です

が、その活用には技術的サポ

ートが求められますので、専門

家の活用等の技術的支援を

今後進めてまいります。 
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辺住民の環境享受権を侵害しないこと、あるいは一帯の環

境の質を高めることが地区計画等で担保された場合に認

められるべきものと考えます。 

第二に、高層化できないと建て替えができなくなるという

のは社会経済状況を無視した誤解です。床面積を増やし

て、それを売却して建て替えをしていくというモデルは右肩

上がりの時代につくられたモデルであり、現在の社会経済

状況には必ずしも適合しません。また、高層化できなけれ

ば資産価値が下がるわけでもありません。幕張ベイタウン

では法定容積率は３００％ですが、独自のガイドラインを定

めて中層街区の軒高を２１ｍ以下に抑え、それによって資

産価値を高めています。現状では容積率をたくさん使える

から資産価値が高まるということではなく、よい環境、よい

まちをつくるために知恵を絞ることよって資産価値が高まる

時代になりつつあります。 

３．良好な住宅市街地、マンション再生のための支援が必要

である 

今回の最高高さ制限はシビルミニマムですから、地域に

よっては住環境を守るためにより厳しい制限が必要な場

合や、良好なマンション再生のために制限の緩和が必要

な場合があり得ます。このようなきめ細かなまちづくりに

は、地区計画など、地域ごとのきめ細かなルールづくりが

必要です。地区計画は、住民にとって手続きが重い負担

になるという声があります。この点に関しては、技術的な

サポートをいま以上に充実していくとともに、良好なまちづ

くりのために千葉市独自の受け皿を設けていくことが必要

です。そして、地域に合った良好なまちづくりの手法やサ

ポートについて、市民にわかりやすく PR していくことが必

要だと考えます。 

61 人口減尐の兆候が見え始めているこの機会にこれまで、生

活環境を犠牲に開発優先で進められてきた都市づくりを今こ

そ人間優先の都市に切り替えてゆく絶好のチャンスだと思い

ます。  

千葉市は県下の先駆的な市として模範的見直しをすすめて

是非、良い前例を示して頂きたいと思います。そこで以下に私

の考えを書きます。  

１．高度見直しは最低でも原案の通りに決定される事を望みま

す。さらに欲を言えば、１０ｍ、１５ｍ、２０ｍ、２５ｍ、３０ｍと

規制値を細分化し、夫々の地域を飛び越して隣り合う事の

最高高さ制限の数値は、

本市の住宅地に対する基本

的な規制の数値であり、対象

区域の容積率２００％に対し

て過度な制限とならないこと

も考慮しました。 

地域特性に応じた地区計

画とするためには、よりきめ細

かな制限が必要となることか

ら、その判断基準については
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無いようにするべきです。高さが滑らかに変化し景観として

優しいものになります。  

２．隣接した敶地に高低差がある場合には、建築物の高さに

敶地の高さも加味して規制を掛けるべきだと考えます。  

３．圧迫感、閉塞感を避けるために隣地斜線制限を厳しくする

べきである。  

４．用途は住宅であっても集合住宅はボリュームの大きいとい

う理由で戸建て住宅に関わる法規とは別の法規を適用す

るべきであると考えます。  

５．工場跡地などを住宅地に用途を変更する場合には周辺地

域に準ずる建ペイ、容積率を適用するべきだと考えます。

容積＝人口密度と考えれば工場跡地をそのままの建ペイ、

容積率で集合住宅化するとその地域だけが人口稠密にな

り道路、上下水道、その他の都市設備に異常な負担が掛

ることになり、既存低層住宅の住民に多大な負の影響を与

えることになります。  

６．海浜地区団地に許されている容積率の余裕を利用して建

替えを計画している地域は千葉市に限らず全国に存在して

います。しかし、この余裕は増床に使用するべきではない。

建替えの場合隣接空地に現状と同様の集合住宅を建築、

移転をすませた後に旧建物を壊すというサイクルの為の容

積の余裕と考えるべきだと考えます。この建替えサイクル

では他所の住宅に仮移転することなく、生活環境も変える

ことなく永住できるシステムで建替え途中の環境の変化に

耐えられない高齢者にも最小限のストレスで済みます。  

７．増床分を当てにした建替えモデルは一時期通用した時代

もあったが、もはや通用しない事は人口減尐傾向からも自

明です。これからは量を増やすのではなく質の高い住宅に

作り替えるべきです。デベロッパーが考えだしたモデルは

住民主体ではないことに市民が気付いていないことが問

題であります。デベロッパーやマスコミ、その他関連業界

が長年云い続けてきた結果なのですが行政も頑張って住

民の教育を図って下さい。 

 

個別に皆様と検討させてい

ただきます。 
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62 建物の最高高さ規制を導入するべきである。今回の東日

本大震災を期に、老朽化したマンションの再生は、大きな問

題であると思う。それでも地域を細分化し、住環境を守ること

に配慮した高さ制限をするべきだと思う。住居系用途地域で

も商業地との境界地域においては、殊にこれ以上バランスを

崩す様な中高層マンションなどが建設されないように規制す

ることができればよいと思う。 

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

指して、住居系用途地域に

最高高さ制限の導入を提案

したものです。。 

併せて、分譲マンションの

再生については、制限の対

象外とする特例を設けること

を検討しました。 

 

