
川口市

平成29年3月

（最終改正 令和４年７月）

川口市ワンルームマンション等の建築
及び管理に関する条例のあらまし

近年、ワンルームマンションやワンルームアパートなどの共同住宅、
長屋などが増加している一方で、近隣住民との廃棄物等などのトラブ
ルが増加している現状があります。
そこで、これらの建築や管理について、基本的な事項を定めることで、
良好な生活環境と住環境の形成を図り、地域にお住まいの市民の皆
さんとの良好な近隣関係を形成し、維持していくことを目的とした「川
口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」を制定し
ました。
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○このワンルーム住戸を含む建築物はどんな義務があるの？

○この条例の対象となる建築物の基準は？
建築物のうち、１戸の床面積が４０㎡未満の住宅（ワンルーム住戸
といいます）を含む、全て又は一部が共同住宅及び長屋である建築
物が対象となります。（床面積の算定は建築基準法、施行令他のと
おりです）
なお、ワンルーム住戸を１５戸以上含む共同住宅及び長屋を、
ワンルームマンション等といいます。

Ａ 建築期間における義務等

【建築主等の義務】
Ａ① ワンルーム住戸の専用面積を25㎡以上／戸とする努力義務
Ａ② ワンルーム住戸１戸につき、１台以上の駐輪施設の設置義務（幅員や区画の規制あり）
Ａ③ 廃棄物保管場所の廃棄物の保管方法の措置義務（保管場所は廃棄物の条例で規制）

（一般廃棄物と再生利用対象物の分別措置等）
Ａ④ 管理計画（管理者等の配置日時、その他管理体制の計画・廃棄物の排出方法、駐輪施設

の使用方法その他の良好な近隣関係の形成及び措置のために必要な事項）の作成義務
Ａ⑤ 管理計画の所有者等への引継ぎ義務
Ａ⑥ 工事現場の安全確保、騒音振動軽減等の努力義務
Ａ⑦ 事前協議義務（建築計画及びＡ②～Ａ④・A⑯について担当課と協議）
Ａ⑧ A⑦終了後、建築計画を記載した標識の設置義務及び届出義務
Ａ⑨ 建築計画又は管理計画の隣接住民等への説明義務及び報告義務
Ａ⑩ 隣接住民等の規定書式による意見への回答義務及び報告義務
Ａ⑪ 建築確認申請前までにＡ⑦～Ａ⑩の手続完了確認の通知を受領する義務
Ａ⑫ 検査完了申請前までにＡ②～Ａ④・A⑯の義務を履行したことの報告及び検査合格義務
Ａ⑬ 建築主等、建築計画又は管理計画に変更がある場合の必要なＡ⑦以降の手続を

再度省略なく行う義務
Ａ⑭ 工事取止めの場合の届出義務
Ａ⑮ 町会等への加入等に関する案内の配布等、良好な近隣
関係の形成のための努力義務

Ａ⑯ ワンルーム住戸が30以上の場合に管理人室の設置義務（設置位置・設備の義務等有）

建築主から
所有者に
引継ぐ事項

○
駐
輪
施
設
な
ど
検
査
を
受
け
た
項
目

○
事
前
協
議
を
終
了
し
た
管
理
計
画

ワンルーム住戸の数が

１５戸以上は→下図Ａの
Ａ①～Ａ⑮の義務

３０戸以上は→
上記15戸以上の義務のほか
Ａ⑯の義務

ワンルーム住戸の数が

２戸～１４戸は→右下図Ｂの
Ｂ①～Ｂ②の努力義務

１５戸以上は→右下図Ｂの
Ｂ②～Ｂ⑥、Ｂ⑧の義務

３０戸以上は→上記15戸以
上の義務のほかＢ⑦の義務

ワンルーム住戸の数が

２戸～１４戸は→右下図Ｃの
Ｃ①～Ｃ②の努力義務

１５戸以上は→右下図Ｃの
Ｃ②～Ｃ④の義務

(Ｃ)既存のワンルーム住戸の
義務等
（平成２９年１月１日以前に存
するワンルーム住戸(着工済
を含む)を含む建築物が対象

（Ｂ）管理期間における義務等
（平成29年1月1日以降建築と
なるワンルーム住戸を含む建
築物が対象）

（Ａ）建築期間における義務等
（平成29年1月1日以降の建築
時に条例手続が必要なワン
ルームマンション等が対象）

参考までに左図の間取りで４０㎡位です。なお、本条例では間取
りにかかわらず４０㎡未満の住戸は「ワンルーム住戸」とみなします。
つまり、40㎡未満の住戸がある共同住宅又は長屋は全て条例の
対象となり、それが15戸を超えると負荷が増大するものになります。

約８帖
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【所有者等の責務】
Ｃ① 連絡先表示板の設置の努力義務
Ｃ② 町会等への加入等に関する案内の配布
等、良好な近隣関係の形成のための努力義務

【所有者等の責務】
Ｂ① 連絡先表示板の設置の努力義務

Ｂ② 町会等への加入等に関する案内の配布等、
良好な近隣関係の形成のための努力義務

１５戸以上

【所有者等の責務】
Ｂ②のほかに
Ｂ③ Ａ②及び③の施設、管理計画を維持又は遵守
する義務

Ｂ④ 連絡先表示板の設置義務及び報告義務
Ｂ⑤ 入居者に対する管理計画の説明義務
Ｂ⑥ 所有者等、Ａ②及び③の施設、管理計画又は連
絡先表示板に変更がある場合の必要なＡ⑦以降
のA⑧を除く手続を全て再度行う義務

Ｂ⑦ 管理人室の維持管理義務

【入居者の責務】
Ｂ⑧ 管理計画を遵守する努力義務

１５戸以上

ワンルーム条例による新しいワンルームマンション等のイメージ

・廃棄物と資源物の
間仕切りの設置
・資源物毎の籠等
設置
・入居者が理解できる
分別方法表示

1戸につき1台以上の
駐輪施設の設置規格
① 平置1.9ｍ×0.6ｍ

又は
② ①サイズの自転車
が格納可能なラック

○トラブルが深刻化する前に
管理人室や連絡先表示板を設置することにより、隣接にお住まいの方等がコミュニケーションを図りやす
くなり、トラブルが深刻化する前に対処することができます。
○トラブルの予防として
事前に、廃棄物保管方法、駐輪施設の設置や管理体制を定めた管理計画について、隣接にお住まい

の方や町会等に説明・周知する機会を設けることで、トラブルを予防することができます。
※ 建築計画に応じて自動車、自動二輪車及び原動機付自転車にも配慮願います。

Ｂ 管理期間における義務等 Ｃ 既存のワンルーム住戸の義務等

【所有者等の責務】
Ｃ②のほかに
Ｃ③ 連絡先表示板の設置義務
Ｃ④ 連絡先表示板を変更した旨の報告義務

※Ｃ③～④は平成29年1月1日から適用されます。

１５戸以上

・容易に訪問可能な
場所（全てがオート
ロック内等不可）
・管理人室表示
・受付窓、トイレ設置

２～１４戸２～１４戸

連絡先表示板イメージ
・主要な出入口等の
道路から見えやすい
場所に設置
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新築のワンルームマンション等の手続（平成29年1月1日施行）
条例手続