63 １．住居系の地域において、住環境の維持や秩序ある街並

みの形成のため、街並みから突出する新たな建築物を抑

制することをルール化する最高高さの制限＇内陸部２０

ｍ、臨海部３１ｍ（を高度地区に導入することに賛成です。 

２．また、地域によっては、新たな建築物が周辺の住環境や

街並みに調和するよう、最高の高さ＇内陸部２０ｍ、臨海

部３１ｍ（をさらに規制する措置が必要です。 

３．最高高さの規制を早期に決定するとともに、決定する間

の駆け込み建築の確認申請、駆け込み着工は、厳しく抑

制することが必要です。 

＇同意見他２７１人（ 

この度の高度地区見直し

検討案は、住宅地を主体と

する住居系用途地域におい

て２０ｍ、３１ｍの高さ制限を

導入し、周辺の街並みから

突出する新たな建築物の抑

制をすることを目的とし、高

層建築物の建設に伴う住環

境問題や建築紛争の予防に

一定の効果があると考えてい

ます。 

高度地区では、市全域の

住宅地を対象とした基本的

な規制となる値を検討しまし

た。 

望ましい建築物の高さは地

域によって異なることから、よ

りきめ細かな高さ制限を望ま

れる地域においては、地区計

画の導入により対応していた

だくものと考えております。 

なお、新たな制限について

は、都市計画法に基づく手続

きを経て決定した後に、効力

が及ぶことになります。その手

続きのなかで市民の皆さんか

ら意見をいただく機会がある

などその手続きには一定の期
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間が必要になります。 

 

64 １．住居系の地域において、住環境の維持や秩序ある街並

みの形成のため、街並みから突出する新たな建築物を抑

制することをルール化する最高高さの制限＇内陸部２０

ｍ、臨海部３１ｍ（を高度地区に導入することに賛成です。 

２．また、地域によっては、新たな建築物が周辺の住環境や

街並みに調和するよう、最高の高さ＇内陸部２０ｍ、臨海

部３１ｍ（をさらに規制する措置が必要です。 

３．最高高さの規制を早期に決定するとともに、決定する間

の駆け込み建築の確認申請、駆け込み着工は、厳しく抑

制することが必要です。 

４．その他、建物は周囲と調和した街づくりを進められるよう

にお願いいたします。 

＇同意見他３人（ 

周囲と調和した街づくりに

ついては、望ましい建築物の

高さは地域によって異なるこ

とから、よりきめ細かな高さ制

限を望まれる地域において

は、地区計画の導入により対

応していただくものと考えてお

ります。 

なお、新たな制限について

は、都市計画法に基づく手

続きを経て決定した後に、効

力が及ぶことになります。そ

の手続きのなかで市民の皆

さんから意見をいただく機会

があるなどその手続きには一

定の期間が必要になります。 

 

65 １．住居系の地域において、住環境の維持や秩序ある街並

みの形成のため、街並みから突出する新たな建築物を抑

制することをルール化する最高高さの制限＇内陸部２０

ｍ、臨海部３１ｍ（を高度地区に導入することに賛成です。 

２．また、地域によっては、新たな建築物が周辺の住環境や

街並みに調和するよう、最高の高さ＇内陸部２０ｍ、臨海

部３１ｍ（をさらに規制する措置が必要です。 

３．最高高さの規制を早期に決定するとともに、決定する間

の駆け込み建築の確認申請、駆け込み着工は、厳しく抑

制することが必要です。 

４．その他、都市区域の見直しを行い、低層住宅地区に高層

が隣立しないようにしてください。 

よりきめ細かな高さ制限を

望まれる地域においては、地

区計画の導入により対応した

いと考えます。 

66 １．住居系の地域において、住環境の維持や秩序ある街並

みの形成のため、街並みから突出する新たな建築物を抑

制することをルール化する最高高さの制限＇内陸部２０

ｍ、臨海部３１ｍ（を高度地区に導入することに賛成です。 

２．また、地域によっては、新たな建築物が周辺の住環境や

街並みに調和するよう、最高の高さ＇内陸部２０ｍ、臨海

部３１ｍ（をさらに規制する措置が必要です。 

３．最高高さの規制を早期に決定するとともに、決定する間

開発許可、建築許可に年

月の制限を加えるには、都

市計画法、建築基準法の改

正が必要になるため、本市で

の対応は困難となります。 
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の駆け込み建築の確認申請、駆け込み着工は、厳しく抑

制することが必要です。 

４．その他、開発許可、建築許可に年月の制限を加えること

はできないか検討されたい。許可が永久に未着工のまま

続いている実情がある。 

67 １．住居系の地域において、住環境の維持や秩序ある街並

みの形成のため、街並みから突出する新たな建築物を抑

制することをルール化する最高高さの制限＇内陸部２０

ｍ、臨海部３１ｍ（を高度地区に導入することに賛成です。 

２．また、地域によっては、新たな建築物が周辺の住環境や

街並みに調和するよう、最高の高さ＇内陸部２０ｍ、臨海

部３１ｍ（をさらに規制する措置が必要です。 

３．最高高さの規制を早期に決定するとともに、決定する間

の駆け込み建築の確認申請、駆け込み着工は、厳しく抑

制することが必要です。 

４．その他、私権の調整や景観論もさることながら、人口減

尐、高齢化加速などの社会現象を踏まえての都市政策の

観点から都市開発計画を見直すべきです。この地に人口

集積を促進するような都市計画は不要かと思います。 

  人口減少社会、少子高

齢化社会については、街づく

りの重要な課題と認識してお

り、今後現状を踏まえ集約

型都市構造への転換の検

討を進めてまいります。 

68 １．住居系の地域において、住環境の維持や秩序ある街並

みの形成のため、街並みから突出する新たな建築物を抑

制することをルール化する最高高さの制限＇内陸部２０

ｍ、臨海部３１ｍ（を高度地区に導入することに賛成です。 

２．また、地域によっては、新たな建築物が周辺の住環境や

街並みに調和するよう、最高の高さ＇内陸部２０ｍ、臨海

部３１ｍ（をさらに規制する措置が必要です。 

３．最高高さの規制を早期に決定するとともに、決定する間

の駆け込み建築の確認申請、駆け込み着工は、厳しく抑

制することが必要です。 

４．その他、地震等の災害及び避難計画もふまえた都市作り

をお願いします。 

＇同意見他１人（ 

地震等の災害対策及び避

難計画もふまえた都市づくり

については、総合的には千

葉市地域防災計画や密集

住宅市街地整備事業などに

より、個別対策としては耐震・

丌燃化促進支援や狭あい道

路拡幅支援などにより引き続

き取り組んでまいります。 

69 １．私は美浜区に７年住んでいましたが、稲毛海岸～幕張ベ

イタウンに向けての住環境はすばらしいと思っています。

そのため、幕張ベイタウンにマンションを購入していました

が、手放すのは惜しいと考え、売却はしませんでした。よく

当該エリアで物件を購入する際に言われるのは「家を買う

と同時に、街を買う」と言うことです。それだけよくできた街

並みで、街そのものに Valueがあり、Premiumがあると思

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成に向け

た第一歩と考えています。今

後さらに地域の実情に合わ

せたルールを定める地区計

画の導入などの取組みが必
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います。そのため、街に Valueをつけるにはどうすればい

いか、と言う観点で都市計画の議論が進むのが理想的だ

と思います。 

２．私個人の考えでは現状鑑みて、臨海部においては、特

段、高度地区導入の必要性はないだろう、と思っていま

す。JR京葉線海浜幕張＇と幕張ベイタウン（、検見川浜、

稲毛海岸各駅 周辺は一定の商業集積と大規模マンショ

ンが存在し、それらは街のブランド価値向上に貢献し、街

の環境に調和していると思います。千葉市臨海部の街づく

りはとても美しく日本全体見ても特別な街、と言うイメージ

があります。そういった街には規制がかからないようにす

べきと思います。 

３．ただ、高度地区規制の導入自体については賛成します。

高度地区規制は高さ制限で万能ではないですし、地域に

よっては過度な規制となって床が取れず価値が落ちる、と

言う側面があるかもしれませんが、一方、通常の都市計

画メニューで規制しきれない部分を補えますし、既存の住

環境を壊すようなマンション開発を防止することは重要だ

と思います。 

また、それにより住環境が維持されることにより価値が上

がることもあるかと思います。私の考えでは、都市計画の

メニューが増えることは運用を柔軟にできる、と言う点で良

いと言う考えです。基本的には、用途地域、容積率等で規

制しきれない部分を高度地区で補う形かと思いますが、高

度地区をかけるべきエリアは慎重に決定する必要がある

かと思います。 

例えば、既に低層住宅地であるにも関わらず異なる用途

地域となっている場合、一低、二低に用途変更する等の

運用の方が望ましいと思います。 

４．あと、既存不適格になってしまうマンション等はマンション

の価値を相当毀損させるおそれがあると思いますので、

相応の手当てと丁寧な説明が求められると思います。既

存居住者は安心して住めなくなるのではないかと思われ

ます。 

５．千葉市全体の住宅事情を理解しているわけではございま

せんが、広い千葉市で、下町的なエリア、閑静な住宅街、

新興住宅街や埋立地の住宅地等さまざまな街があると思

います。理想的にはそれぞれの街の現状に即した都市計

画が行えるようになればベストだと思いますが、現実的に

要であり、その促進に向けて

取り組むこととしています。 

なお、ベイタウンについて

は、整備時点で地区計画等

により細かい規制誘導がされ

ており、今後も維持する考え

です。 

また、老朽化した分譲マン

ションの再生は重要な課題と

なっており、そこに住む皆さん

が新たなルールにより丌安を

いだかないように、最高高さ

規制の対象外としました。こ

の場合、周辺の住環境への

配慮は、自主的に行ってもら

うこととしますが、市としても

再生への支援策を今後検討

する中で、周辺の住環境へ

の配慮が進むよう努めていき

ます。 
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はそれが困難なためバランスを取るため高度地区の導入