建築期間
手続可能なのは建築
主等のみ

① 事前協議 条例上の必要な設備や建築計画、
管理計画を決定し担当課と協議

…
概ね5～10営業日程度

② 事前協議
結果通知書交付

条例上の内容確定、変更時①より
全てやり直しとなる（条例第19条）

…

③ 標識設置 各道路面設置 中高層と併用不可
法の検査済証交付まで設置

…

④ 設置報告

⑤ 住民説明 説明範囲・配布資料等は手引き参照
戸別訪問・説明会どちらでも可

…

⑥ 説明状況報告

14日経過
後かつ説
明完了後

７営業日以内

記載方法・添付資料等は手引き参照…

⑦ 説明報告済証交付

※5～10営業日
※期間中に⑦の交付が困難と判断
した場合、期間停止措置あり

…

⑧ 意見回答 …

⑨ 意見対応状況報告 …

14日経過
後かつ回
答完了後

回答義務は法の検査済証交付まで

意見がなくても、報告は必要

5～8営業日
⑩ 意見対応状況報告済証交付 … ！交付後確認申請可能！

確認申請・工 事

⑪ 設置完了報告

⑫ 検査実施

⑬ 完了検査済証交付

基準法の検査実施

※15営業日以内

… 事前予約不可 提出以後日程調整

… 事前協議と異なる場合、是正又は再手続
を要する

…
※是正や再手続の場合停止措置あり

どこかで②の内容に変更があった場合①
～⑬まで全ての手続きを再度要する！！

次ページの管
理期間へ移行

意
見
報
告
対
象
期
間
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管理期間 主体は所有者等のみ

建築主等から、②・⑬の
引継ぎを受ける

⑭ 表示板設置 … 道路から見やすい位置設置

⑮ 設置報告

７営業日以内

②・⑬の内容を変更しようとする時

事前協議 条例上の必要な設備や建築計画、
管理計画を決定し担当課と協議

…

事前協議
結果通知書交付

条例上の内容再確定、再変更時 より
全てやり直しとなる（条例第25条）…

住民説明 説明範囲・配布資料等は手引き参照
（省略不可）戸別訪問・説明会どちらでも可

…

説明状況報告

最初の説明から14日経過
後かつ説明完了後

記載方法・添付資料等は手引き参照…

説明報告済証交付

※5～10営業日
※期間中に の交付が困難と判断
した場合、期間停止措置あり

…

意見回答 …

回答状況報告 …

14日経過後
かつ回答完了後 回答義務は最初の説明から 交付後14日経過

までの間の期間

意見がなくても、報告は必要

5～8営業日
回答報告済証交付

設置完了報告

検査実施

完了検査済証交付

… 事前予約不可 提出以後日程調整

… 事前協議と異なる場合、是正又は再手続
を要する。変わっていないことも検査

… ※是正や再手続の場合停止措置あり

※15営業日以内

設備の変更は と の間、ソフト面の変更は 以降に可能となる！！

概ね5～10営業日程度
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注意！！　その１

当該ワンルーム条例は、建築基準法の確認申請を行う前に手続き
を完了する必要があります。
（根拠条文：条例第１６条第２項）

条例義務違反になる事がないように十分留意するとともに余裕を
持って手続きを進めてください

注意！！　その２

当該ワンルーム条例は、建築基準法の完了検査の前に条例の検査
を受け、合格通知の交付を受ける必要があります。
（根拠条文：条例第１８条第２項）

条例義務違反になる事がないように十分留意するとともに余裕を
持って手続きを進めてください

最後日数的に余裕がないと訴える方が見受けられますが、複数
課にまたがる手続きであり、皆様公平に処理を進めております
ので日数には特にご留意ください。

注意！！　その３

当該ワンルーム条例は、上記の検査を受けた後に所有者等（所有者
、管理組合、管理の委任を受けた者）が、管理者を示した
「連絡先表示板」の設置及び設置後７日（市の休日を除く）以内
に報告を義務付けています。（根拠条文：条例第２３条各項）

設置又は報告が遅れる場合は見受けられますので、速やかに設置し
報告をしてください。
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事前協議書提出 ○

・管理計画概要書　・各階平面図
・土地計画利用図　・4面以上の立面図
・駐輪施設の書面
・廃棄物保管方法の詳細図面

・建築主等以外の提出の場合は委任状が必要

事前協議終了通知書の受領 ○

標識設置 ○ ○
別様式（兼ねることは出来ない）
【ワンルーム条例】
事前協議終了通知書受領後設置可

標識設置報告書(届)提出 ○ ○

【ワンルーム条例】
・案内図
・標識の写真
【中高層条例】
・案内図
・標識の写真
・概要書
・土地計画利用図
・各階平面図
・立面図
・近隣住民等範囲図
・受信障害予測地域図
・説明配布図書一覧

【ワンルーム条例】標識設置後７日以内提出
【中高層条例】規定無し
同時提出可

※標識写真は全て近景と遠景が必要
　近景は文字が鮮明に確認できるもの

要綱に基づく事前協議申請書提出 ○ 中高層条例の標識設置届出と同時日以降可

対象者への説明実施 ○ ○

【ワンルーム条例】
･管理計画概要書
・土地計画利用図
・４面以上の立面図
・各階平面図
・敷地及び規模を記載した書面
・構造及び用途を記載した書面
・工事に係る安全対策を記載した書面
・意見、質問等に対応する者の氏名及
　び電話番号を記載した書面
・意見書
【中高層条例】
・あいさつ文
・建築計画の概要
・案内図
・土地計画利用図
・４面以上の立面図
・各階平面図
・テレビ受信予測図
・時刻日影図
・意見書
※書類は重複しているものについては兼
ねることが出来る。

説明対象者
【ワンルーム条例】隣接住民等
【中高層条例】近隣住民等
※対象者が重複する場合は説明事項に不足が無けれ
ば、兼ねることが出来る。
※意見書は、兼ねることはできない為それぞれ配布

説明状況等報告書提出 ○ ○

【ワンルーム条例】
・隣接住民等の範囲を示した周辺地図
・記録書
･管理計画概要書
・土地計画利用図
・案内図　　・意見書
・４面以上の立面図
･各階平面図
・敷地及び規模を記載した書面
・構造及び用途を記載した書面
・工事に係る安全対策を記載した書面
・意見、質問等に対応する者の氏名及
　び電話番号を記載した書面
・説明会開催時の議事録及び参加者名
簿
【中高層条例】
・近隣住民等範囲図
・説明状況記録書
・近隣配慮計画書

別様式(兼ねることは出来ない）
※期間が重複しておりかつ説明が終了している場合は同
時提出可
※両条例に該当する場合、どちらかに合わせて地図上の
附番が飛ばないようにすること

説明報告済証の受領 ○ ○ 双方処理期間内かつ補正が無ければ同時受領可

意見対応報告期間の意見書への回答 ○ ○ 質問者が重複している場合はそれぞれで回答

意見対応状況報告書の提出 ○ ○ 意見書及び回答書の写し
別様式(兼ねることは出来ない）が対象期間が同一の場
合は同時提出可

意見対応報告済証の受領 ○ 終了後、法に基づく確認申請可

手続完了報告書の受領 ○ 終了後、法に基づく確認申請可

設置完了報告書の提出 ○ 措置の確認が可能な写真(寸法入りが望ましい) 【ワンルーム条例】検査有

検査完了報告書受領 ○ 終了後、法に基づく検査の申請可

変更時の手続 ○ ○

【ワンルーム条例】
・再度事前協議から手続の必要あり
【中高層条例】
・建築主の変更及び建築計画の変更それぞれに書式有

取りやめ届の提出 ○ ○ 兼ねることができる

項目 ワンルーム条例 中高層条例 備考必要書類

(参考）ワンルーム条例と中高層条例両申請時の並行手続等
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２．川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する
条例解説
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条例（目的）
第１条 この条例は、ワンルームマンション等の建築及び管理に関し
基本的事項を定めることにより、良好な生活環境及び住環境の形成
を図り、もって地域住民との良好な近隣関係の形成及び維持を図る
ことを目的とする。