と言う捉え方をしております。 

 

70 高度地区の見直し検討案に賛成です。高層マンションは、

近隣住民の生活を脅かすもので、その被害を受ける住民の

数が多い。又、行政にも多くの負担を与えると思います。高層

マンションにより、急激なその地域の人口増により、道路・下

水・学校等の整備や、災害においても、高層がために必要と

なるはしご車などの経費は行政の負担となるわけで、それは

税金です。ひとつ要望ですが、アルコール跡地のように工場

系用途地域でも、マンションが建つのであれば、住宅系用途

地域と同様の高さ制限をお願いしたいと思います。 

 

 

高度地区の指定がされて

いない商業系、工業系用途

地域への最高高さ制限の導

入にあたっては、関係法令の

変更も必要であるなど、大き

なルール変更となる為、今

後の検討課題としています。 

71 高度地区の見直し検討案に大賛成です。是非、法制化の

取り組みを、よろしくお願い致します。＇大いに期待しておりま

す（  

１．人口一極集中の回避  

今度日本は、人口減尐社会に突入しますが、現状の政

策のままでは、都市近郊部への人口一極集中＇および郊

外部の過疎化（を加速させてしまい、人口構成のアンバラ

ンス化、財政面での不安化＇人口減尐する近郊都市を千

葉市で面倒を見るのか？（、地方分権の停滞、などを引き

起こしてしまい、しいては、日本全体の活力を低下させて

しまうものと考えます。各地域が、独自特色をだし、バラン

スのとれた社会を形成するために、この見直し検討が、非

常に大切であると考えます。 

２．再開発事業における、地域との無用な紛争を回避  

産業構造の変化により、工場の撤退や地方＆海外移転

などが今後も続くと考えられます。その跡地再開発事業に

おいて、各地で住民紛争が起きているのは、周知の事実

です。＇千葉市稲毛区でのアルコール工場跡地問題のよう

に（ 根本的な問題は、無秩序な高層マンションの乱立に

よる、住環境の急激な変化であり、今回の見直し検討によ

り、このような不当な開発を stop させ、秩序ある街並み形

成を図れるものと、感じております。このような問題は、当

事者にならないと、なかなか一般人にはわからない問題

だと思います。各種条例などで、弱者に不利益が生じない

ように、市民平等にしていただくのが行政サービスであり、

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成の第一

歩となり、街並から突出する

新たな建築物を抑制する効

果があると考えています。 

用途地域の変更について

は、地域単位で都市計画の

方針を踏まえ、土地利用転

換の経緯、既存建築物の規

制変化による影響などを考

慮し、検討すべき課題と認識

しています。 
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逆に言えば、当事者を出さない工夫が、真の行政サービ

スであり、期待させていただいている点です。  

【その他】・・・お願い 

３．"工場地域"など指定地域の、タイムリーな見直しを  

上記②とも関連しますが、工場撤退後の跡地再開発に

おいて、「工業地域だから」ということで、そこを「住宅等」

への用途変更をするにもかかわらず、各種条例を"住居"