規則（趣旨）
第１条 この規則は、川口市ワンルームマンション等の建築及び管理
に関する条例（平成２８年条例第４６号。以下「条例」という。）
の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

【補足項目】
近年、川口市ではワンルームマンションやワンルームアパートなど

の共同住宅、長屋などが増加している一方で、近隣住民との廃棄物な
どのトラブルが増加している現状があります。
そこで、これらの建築や管理について、基本的な事項を定めること

で、良好な生活環境と住環境の形成を図り、地域にお住まいの皆さん
との良好な近隣関係を形成し、維持していくことを目的とした「川口
市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例」を制定しま
した。

目的
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条例（定義）
第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるものを除き、
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）及
び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）の例による。

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ワンルーム住戸 建築物の全部又は一部が共同住宅又は長屋で
ある建築物に存する、専用部分の床面積が４０平方メートル未満
の住戸をいう。

(2) ワンルームマンション等 ワンルーム住戸を１５戸以上有する
建築物をいう。

(3) 建築 法第２条第１３号に規定する建築（建築物を新築する場
合に限る。）をいう。

(4) 建築主等 建築主、設計者又は工事施工者をいう。
(5) 所有者等 所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７
年法律第６９号）第２条第２項に規定する区分所有者を含む。）、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律
第１４９号）第２条第３号に規定する管理組合（以下「管理組
合」という。）又は所有者若しくは管理組合から建築物の管理に
ついて委任を受けた者（以下「管理者」という。）をいう。

(6) 隣接住民等 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。
ア ワンルームマンション等に係る敷地が隣接している土地の土
地所有者及び土地占有者並びに当該土地上の建物所有者及び建
物占有者

イ ワンルームマンション等に係る敷地が道路と接する部分から
１５メートルの範囲内であり、かつ、当該道路と接する土地の
土地所有者及び土地占有者並びに当該土地上の建物所有者及び
建物占有者
ウ ワンルームマンション等に係る敷地の属する区域の町会又は
自治会（以下「町会等」という。）の長

(7) 建築期間 第１０条の規定による協議を開始した日から第１８
条第１項の規定による通知の交付を受けた日まで（当該通知の交
付を受けた後に建築主への当該建築物の引渡しが行われる場合に
あっては、当該引渡しの日まで）の期間をいう。

(8) 管理期間 建築期間が終了した日の翌日から当該建築物を除却
するまでの期間をいう。

定義
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【補足項目】
１ ワンルーム住戸とその床面積について
この条例におけるワンルーム住戸とは、専用部分の床面積が４０平

方メートル未満の住戸を２戸以上含む全ての共同住宅又は長屋におけ
る住戸を指します。
その床面積の算定について、この条例では建築基準法及び建築基準

法施行令によるものとし、その「専用部分の床面積」とは、共同住宅
又は長屋のうち、個々の住戸に供する床面積を指します。
取り扱いにつきましては、後記の「床面積の算出方法について」を

ご参照ください

２ ワンルームマンション等について
２戸以上のワンルーム住戸を含む共同住宅又は長屋のうち、１５戸

以上のワンルーム住戸を含むものをワンルームマンション等と呼び、
これに該当する場合は一定の努力義務及び手続が必要となります。

３ この条例における建築について
この条例における建築とは、建築基準法における新築と同じ意義に

なります。例えば増築はこの条例の対象外です。

４ 建築主等について
この条例における建築主等とは、この条例に該当するワンルーム住

戸を有する建築物の建築主はもちろんのこと、建築主から委任等を受
けて設計を行う設計者や工事施工者を指しており、これらの方々にも
その責務が及ぶものです。
対象者が限定されている為、その他の方が手続きを行う場合は、委

任状が必要となります。

５ 所有者等について
この条例における所有者等とは、ワンルーム住戸を有する建築物の

所有者について定義するもので、全ワンルーム住戸を単独で所有する
場合や、分譲ワンルームマンション等など複数で所有する各個人もこ
の所有者等に含まれますし、管理組合が設立された場合、またワン
ルームマンション等の管理について委任等を受けて管理する者も含み
ます。
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所有者等の場合も、義務が課される場合がありますのが対象者が限
定されている為、その他の方が手続きを行う場合は、委任状が必要と
なります。

６ 隣接住民等について
この条例における隣接住民等とは、ワンルームマンション等の敷地

に隣接している土地や建物の所有者及び占有者のほか、そのワンルー
ムマンション等の道路と接する敷地から１５メートルの範囲内の土地
・建物の所有者及び占有者並びに町会・自治会の長※と規定したもの
です。

※ なぜ町会･自治会の長が隣接住民等に含まれるか
ワンルームマンション等の建築の敷地が属する地域の任意の清掃や

防犯活動や路上廃棄物ステーションの管理等をその町会・自治会が担
っていることから、隣接住民として位置付けています。

７ 建築期間について
ワンルームマンション等を建築する際に、この条例による手続に要

する期間を指します。
具体的には、条例第１０条の事前協議提出日からワンルームマン

ション等の竣工後に所有者が所有するまでの期間です。所有者が所有
したとする日は、公的な書類でワンルームマンション等の所有を確認
できる年月日となります。
※「公的な書類」とは、所有権が移転したことがわかる登記簿や引
き渡し日が記載されている契約書等をさし、所有者等という立場
を示すために、建築主と同一又は管理計画書に管理者として記載
がない場合などはそれらの書面の写しの添付が必要があります

８ 管理期間について
前述の建築期間が終了したのち、そのワンルームマンション等の所

有者が発生した時点からワンルームマンション等が完全に取り壊され
る等、ワンルームマンション等が滅失するまでの期間を指します。

７・８ 建築期間と管理期間について
建築期間は、所有権が発生する日までを差しますので、契約書上に

記載されている引き渡し日まで若しくは建物登記上の一番最初の原因
日までを指します。
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床面積の算出方法について
①バルコニーの床面積の算出について
⇒「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例（最新版）
「以下（最新版）という。」の「ベランダ・バルコニー」及び「住宅用
エアコン室外機を設置した吹きさらしの廊下、ベランダ及びバルコニー
部分の取り扱いに準ずる。

②出窓の床面積の算出について
⇒（最新版）の「出窓」の取り扱いに準ずる。

③ＰＳの床面積の算出について
⇒（最新版）の「エレベーターシャフト・パイプシャフト等」の取り扱いに
準ずる

④ロフトの床面積の算出について
⇒（最新版）の「小屋裏物置等」の取り扱いに準ずる

⑤ＭＢの床面積の算出について
⇒住戸内にある場合は算定。住戸外（共用廊下から点検）等の場合は
算定しない
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条例（適用除外）
第３条 国又は地方公共団体が建築又は管理をする建築物及び建築物
の敷地が２以上の市又は特別区の区域にまたがって所在する建築物
のうち規則で定めるものについては、この条例の規定は、適用しな
い。