として適合させる必要がない＇"工業地域"へ適用される条

例のみの適用（まま、開発が行われるのは、本来の法の

目的に沿っていないと感じます。 

指定地域見直しをする場合、＇新しい指定地域になると

違法状態になってしまうような（既に居住している方々に

対する配慮は当然必要でしょうが、現行の、工場地域＇既

に工場がないのに（指定を見直さず、その法律の狭間を

使った、不正ギリギリの再開発事業などで、多くの住民紛

争が起こっているのも、また事実であると思いますし、無

用な紛争であると感じております。  

大変とは思いますが、ぜひ、タイムリーな指定地域の見

直しを、お願いいたします。＇もしくは、指定地域に用途外

建物を建てる場合に、何かしら規制する法律の策定をお

願いします。（  

＇例：工場地域への新規住居建築の場合は、居住地域同

様の条例を厳守すること。ただし、既得権は除く、など（  

繰り返しになりますが、今回の見直し案は、非常に良い

案であると感じました。卖なる、目先の経済性を優先、特定

地域、特定業種、特定業者の利益を優先するのではなく、

「街づくりは、国づくりの基本」ですから、そこに住んでいる

人たちが、老若男女問わず、皆が、安心して住んでいける

ような、街づくりを、引き続きよろしくお願いいたします。"ず

っと住んでいた千葉市"と、胸を張れるように、よろしくお願

いします。 

72 １．検討案の概略である、住居系用途地域における内陸部２０

ｍ、臨海部３１ｍについて、賛成です。ただ、以下２点につ

いて、今後の追加検討事頄にすべきと要望します。 

・高さ制限を超える既存建築物の建て替えに際し、１度目は

同じ高さまでの建築許可をすることは、折角設ける制度が

かなり曖昧になると危惧します。建て替えに際しては、高さ

を守るよう規制し、容積などの緩和をすべきと思います。 

・規制対象区域は準工業や近隣商業地域も設定すべきと思

マンションにお住まいの皆さ

まなどから、将来の建替えに

対する丌安から多くのご意見

をいただいたことを踏まえ、分

譲マンションの再生について

は、建替え回数や敷地規模の

制限を行わず、このたびの最

高高さ制限の対象とならない
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います。 

２．賛成の理由としましては、これまで、経済発展のために、規

制を次々と緩和してきました。それはどちらかというと、開

発、建設側の企業利益につながるものでした。しかし、この

様な建築行政、都市計画、街づくりは、居住する住民とのト

ラブルをまねき、無秩序、無計画で特徴のない都市やまち

に変貌させてきました。街づくりの規制強化は先進諸外国

では当たり前のことです。そのことに気づいた先行する地

方団体では、高さ規制を既に導入しています。また、尐子

高齢化、人口減尐のこれからの時代にあって、利益優先の

身勝手な開発、建設は控えるべきです。とかくマンション、

アパートは新しく建てた分だけ古いものが余剰になり、ます

ます老朽化してきます。すでに市街地でもこのように老朽

化し借り手のいないビルやアパートが目につきます。このま

まであれば、魅力がなく活力のない一地方都市になること

を想像せざるを得ません。それだけに千葉市としての独自

の街づくりを進めるべきです。この高さ規制は、一定のルー

ルを決め、市民が街づくりに参加できるよう導く良い機会と

とらえたらいいと考えます。より良い制度を早急にまとめて

いただきたいと思います。 

 

ように修正しました。 

最高高さ制限を導入する

区域は、現在高度地区が指

定されている住居系用途地

域（住宅地を主体とする地

域）をまずは対象とし、高度地

区の指定がされていない商業

系、工業系用途地域について

は、住居系より過大なルール

変化となる為、今後の検討課

題としています。 

73 高度地区見直しにより建物の最高高さ制限を導入すること

は望ましい。しかし、以下の点は再検討されるべきである。 

１．商業、近隣商業、準工業、工場地域を対象にすべきこと。 

近年、紛争になった場所には商業、近隣商業、工業地

区も多い＇幕張４丁目、稲毛アルコール工場跡地、新宿

町、サニーコート西千葉春日（。これらの中には、用途地域

が実態と合っておらず用途地域の見直しがなされれば今

回の高度地区見直しでも救済されるケースも多いと思わ

れる。その意味では、用途地域の見直しは早急に行われ

るべき問題である。 

しかし、新宿小学校の大規模化問題を考えると、問屋

町、千葉中央駅付近など商業地域と指定されていてもや

むを得ないような地区に集中してマンションが建てられて

おり、居住環境は極めて悪いものとなっている。 

こういった事実を踏まえて考えると、住居系地域以外も

最高高さ制限の対象とすべきである。高さ制限としての数

値はともかく、新宿区、渋谷区、船橋市でも商業地域は絶

対高さ規制の対象に含まれており、現在、高度地区の見

最高高さ制限を導入する

区域は、現在高度地区が指

定されている住居系用途地

域（住宅地を主体とする地

域）をまずは対象とし、高度

地区の指定がされていない

商業系、工業系用途地域に

ついては、住居系より過大な

ルール変化となる為、今後

の検討課題としています。 

なお、高度地区は市全域

を考えた基本的な高さ制限

として、対象区域の容積率２

００％に対して過度な制限と

ならないことも考慮し、住宅

地において基本的な規制の

数値となる高さを選びまし

た。 
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直しを進めている神戸市でも商業地域は対象に含まれて

いる。 

２．内陸部２０ｍでは高すぎること。 

容積率２００%といっても、実際には１戸建ての住居と２

～３階の学生向けアパートが立ち並んでいる地域がある

＇黒砂、松波、登戸など（。こういった場所は、容積率が過

剰でありダウンゾーニングが検討されるべき場所である。

卖純に２０ｍとしてもアーデル西千葉が紛争になったよう

に、住環境を維持するという目的が達成できていないと住

民に思われるのではないか。 

地区計画で下げろというのは、今までの住民の動きを見

ても相当困難である。この点は、世田谷区の新まちづくり

条例のように、住民が地区計画を提案しやすくするための

制度を整備することが必要と思われる。 

そのような制度が整備されるまで、住環境を悪化させな

いことが重要であり、千葉市より東京都心に近くても１７ｍ

制限を設定している練馬区、墨田区を見習い、せめて１７

ｍに下げ周囲に影響が尐ない建物は緩和するという方向

を採るべきである。 

３．分譲マンション特例は撤回されるべきこと。 

一定の要件を充たした分譲マンションには最高高さ規制

は適用されないとすることは、分譲マンション居住者を優

遇し過ぎである。 

紛争予防条例があっても自主的に解決されることが無

かったからこそ絶対高さ規制の導入が検討されていること

は千葉市が一番よく分かっているはずである。千葉市の

説明会の質疑応答を見ても、マンション居住者は自分の

居住するマンションの敶地の中のことしか考えていない人

が大半であり、自主的に周辺の住環境への影響に配慮す

ることなどあり得ない。 

マンション建て替え時には区分所有者の間で必ず意見

の集約が行われるのであり、その際に地区計画で高さの

規制を緩和すれば足りるはずである。 

４．建て替え特例を認める条件に周囲の住環境への影響の

有無を加えるべきである 

周囲への影響の有無を問題にせず建て替え特例を認

めると、高度地区見直しの期間までに建て得のインセンテ

ィブをマンション分譲業者に与えることになる。駆け込み着

工を防ぐために、建て替えにあたっても周囲への影響の

更に、それぞれの区域の

特性に応じ、地区内権利者

の総意に基づく高さの値は地

区計画で定めることと考えて

います。 

地区計画策定にあたって

は、まちづくり支援制度により

専門家を派遣するなど市とし

て支援を進めてまいります。 

また、分譲マンションに対

する特例は、分譲マンション

にお住まいの皆さんが将来に

わたり、安心して住み続けて

いただけるよう定めたもので

す。 

分譲マンションの再生にあ

たっては、周辺の住環境へ

の配慮は、自主的に行って

いただくことを要件にしていま

す。 

今回の最高高さ制限の導

入は、市街地における住環

境の維持と秩序ある街並み

の形成の第一歩となり、街並

から突出する新たな建築物

を抑制する効果があると考え

ています。 

 



49 

 

有無を許可条件に加えるべきである。 

５．住居系地域以外への日影規制を導入するべきである 

新宿小学校学区にマンションが乱立している状況を見る

と、容積率が緩く、駅から近いとの文句で売りやすい商業

地域を狙ってマンションを集中して建てる動きは今後も続

くことが予想される。この問題を放置すると居住環境が悪

いマンションの住民が増え続けることになるが、そのような

事態は望ましいものではなく、避けられるよう誘導すべき

である。 

建てられたマンションのうち居住環境が悪化したものが

次々と放棄され、治安の悪化を招くような事態が生じるお

それもある。 

高度地区の見直しとセットでこの問題に千葉市はとりか

かるべきである。 

74 昨夏に高度地区の見直し方針が公表され、その際に私は

マンション管理組合理事であり、都市計画を専門としているこ

とから、意見書を起草しました。  

このときの検討を踏まえて２点ほど意見を述べさせていただ

きます。  

１．大規模修繕を越える改修について  

私どものマンション＇検見川浜北側（は高さ３１ｍを超えて

おり、新耐震前の建物であるため、耐震補強の必要があっ

たことから、非常に懸念をしておりました。  

この点は、除外されることになっていますので、一応安心し

ました。  

しかし、当マンションには内部階段しかなく、エレベータも

遮煙性能が義務化される前のもので、防火戸も熱感のも

のですから、下階に火災が発生すると、避難不可能になる

ことが懸念されます。  

そこで、耐震補強時の構造フレームを活用し、外気に面し

た避難階段の設置を考えています。  

これは前回火災があったときの経験から、住民の要望が

強い事頄です。  

今回、「耐震改修、大規模の改修、大規模の模様替えを

する場合には適用除外」とありますが、外付け避難階段を

作ろうとした場合には、避難階段ですから上階においては

当然３１ｍを越えることになり、かつ、床面積に算入され、

容積対象の増築あつかいとなると思われます。  

増築については、「最高高さ制限が決定された時、既にそ

この度の修正案では、分

譲マンションの再生には、建

て替えのみならず、EVなどの

増築や避難階段の設置も再

生の対象に含めることとし、

現在の高度地区による北側

斜線制限の範囲内であれば

最高高さ制限の対象外とす

ることとしました。 

 また、敷地規模５０００㎡以

上であることや接道の要件を

求めていましたが、修正案で

はこれらの要件も丌要としま

した。 

そのため、既存のマンショ

ンの再生には地区計画の活

用は丌要となりましたので、

地区計画については、新規

開発の高層建築物において

活用することを念頭に、具体

的な運用を今後検討してま

いります。 
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の高さを越えているマンションなどに増築する時は、既存

建築物の部分は制限の対象とはなりません。」となってい

ますが、「増築する部分のみ最高高さ制限の対象となりま

す」と書いてありますので、避難階段付置は高さ規制にか

かり、できないということになるのでしょう。  

マンション再生についていろいろご配慮されていると思い

ますが、大規模な建て替えのみを考えられているようです。

大規模改修の枠を越えた、小規模な増改築についても、ご

配慮を頂きたいと思います。  

２．高さ制限の詳細設定について  

今回、敶地面積５，０００㎡以上の場合については、地区

計画の策定により、高さ制限は適用除外の方針となったた

め、当マンションの建て替えについては一応問題はクリアし

たように見えます。  

ただ、現実問題を考えると地区計画上要請される周辺環境

を考慮した公開空地などを整備しようとすると、現状容積を

前提としてもより一層の高層化は避けられないと思いま

す。  

より一層の高層化が可能かどうかというのは、事前には分

かりませんので、分からない状況を前提に烏合の衆である

組合で建て替えを議論するのは事実上困難です。  

そもそも、美浜区の我々の高層マンション地区では、既

に３１ｍは越えており、隣接するマンション群も同様です。

そのような計画的街区を含めて一律山側は２０ｍ、海側は

３１ｍというのは、都市計画としてあまりに大ざっぱ過ぎると

思われます。  

地区計画を適用して個別的に誘導して行くにしても、おの

ずと、戸建てとマンションが混在している地区と、計画的中

高層地区とでは、高度地区の内容は異なるべきでしょう。  

というのは、地区計画策定に際しては、行政上の恣意性が

強くなるため、何が適正な計画となるかの判断基準はあら

かじめ明確ではありません。  

地区計画適用の前提として、都市計画において高度地区

の内容がより詳細に示されるべきと思われます。  

大ざっぱな高度規制と地区レベルの地区計画とが連動

した制度設計になっていますが、地区に即した中間的な都

市計画の方針が示されることを希望します。 
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75 率直な感想を申し上げれば、「今更…」という気がします。  