規則（適用除外）
第２条 条例第３条の規定で定める建築物は、当該建築物の主要な出
入口、廃棄物の保管場所及び条例第６条に規定する駐輪施設（以下
「駐輪施設」という。）が他の市又は特別区の区域に属する建築物
とする。

適用除外

【補足項目】

適用除外は、この条例において重要としているワンルームマンショ
ン等の廃棄物保管場所（排出場所含）、自転車の駐輪施設（出入口
含）及び当該建築物とその敷地の主要な出入口の全てが他自治体に属
している場合、適用除外としております。
これらを示したものが次ページの図となります。
また、市長はこの条例の対象となる建築物かどうか確認を行うため
に、必要に応じて建築主に他の地方公共団体や民間確認機関等に提出
された当条例に係る書類の写しの提示を求めることがあります。
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●　適用除外具体図(　　線の南側を川口市とする)

①（駐輪場のみ川口市外）の場合…ワンルーム条例対象

②(駐輪場及び廃棄物保管所が川口市外）の場合…ワンルーム条例対象

③(駐輪場・廃棄物保管所及び主要な出入口が川口市外）の場合…ワンルーム条例対象外

隣
地
境
界
線

中高層建築物
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ワンルームマンション

等
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私
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③
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条例（ワンルーム住戸の規模）
第４条 建築主等は、建築をしようとするワンルームマンション等の
ワンルーム住戸の専用部分の床面積を２５平方メートル以上とする
よう努めなければならない。

ワンルーム住戸の規模

【補足項目】

ワンルーム住戸の床面積の規模について
建築主がワンルームマンション等を建築する場合は、各住戸の床面

積を２５平方メートル以上とするよう努める必要があります。
この努力義務違反に対しては条例上の公表や措置命令の対象ではあ

りませんが、建築主等に対して助言や指導をおこなうことがあります
のでご留意ください。

25㎡の理由としては、「住生活基本計画」に定める「単身者の最低
居住面積水準」が25㎡と定められており、川口市においても最低限の
住生活を行うために1住戸を25㎡以上とすることが望ましいと考えて
おります。
しかしながら、物理的や法的に不可能な場合もありますので、でき

うる限り近づけていただきますよう努力をしていただく義務を規定し
ております。
なお、各事業者の経済性を行政が考慮することはありませんので、

25㎡以上となるよう努力をしてください。
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条例（廃棄物の保管方法に関する措置）
第５条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、廃棄
物の保管方法について、規則で定めるところにより、必要な措置を
講じなければならない。

規則（廃棄物の保管方法に関する措置）
第３条 条例第５条の規定による措置は、次のとおりとする。
（１）入居者が廃棄物及び川口市廃棄物の減量及び適正処理に関す
る条例(平成７年条例第１４号)第２条第２項第４号に規定する
再生利用の対象となる物（以下「再生利用対象物」という。）
を排出するに当たり容易にその区分ができるよう、間仕切り、
籠若しくは箱又はこれらに類する区分を容易にするための器具
を用いること。

（２）廃棄物及び再生利用対象物の排出方法並びに再生利用対象物
の品目に関する説明を日本語のほか、英語及び中国語で表示す
ること。

廃棄物の保管方法に関する措置

【補足項目】
廃棄物の保管方法について
廃棄物の保管場所の設置やその設置基準等については、川口市廃棄

物の減量及び適正処理に関する条例第５２条、川口市廃棄物の減量及
び適正処理に関する条例施行規則第１５条及び第５１条により定めら
れています。
それらの規定のほか、この条例では廃棄物の「保管方法」について

も規定しましたので、廃棄物保管場所の設置をするだけでなく、以下
のことについても配慮する必要があります。
・一般ごみと資源物を間仕切りで明確に分け、さらに資源物は市が
定める品目別（びん、飲料かん、金属類etc※）に籠や箱で分別す
る。
・入居者に対応した言語により、ごみ出しのルールや分別品目を表
示する。
これらを実施することにより、入居者の廃棄物の排出や管理者の廃

棄物の保管・搬出など廃棄物の管理を適切に行えるようにすることで、
ワンルームマンション等において廃棄物が飛散等しないよう対策する
ものです。
なお、具体的な設置基準や保管方法については、家庭用廃棄物担当

である収集業務課、店舗や作業所等を含む建築計画の場合はその担当
である廃棄物対策課と事前協議をすることとなります。

※必要な分別の品目につきましては、協議先である収集業務課、廃棄
物対策課に確認をして下さい。
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条例（駐輪施設の設置）
第６条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、ワン
ルームマンション等の敷地内に、規則で定める基準に従い、ワンル
ーム住戸１戸につき１台以上の自転車を駐輪することができる施設
（以下「駐輪施設」という。）を設けなければならない。

規則（駐輪施設の設置基準）
第４条 条例第６条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) １台あたりの区画が、長さ１．９メートル以上かつ幅０．６メ
ートル以上であること。
(2) 各区画を区画線その他の方法により明示すること。
(3) 駐輪のための装置を用いる施設を設置する場合にあっては、長
さ１．９メートルかつ幅０．６メートルの自転車を格納できるも
のであり、当該装置が当該ワンルームマンション等の敷地の外に
出ないこと。

(4) ワンルームマンション等の敷地が道路に接する部分から駐輪施
設までの間に、自転車の通行の用に供する幅員０．８メートル以
上の通路（道路に面して扉等がある場合にあっては、当該扉等の
可動域を除く。）を設けること。

（5）前項に規定する通路と駐輪施設との間に段差を設けないこと。
(6) ワンルームマンション等の敷地が道路に接する部分から駐輪施
設までの距離が０．８メートル未満の場合にあっては、自転車が
道路に出ないよう、道路に平行した壁等又は駐輪のための装置を
設けること。

【補足項目】
駐輪施設（駐車施設）について
駐輪施設については、ワンルームマンション等の敷地内へ自転車を有効に

駐輪することができるようにあらかじめ設置することで、入居者による敷地
外への路上駐輪を未然に防止するものです。
なお、この条例では自動車、自動二輪車、原動機付自転車等の設置義務は

ありませんが、これらの車両の駐輪を想定した建築計画の場合は設置につい
て配慮するようお願いします。
また、規則第4条第4号に規定する幅員については、通行(転回含)に必要な

幅員として0.8ｍ以上と規定しております。
廊下等と重複して通路を設置する場合や廃棄物保管場所等の扉の可動域が

通路上にある場合は、扉の開閉が通行の妨げにならないよう扉の可動域から
0.8ｍ以上の幅員が必要となります（図①参照）
空地を通路として利用した場合においても、同様に0.8ｍ以上の幅員が必要

となりますのでご注意ください（図②参照）
ほかに、規則第4条第6号については、無秩序な駐輪により、路上への駐輪

を未然に防止するために規定するものです。
そのため、駐輪施設が路上から近い場合（0.8ｍ以内）は特に配慮する必要

があります。(図③参照)

駐輪施設の設置
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なお、この扉は、恒常的に使うものに限定しておりませんので、非常扉や
MBの扉等も含まれますので十分にご留意ください。
また、ごみの一時保管場所がある場合、その保管場所から８０ｃｍ以上
ある事が必要になります。
装置をもうけない駐輪場については、区画を明確に表示し基準を満たしてい
ることを示す必要があります。
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Ｗ1：建築基準法で定められた廊下の幅 Ｗ2：駐輪場施設に必要な幅 0.6m以上
Ｗ1＋Ｗ2≧1.8m以上
かつＷ3：自転車の通行に供する幅員 0.8m以上

Ｗ4：駐輪施設に必要な幅 Ｗ5：自転車通行の有効幅員 0.8m以上
かつＷ4＋Ｗ5≧1.8m以上

又は

Ｗ6：駐輪施設と敷地境界の距離が0.8m未満
の場合、道路に平行した壁等の設置（ｂ参照）
または駐輪のための装置(ラック等)の設置
（aまたはｃ参照）が必要

①

②

③

a

b c

通路
通路
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区画線で明示する駐輪場におかれましては、
検査実施の際の不合格となる原因になる場合が多く見られます
基準は次の通りとなりますのでご注意ください。
※　当該区画の中に配管や屋根のポール等が入る場合は区画を
　　確保したとは見なせませんのでご注意ください！！③参照

①　独立した区画線で明示
　　した駐輪場の場合

１．９ｍ
 以　上

０．６ｍ
 以 上外々で計測します。

②　連続した区画線で明示した駐輪場の場合

中心

０．６ｍ
 以 上

中心

１．９ｍ
 以　上

１．９ｍ
 以　上

連続している部分の
中心から計測します。

１．９ｍ
 以　上

０．６ｍ
 以 上

③

配管
ポール等

中心

０．６ｍ
 以 上

０．６ｍ
 以 上

中心

１．９ｍ
 以　上

-21-



条例（管理人室の設置）
第７条 建築主等は、建築をしようとするワンルームマンション等が
ワンルーム住戸を３０戸以上有する場合は、当該ワンルームマンシ
ョン等に、規則で定める基準に従い、当該ワンルームマンション等
の管理に係る業務を行うための管理人室を設けなければならない。

規則（管理人室の設置基準）
第５条 条例第７条の規則で定める基準は次のとおりとする。
(1) 隣接住民等が容易に訪問可能な場所に設置すること。
(2) 管理人室である旨を表示すること。
(3) 受付窓、トイレ等の当該ワンルームマンション等の管理に係る
業務に必要な設備を設置すること。

管理人室の設置

【補足項目】

管理人室の設置について
管理人室の設置については、入居者のワンルームマンション等の敷
地外への廃棄物の排出や自転車等の路上駐輪などを防ぐために、管理
人が管理計画で規定されていることを実行するに当たり、適切に業務
を行うための場所や設備を確保するものです。
また、トラブル時には隣接住民や町会長・自治会長との直接のコミ
ュニケーションを図れるようにあらかじめ配慮することで、良好な近
隣関係を保持できるように設置するものです。なお、管理者又は所有
者が管理人となる場合は、連絡先表示板に管理人であることを明示の
上、管理計画に関する業務を直接行うことも可能です。
容易に訪問可能であるためには、受付窓等がオートロック内にある
場合や、施錠などにより通行を阻害されない不要な出入り口に面する
部分以外にある場合や受付窓が屋外と直結していない場合は条件を満
たしているとは言えない為義務違反となります。

又、適切な業務を遂行するために、他の換気用の窓と受付窓を兼ね
ることは認められません。

その他にも、管理者が不在時の対応は、事前協議にて確定した管理
計画概要書に記載いただいてますので、その対応が可能になるように
してください。（連絡先を受付窓に添付する等）

管理人室である旨の表示につきましても、外部の方に管理員室であ
る旨を示す必要がある受付窓の近くなどに表示してください
（オートロック内の管理人室の出入りドアに記載などは不可）
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条例（工事中の措置）
第８条 建築主等は、ワンルームマンション等の工事に当たっては、
次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 騒音、振動等の発生を軽減するための最善の方法を採ること。
(2) 工事関係の車両以外の一般の車両及び歩行者の安全を確保する
ための最善の方法を採ること。

(3) 粉じんの飛散を防止するための最善の方法を採ること。

【補足項目】

工事中の措置について
ワンルームマンションの建築の際、建築主等は粉塵等の建築工事に
よる悪影響を受ける可能性がある隣接住民等に対して、工事による影
響を軽減、防止するための最善の措置をとるよう努めるものです。

工事中の措置
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条例（管理計画の作成等）
第９条 建築主等は、規則で定めるところにより、管理期間における
ワンルームマンション等の管理者等の配置及び業務内容その他の管
理体制に関する計画並びに廃棄物の排出方法、駐輪施設の使用方法
その他の良好な近隣関係の形成及び維持のために必要な事項（以下
これらを「管理計画」という。）を定めなければならない。

２ 建築主等は、管理期間におけるワンルームマンション等の管理を
自ら行わない場合にあっては、所有者等に管理計画を引き継がなけ
ればならない。

規則（管理計画の作成等）
第６条 条例第９条第１項に規定する管理計画には、次に掲げる事項
を定めなければならない。
(1) 条例第２条第２項第５号に規定する管理者（以下「管理者」と
いう。）（管理者がいない場合にあっては、同号に規定する所有
者又は管理組合）の住所、氏名（法人にあっては、主たる事務所
の所在地及び名称）及び電話番号

(2) 管理者その他管理に係る業務を行う者の配置に係る次に掲げる
事項
ア 常駐又は非常駐の別
イ 管理者その他管理に係る業務を行う者が駐在する時間帯
ウ 巡回管理を行う頻度
(3) 管理者その他管理に係る業務を行う者が行う次に掲げる業務の
実施方法
ア 条例第２３条第１項に規定する連絡先表示板（以下「連絡先
表示板」という。）の維持管理

イ 管理人室を有する場合にあっては、管理人室の維持管理
ウ 廃棄物の保管
エ 駐輪施設及び自転車の管理並びに駐輪施設に駐輪することが
できる台数を超える駐輪があった場合の対応

オ 当該ワンルームマンション等に係る敷地以外の敷地への駐輪
の防止及びその対応

カ 隣接住民等からの連絡への対応
(4) ワンルームマンション等のワンルーム住戸の入居者に係る次に
掲げる事項
ア 廃棄物の保管場所に排出する時間帯
イ 廃棄物の分別方法及び排出方法
ウ 駐輪施設に駐輪することができる台数及び使用方法
エ 周辺道路への自転車の駐輪の禁止
オ 騒音、悪臭又は振動を発生させる行為その他隣接住民等への
迷惑行為の禁止

２ 条例第９条第２項又は条例第２４条の規定により管理計画を引き
継ぐときは、書面により引き継がなければならない。

管理計画の作成
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【補足項目】

１ 管理計画の作成について
ワンルームマンション等の近隣関係におけるトラブルは、ワンルー
ムマンション等の完成後、実際に入居者が生活する期間（ワンルーム
マンション等が所有者等に管理される期間）においても問題となって
います。
特に、ワンルームマンション等においては、未分別のままの廃棄物
の排出や定められた日以外の廃棄物の排出、自転車の路上駐輪などの
問題が発生しています。
これらのことを未然に防止するものとして、建築主がワンルーム住
戸の設置数、予定する入居者の属性及び建築する地域などを考慮して、
その計画に応じたワンルームマンション等を適切に管理するための計
画（管理計画といいます）を建築計画と併せて定めていくことが、良
好な生活環境と住環境の形成を図り、その地域にお住まいの方々との
良好な近隣関係の形成や維持に繋がるものと考えられます。