今から１０年以上前に、私の実家の近くで１０階を超える高

層マンションの建設計画が持ち上がりました。マンション計画

地は商業地域ですが、その裏は第１種低層住宅地域。その

商業地域に県外のデベロッパーがマンション開発を計画しま

した。 

当然近接している周囲の住宅が日陰になりますが、皆高齢

世帯だったため、私が紛争調停委員会なるものに出席しまし

た。  

しかし、結果的には１階も下げることなく、迷惑料の支払いと

形で終わりました。  

現在は、当時の施工業者も地元調整の請負業者も両方とも

倒産し、結果、迷惑料も支払われず、マンションのみがそび

えている状態です。 

当時の地元調整を請け負った業者は、「横浜には高さ規制の

条例がある。千葉市にはないから、千葉に来た。」と言ってい

たことが印象に残っています。 

現在高さ規制の議論が行われており、財産権の問題が議

論されているようですが、肝心なことは「その土地に何十年も

暮らしてきた住民の生活権と財産権に重大な影響を及ぼす」

という点です。 

現実、私の実家も一番陽当たりがほしい冬の季節に、マンシ

ョンの日陰になり、祖母が日向ぼっこをしていた部屋も日陰

になってしまい、その後しばらくしてから祖母も亡くなってしま

いました。 

今も、そのマンションを見るたびに、言いようもない悔しさを覚

えます。  

はっきり申し上げて、これまでの千葉市の都市計画行政

は、その点に配慮が欠けていると思います。私の場合も、紛

争調停委員会を担当していた千葉市の担当課も「業者寄り」

だったという印象を持っています。  

千葉市は、誰のために都市計画をやっているのですか？  

街に活気を生むには新しい街を創ることも必要だと思います

が、その前に従来から住んでいる住民の生活と意志を尊重

するべきだと思います。 

この点について、千葉市は他の政令市を見習うべきだと思い

ます。  

思い出したくない出来事であり、当初は意見など言うつもり

もありませんでしたが、どうしても千葉市に対しこれだけは伝

近年、住宅地において社

宅跡地や駐車場跡地などま

とまった土地の活用において

経済成長を目指した建築基

準法の緩和などにより、周辺

の街並みから突出する高層

建物が新たに建てられ、既

存の住環境に大きな影響を

不えている事例が多く発生し

てきました。 

このことを踏まえ、市街地

における住環境の維持及び

秩序ある街並みの形成を目

的として、住宅地において最

高高さ制限の導入を提案し

たものです。 

検討にあたり、本市にお住

まいの皆さんが将来にわた

り、安心して住み続けていた

だけるよう、皆さんの意見を

踏まえ、見直しを進めてまい

ります。 
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えたく、意見を言わせていただきます。 

 