２ 建築主が作成した管理計画の所有者等への引継ぎについて
こうして建築主により作成された管理計画に基づき、そのワンルー
ムマンション等の所有者は、実際に入居者が生活する期間において、
適正に管理していく必要があります。
そのため建築主は、その管理計画を建築後のワンルームマンション
等の所有者に確実に引き継ぐ必要があります。
なお、建築主が作成した管理計画の内容を、ワンルームマンション
等が完成する前に建築主が変更する場合や、建築主から管理計画を引
き継がれた所有者が変更する場合は、再度、この条例による変更の事
前協議や隣接住民等への再説明などの全手続を行う必要があります。

管理計画の内、管理者の「常勤」は24時間365日現地に駐在してい
ることを差し、それ以外は非常勤となります。
又、非常勤の場合においては、当該地のごみの収集日（特に一般廃
棄物）又は翌日には清掃又は再分別の為に駐在するようにしてくださ
い。
管理者については、当該物件の管理の責任者（法人含む）を記載し
てください。
そのまま、管理者が業務を行う場合や全て同一の協力会社等を利用
する場合においては、管理業務を行う者に勤務形態を記載してくださ
い。
管理計画概要書の「廃棄物の保管」欄の「常時」は24時間365日全
てのごみが分別できる形で提出できることを指しますので最低６個の
かごが必要になると思われます。
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条例（事前協議）
第１０条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築をしようとす
るときは、規則で定めるところにより、第５条から第７条までの措
置及び管理計画について、市長と協議しなければならない。

２ 市長は、前項の協議が終了したときは、規則で定めるところによ
り、協議が終了した旨を書面により通知しなければならない。

事前協議

規則（事前協議）
第７条 条例第１０条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１項
において準用する場合を含む。）に規定する協議は、様式第１号の
協議書により行うものとする。

２ 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 様式第２号の管理計画概要書
(2) 土地利用計画図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列
３番程度の大きさの地図に駐輪施設、廃棄物の保管場所、管理人
室の設置位置、緑地、道路等を記載したもの）

(3) ４面以上の立面図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ
列３番程度の大きさの図面にワンルームマンション等の最高の高
さ及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５６条第１項
各号の規定による建築物の各部分の高さの制限を記載したもの）

(4) 各階平面図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列３番
程度の大きさの図面に各住戸の面積を記載したもの）

(5) 駐輪施設に係る書面（駐輪のための装置を用いる施設を設置す
る場合にあっては当該装置の寸法及び駐輪することができる台数
が記載されている書面、その他の場合にあっては駐輪施設の各区
画の面積及び駐輪することができる台数が記載されている書面）

(6) 廃棄物の保管方法の詳細を記載した書面
３ 条例第１０条第２項（条例第１９条又は条例第２５条第１項にお
いて準用する場合を含む。）に規定する通知は、様式第３号の通知
書により行うものとする。

【補足項目】

１ 事前協議について
建築主が建築計画を作成した時点で、これら条例で定める項目を担
当する川口市の担当部門と行う協議が事前協議です。
条例第５条から第７条及び管理計画の協議先につきましては、

・条例第５条…廃棄物を適正に保管し排出する方法
→収集業務課（家庭用）・廃棄物対策課(事業用)

・条例第６条…路上駐輪させないための駐輪施設の設置
→交通安全対策課
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・条例第７条…ワンルーム住戸が３０戸以上の場合、管理業務を行う
ための管理人室の設置
→開発審査課

・条例第９条…ワンルームマンション等を適正に管理するための計画
（管理計画） の作成

→開発審査課

となります。
この事前協議により確定した内容が、この後に行う隣接住民等へ説
明する内容となります。
なお、
２ 事前協議終了後の建築主による各協議内容の変更（再事前協議）
事前協議の終了通知後に、建築主が各項目の協議内容を変更する場
合は再度、事前協議が必要となります。
また隣接住民等への説明後にこれらの項目を変更する場合は、再度
事前協議後、説明を行う必要があります。
建築主や当条例の手続を委任された設計者等は、あらかじめこれら
事前協議に関する各項目や協議内容について事前調査・検討した上で、
事前協議を行うことが、建築計画の計画的な執行及び隣接住民等に対
しても複数回説明を受ける等の負荷をかけないことに繋がります。
尚、各協議内容等の条例第19条に該当する項目に変更が生じる場合
は、全ての手続きを再度省略なく行わなければなりません。
又、一度条例手続きが適切に行われた場合の建築基準法の処理につ
いては、その効力を失うものではありませんが、条例手続きが建築基
準法の手続きに影響を与えるものがあるために、注意若しくは変更手
続きを速やかに行う必要がありますのでご注意ください。

【注意点】
① 当該条例の手続が可能な方は、建築主等として条例第２条第４号
で定義している建築主、設計者又は工事施工者のみです。この他の
方が手続を行う場合は、委任や代理等の建築主との関係を書面(任
意様式で建築主等の印鑑(法人の場合は社判)要)にてご提示くださ
い。
※印鑑はシャチハタ等スタンプは不可

② 各担当課の協議には、数日ほど時間がかかる場合があります。
事前に担当課と調整し、手続には余裕を持って臨んで下さい。
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条例（標識の設置）
第１１条 前条第１項の規定による協議を終了した建築主等は、建築
主の氏名又は名称、ワンルーム住戸の数、第５条から第７条までの
措置その他の規則で定める建築の計画（以下「建築計画」とい
う。）に関する事項を記載した標識を、法第７条第５項又は第７条
の２第５項に規定する検査済証（以下「検査済証」という。）の交
付を受ける日まで設置しなければならない。

２ 建築主等は、前項の規定により標識を設置したときは、当該標識
を設置した日から起算して７日（川口市の休日を定める条例（平成
元年条例第５５号）第１条第１項に規定する市の休日（以下「市の
休日」という。）を除く。）以内に、規則で定める報告書により市
長に報告しなければならない。

規則（標識の設置等）
第８条 標識の様式は、様式第４号のとおりとする。
２ 条例第１１条第１項（条例第１９条において準用する場合を含む
。）の規則で定める建築の計画に関する事項は、次に掲げるものと
する。
(1) 建築主の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名
称）

(2) ワンルームマンション等の名称
(3) ワンルームマンション等の敷地の場所及び規模
(4) ワンルームマンション等の住戸数、階数及び最高の高さ
(5) 廃棄物の保管方法
(6) 駐輪施設に駐輪することができる台数
(7) 管理人室の有無
(8) 設計者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名
称）

(9) 工事施工者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及
び名称）

(10) 管理者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び
名称）

３ 建築主等は、標識をワンルームマンション等の敷地が道路に接す
る部分（２以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部
分）で隣接住民等が見やすい位置に設置しなければならない。

４ 建築主等は、標識を風雨等のため容易に破損しない方法で設置す
るとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければ
ならない。

標識の設置
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【補足項目】

規則（標識の設置の報告等）
第９条 条例第１１条第２項（条例第１９条において準用する場合を
含む。以下同じ。）の報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。

２ 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 案内図（ワンルームマンション等の周囲の道路、河川その他周
囲の状況を記載した縮尺１，０００分の１程度かつ日本産業規格
Ａ列３番程度の大きさの地図に当該ワンルームマンション等の敷
地の位置及び条例第１１条第１項に規定する標識（以下「標識」
という。）の設置箇所を明示したもの）

(2) 設置した標識の遠景及び記載事項が確認できる近景の写真（２
以上の標識を設置するときは標識ごとに、遠景及び記載事項が確
認できる近景各１枚）を添付しなければならない。

１ 標識の設置について
ワンルームマンション等に関する事前協議が終了したのち、その事
前協議の内容が反映された建築計画等に関する標識の設置を行うこと
になります。この標識は、建築基準法の検査済証の交付を受ける日ま
で設置するものです。なお、連絡先表示板とは異なります。
この標識を設置した時点から隣接住民等に当条例に関する説明を開
始することができます。

２ 標識の設置の届出等について
標識を設置したら、その日から川口市の休日※を除いた７日以内に、
標識設置報告書を提出する必要があります。この報告書は、個人情報
等の項目を除き報告日から閲覧を行っています。
（川口市の休日※…土曜日、日曜日、国民の祝日及び閉庁日）

東京都等における条例では「確認申請の〇〇日前に設置」と規定があ
りますが、川口市においては「意見対応状況報告済証の交付」（中高
層条例を含む場合は「手続完了通知」も含む）の交付を受けなければ
確認申請が出来ない規定になっております。
余裕のある計画を持って手続きを行ってください。
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条例（計画の説明）
第１２条 建築主等は、隣接住民等に対し個別の訪問又は説明会の開
催により、建築計画及び管理計画に関する事項を説明しなければな
らない。

２ 前項の規定により説明会を開催する場合は、建築主が法人の場合
にあってはその代表者、役員又は従業者が、建築主が個人の場合に
あっては建築主が説明会に出席するよう努めなければならない。

規則（計画の説明等）
第１０条 建築主等は、条例第１２条第１項（条例第１９条又は条例
第２５条第１項において準用する場合を含む。）の規定による説明
を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
(1) ワンルームマンション等の敷地の場所及び規模
(2) ワンルームマンション等の敷地内における土地利用計画
(3) ワンルームマンション等の構造及び用途
(4) ワンルームマンション等の窓、手すり等の配置
(5) ワンルームマンション等の工法、工期及び工事に係る建築敷地
内外の安全対策

(6) ワンルームマンション等の建築及び管理に関する意見、質問等
に対応する者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及
び名称）及び電話番号

(7) 第６条第１項各号に掲げる事項
２ 前項の説明を行う場合には、次に掲げる図書を配布するものとす
る。
(1) 第７条第２項第１号から第４号まで及び前条第２項第１号に掲
げる図書

(2) 前項第１号、第３号、第５号及び第６号に掲げる事項を記載し
た書面

(3) 第１３条第１項に規定する意見書の用紙
３ 第１項の説明を行う場合には、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 土地所有者及び土地上の建物所有者の確認は、登記簿等により
確認すること。

(2) 訪問時に不在等であった場合には、再訪問の日時を書面にて当
該隣接住民等に通知し、再度訪問により説明すること。

(3) ２回以上訪問し、不在等であった場合には、第１項各号に掲げ
る事項を記載した書面及び前項各号に掲げる図書を投函等するこ
と。

計画の説明
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計画の説明について
標識の設置後におこなう計画の説明とは、ワンルームマンション等
に関する事前協議が終了した際のその協議内容が反映された建築計画
及び管理計画について、隣接住民等に説明を行うことです。この説明
の範囲は、条例第２条第６号で定義している隣接住民等の範囲になり
ます。
ア ワンルームマンション等に係る敷地に隣接している土地の土地
所有者及び土地占有者並びに建物所有者及び建物占有者
イ ワンルームマンション等に係る敷地に道路と接する部分から１
５メートルの範囲内であり、かつ、当該道路と接する土地の土地所有
者及び土地占有者並びに当該土地上の建物所有者及び建物占有者
ウ ワンルームマンション等に係る敷地の属する区域の町会又は自
治会（以下「町会等」という。）の長

イのワンルームマンション等の敷地が道路と接する部分から１５メ
ートルの範囲内の土地・建物の権利者は、路上駐輪や廃棄物の不法投
棄等が及ぶ範囲の説明対象者として位置付けています。
ウの町会長等を説明の対象とした理由は、ワンルームマンション等
の建築の敷地が属する地域の任意の清掃や防犯活動や路上廃棄物ステ
ーションの管理等をその町会・自治会が担っていることから、説明対
象者として位置付けています。
これらの説明義務対象者に対して建築主等から適切に説明がなされ
るように、権利者の確認については土地・建物の登記簿謄本等、公的
なもので行うものとし、町会又は自治会への説明に関しても、町会長
又は自治会長の問合せ先を自治振興課にて確認の上、面談又は説明会
にて説明してください。
なお、隣接住民等への訪問時に、その対象者が不在の場合は、次回
の再訪問日時をポスト等に投函し、直接面談できるまで最低２回は訪
問する必要があります。
特に町会長又は自治会長への説明は直接面談してください。やむを得
ない理由により直接説明できない場合は、これらの長から委任を受け
た者へ説明し、その経緯を全て隣接説明状況報告書に記載してくださ
い。
必要書類は次ページのとおりとなります。
中高層条例も該当し、かつ資料をまとめる場合は重複しているものは
省略できますが、意見書は省略できません。（別様式の為）
万が一資料が不足している場合は説明を果たしたとみなせませんので
ご注意ください
そしてワンルーム条例のやり直しの場合ワンルーム条例の資料を配布
した中高層条例のみに該当する近隣住民等については配布資料の内容
が異なる事からトラブル防止の為再度説明をするなどに努めてくださ
い。不在時は「不在票」をご活用ください。

【補足項目】
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●ワンルーム条例 近隣配布資料一覧（規則掲載順）

① 管理計画概要書（様式第２号）

② 土地利用計画図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列３
番程度の大きさの図面に駐輪施設、廃棄物の保管場所、管理人室の
設置位置、緑地、道路、連絡先表示板の設置位置等を記載したもの
）

③ ４面以上の立面図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列
３番程度の大きさの図面にワンルームマンション等の最高の高さ及
び建築基準法(昭和２５年法律第２０１号)第５６条第１項各号の規
定による建築物の各部分の高さの制限を記載したもの）

④ 各階平面図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列３番程
度の大きさの図面に各住戸の面積を記載したもの）

⑤ ワンルームマンション等の敷地の場所及び規模を記載した書面

⑥ ワンルームマンション等の構造及び用途を記載した書面

⑦ ワンルームマンション等の工法、工期、工事に係る建築敷地内外
の安全対策を記載した書面

⑧ ワンルームマンション等の建築及び管理に関する意見、質問等に
対応する者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名
称）及び電話番号を記載した書面

⑨ 意見書（様式第１０号）

管理期間のやり直しについても、説明対象住民が引っ越しなどで入れ替
わっている等の可能性もあるので、全て添付資料は添付し説明してくださ
い。
書類の不足があると、条例の基準を満たしたとは見なせませんのでご注意
下さい。一番望ましいのは、以前配布した書類に変更点を示した書類を
加えるとわかりやすいかと思われます。
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●　説明範囲見取図(条例第２条第２項第６号を基に作成したもの）

※よく中高層条例と双方該当している場合に、地図及び報告書の番号が飛んでいる状況が見受けら
れますが、他条例である事及び市民の閲覧の対象であり、無用な混乱を避ける事から連番になるよう
にしてください。