76 一市民としての目線からの意見です。  

これまで、高度化の議論に関わってきていませんでしたこ

ともあり、ご案内のページの情報をざっと拝見したところでは、

資料が分かりにくいと言うのが第一印象でした＇すみませ

ん（。論点等の整理はできているように思います。まちづくりの

話に関連することですから、このような見直しを行った場合

に、例えば、将来的にどのような街並みが形成されると思わ

れるかというところがまったく良く分かりません。例えば、ヨー

ロッパの街並みのようなものを何十年間かけて作ろうとしてい

て、そのためにはこの規則が必要であるというようなストーリ

ーであれば分かりやすいと思いますが、何を作ろうとしている

かが見えない点が分かりにくい点だと思います。千葉市も起

伏がある場所があります。美しいスカイラインを描くようにする

には、高度規制にこのような起伏＇標高（についても考慮する

ようなことがあっても良いのかもしれません。 

県庁所在地ですので、このような大枠の規制を定めること

も必要でしょう。今後の展開として、例えば、真鶴町だったで

しょうか、街づくりを市民参加で時間をかけて丁寧に議論して

いくことが必要だと思います。商店街の中心にパチンコ店が

あるようなのは、経済的にも大きな損失だと思います。消費

者の財布からの一部がパチンコ店に消えているのですから、

それがなくなれば他の商店の収入が増えるでしょう。  

一方では、既に 1回意見募集を行っているようですし、この

分野の議論を普段から行われている方々には十分に理解で

きる内容だと思いますが、この分野の議論に余りなじみがな

い方が、この資料を見て積極的に意見を寄せることができる

かというのが疑問点です。この計画により、どのような将来的

なイメージの変化の可能性があるのかという辺りが、一般の

方が知りたい内容ではないかと思われます。様々な利権が

絡んだりする側面もある話でしょうから、なかなか説明が難し

い部分もあると思います。  

パブリックコメントの手法の良いところは、賛成意見も反対

意見も寄せてもらい、その上で議論を進めることができるとい

うことだと思います。景観保全、日照権等の観点から、高さ規

制の重要性はある程度は理解していますし、国立かどこかで

の業者側の問題もあったように記憶しています。  

日本の行政は概して市民サイドよりも産業側に顔を向けて

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成に向け

た第一歩と考えていますが、

最高高さ制限の導入につい

て、将来的にどのような街並

みが形成されるか提示し、そ

の街並みの実現にどう貢献

するか説明することは、今後

の課題であると考えておりま

す。 

また、地域の実情に合わ

せたルールを定める地区計

画の導入などの取組みが必

要であり、地域特性に応じた

地区計画とするために、その

判断基準については個別に

皆様と検討させていただきま

す。 
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いろいろなことを進めてきているように思いますが、千葉県は

三番瀬の円卓会議を行ったという土地ですので＇市川市～千

葉市のエリアが中心だったでしょうか（、関係者の意見を根気

良く集約するという手法は、行政側がその気になれば、市民

の側は対応可能なのではないかと思います。例えば、環境の

分野では、世界では先進国も途上国も市民参加の様々な手

法が進められています。残念ながら、日本は、円卓会議後、

市民参加を行政がどのように活用するかという視点からの整

理が進められたようで、必ずしも望ましい方向ではなく、経済

が停滞している原因の 1つは、その辺にあると考えていま

す。 

 

77 この検討は、「市街地における住環境の維持。秩序ある街

並みの形成。」という目的で行われていますが、どちらについ

てもあまり効果は期待できない気がします。これらを実現する

ためには、もっと別の方策を考えるべきだと思います。 

まず「市街地における住環境の維持」について、周辺の住

宅地への日照の影響を低減するために絶対高さ規制をす

る、という考え方自体は間違っていません。 

しかし、既に現行の高度地区や日影規制があるので、格

段に改善されるとは思えません。  

次に「秩序ある街並み」について。千葉市では「秩序ある街

並み」について、どの様な状態をイメージしているのでしょう

か？２０ｍに高さが揃っていれば、ペンシルビルが立ち並ん

でいたり、大きなマンションとその周りに広大な駐車場が広が

っていたりしても良いのでしょうか？高さを規制するは、街並

みのコントロールの一つの方法であることに間違いはありま

せんが、それだけで良い街並みができるわけではありませ

ん。  

そもそも「秩序ある街並み」とは一体どの様な街並みなの

でしょう？  

「秩序ある街並み」＇というものが有るならば（を作りたいの

であれば、市民に対して「秩序ある街並み」がどういったもの

かを具体的に示さなくてはなりません。 

「これこれこういう街を目指しているので、そのためには高

さを○○メートルにして、空地をこれくらい確保して、壁面線を

この位置に揃えて・・・」といった内容を、言葉でももちろんで

すが、イメージし易い絵として示して、初めて街並の議論がで

きるのではないでしょうか。そのプロセスを怠って、「何メート

今回の見直しは、市街地

における住環境の維持と秩

序ある街並みの形成を目指

しており、最高高さ制限の導

入は、街並から突出する新

たな建築物を抑制する効果

があると考えています。 

市街地における住環境の

維持と秩序ある街並みの形

成に、最高高さ制限の導入

は第一歩となりますが、さらに

地区毎に地区計画の導入な

どの取組みが必要であると考

えております。 

地域特性に応じた地区計

画とするためには、よりきめ細

かな制限が必要となることか

ら、その判断基準については

個別に皆様と検討させてい

ただきます。 

幕張ベイタウン等の事例

が良い環境づくりの事例とし

て認識され、他地区の参考

となるよう活用していきます。 

 



54 

 

 

ルの高さ」という数字だけを示すのでは、市民としては、そも

そも良いのか悪いのかの議論もできませんし、土地を持って

いる人は、なんで規制をされなくてはならないのか理解がで

きません。もちろん、全ての街についてイメージを作って、そ

れぞれについて計画や規制を作るのは、大変な手間と時間

がかかる事は理解していますし、制度上の問題もあるでしょ

う。 

だからといって、良い街並づくりや良い街づくりを目指す行

政が、手を抜いて良いことでは無いはずです。  

例えばモデル地区を決めて、そこでの議論をベースに、市

全域にわたる規制の仕方を考えても良いでしょう。 

良い街にしたいという思いは、程度の差はあれ、市民全て

の願いだと思います。市は、数字だけで規制するのではなく、

何が良い街であるかを示して、そのための規制のあり方を議

論すべきでないでしょうか。  

幸い千葉市には幕張ベイタウン地区という、優れた街並コ

ントロールの実例があります。地権者が県であることや定期

借地権で成り立った街であることから、既成市街地とは条件

が大きく異なりますが、多くの市民にとってイメージし易い事

例ですから、使わない手はありません。 

一市民として、これからの千葉市が良い街となっていくこと

を心から願います。 

 