隣
地
境
界
線

8:00

中高層建築物

道路境界線

◆説明範囲（①～⑳ ）は・・・

注１ 建物が範囲外にあっても、敷地が範囲内にあれば建物も近隣説明範囲に含みます。
注２ 公園・空地・駐車場・私道等も所有者に説明してください。

①～⑤の説明対象者が条例第2条第2項第6号アに該当します。
②を除く説明対象者は条例第2条第2項第6号イに該当します。
番号以外にもワンルームマンションの属する町会の町会長への説明が必要となります。

空地

ワンルームマンション等

駐車場

私
道

公園

空地

①

③

④

⑤

15ｍ

15ｍ

⑥
⑦⑧⑨

⑩

⑪

⑫

15ｍ

15ｍ

15ｍ

15ｍ

②

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰
⑱

⑲
15ｍ

15ｍ

私
道

⑳
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要注意！！

１ 川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例における計画地又は説明範囲が

区画整理事業区域内の仮換地指定済みに関する土地所有者等について

○ 川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例（以下、「ワンルーム条例」と

いう。）における建築主等が、ワンルーム条例第２条第２項第６号の対象となる隣接住民等と

しての土地所有者等に計画を説明することを義務付けている範囲は次のとおりです。

・ 各土地区画整理事業区域内で仮換地指定済みの土地のワンルーム条例における対象となる隣

接住民等としての土地所有者等の取扱い

（１）使用収益開始前

従前地地権者→説明対象者

仮換地地権者→説明対象者

（２）使用収益開始後

従前地地権者→説明対象としない

仮換地地権者→説明対象者

（３）仮換地地権者を確認する必要がある場合は、各土地区画整理事務所で仮換地証明願を申請し

確認すること。       
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条例（説明の報告等）
第１３条 建築主等は、前条第１項の規定により行った説明の状況を、
規則で定める報告書により市長に報告しなければならない。

２ 前項の規定による報告は、第１１条第２項の規定による標識の設
置の報告をした日から起算して１４日を経過した日から行うことが
できる。

規則（説明の報告）
第１１条 条例第１３条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１
項において準用する場合を含む。以下同じ。）の報告書の様式は、
様式第６号のとおりとする。

２ 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 隣接住民等の該当範囲を示した周辺地図（縮尺２００分の１程
度かつ日本産業規格Ａ列３番程度の大きさの地図に方位及び隣接
住民等の土地の範囲を図示したもの）に、次号の記録書において
隣接住民等にそれぞれ付した番号を明示したもの

(2) 様式第７号の記録書
(3) 前条第２項第１号及び第２号に掲げる図書
(4) 説明会を開催した場合にあっては、当該説明会の議事録及び参
加した隣接住民等の名簿の写し

説明の報告等

【補足項目】

説明の報告について
説明の報告とは、事前協議の内容が反映された建築計画及び管理計
画について、対象となる全ての隣接住民等の方々に対して実施した説
明の内容を文書で市長に報告することを規定しています。
なお、説明の報告にあたっては、先に標識設置報告書を提出した日
を含めた日から１４日目までに全ての隣接住民等への説明が終了した
場合、１５日目以降に市長への提出が可能となります。
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条例（説明状況報告済証の交付等）
第１４条 市長は、前条第１項の報告書に記載すべき事項の記載が十
分であると認めるときは、同項の規定による報告を受けた日から起
算して５日（市の休日を除く。次項において同じ。）を経過する日
から１０日（市の休日を除く。同項において同じ。）を経過する日
までに、建築主等に対して同条第１項の規定による報告が済んだ旨
を証する書類を交付しなければならない。

２ 前条第１項の報告書に記載すべき事項が不十分であることにより、
記載事項の追加等を要する場合は、同項の規定による報告を受けた
日から起算して５日を経過する日までの期間及び同項の規定による
報告を受けた日から起算して１０日を経過する日までの期間は、追
加等を指摘した日から起算して追加等の報告を受けた日までの間、
その進行を停止する。

３ 市長は、第１項に規定する期間内に当該報告が済んだ旨を証する
書類を交付することができないときは、その旨を書面で建築主等に
通知しなければならない。

規則（説明状況報告済証の交付等）
第１２条 条例第１４条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１
項において準用する場合を含む。）の報告が済んだ旨を証する書類
の様式は、様式第８号のとおりとする。

２ 条例第１４条第３項（条例第１９条又は条例第２５条第１項にお
いて準用する場合を含む。）に規定する通知は、様式第９号の通知
書により行うものとする。

説明状況報告済証の交付等

【補足項目】

説明状況報告済証の交付等について
市長は、隣接住民等に対する説明状況報告書の提出を受けたら、速
やかにその報告書の記載内容の審査をおこないます。不備がなければ、
上記期間内に建築主に対し説明状況報告済証を交付しなければなりま
せん。
一方、報告書の記載内容に不備がある場合、市長は上記期間内にそ
の内容を指摘した文書を建築主あて交付しなければなりません。この
場合、建築主は文書の補正を行い市長に再提出するまで、審査に関す
る日付の進行が停止します。
なお、この報告書は、説明状況報告済証の交付後、個人情報等の項
目を除き標識設置報告日から６ヶ月間の閲覧を行っています。
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日数に関しては、上図をご覧ください
報告書の記載内容が不十分な場合で提出日を含む５～１０日営業日内に
報告済証の交付が困難な場合になる可能性がある場合、「追加等指摘書」
の交付（メールにて交付）を持って交付日より処理期限が停止しますので
ご注意ください。なお、修正がなされます（修正をしたものを持参又は
メールにて返送（業務時間内に限る）と再度その日から処理期限が動きま
す。）
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条例（意見の提出等）
第１５条 隣接住民等は、第１１条第１項の標識が設置された日以後、
当該ワンルームマンション等の建築計画及び管理計画に対する意見
を規則で定めるところにより建築主等に書面で提出することができ
る。

２ 建築主等は、前項の規定による意見の提出があったときは、検査
済証の交付を受けた日までに提出された意見について、当該意見の
提出があった日の翌日から起算しておおむね７日を経過する日まで
に、当該意見を提出した者に対し書面で回答しなければならない。

３ 建築主等は、前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付さ
れた日から起算して１４日を経過する日までに提出された意見及び
これに対して行った回答（意見が提出されなかった場合にあっては、
その旨）を、規則で定める報告書により市長に報告しなければなら
ない。

規則（意見の提出）
第１３条 条例第１５条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１
項において準用する場合を含む。）による意見の提出は、様式第１
０号の意見書により行うものとする。

２ 条例第１５条第２項（条例第１９条又は条例第２５条第１項にお
いて準用する場合を含む。）の規定による回答は、様式第１１号の
回答書により行うものとする。

規則（意見等の報告）
第１４条 条例第１５条第３項（条例第１９条又は条例第２５条第１
項において準用する場合を含む。）の報告書の様式は、様式第１２
号のとおりとする。

２ 前項の報告書には、様式第１０号の意見書及び様式第１１号の回
答書の写しを添付しなければならない。

意見の提出等

【補足項目】

意見の提出等について
意見の提出とは、隣接住民等が建築主等あてに意見を書面で提出で
きるものです。建築主によりワンルームマンション等の敷地内に標識
が立てられた日から、市長により説明状況報告済証が交付された日か
ら１４日目までの期間に提出された意見が報告対象となります。
その期間内に隣接住民等から提出された意見について、建築主はお
おむね７日以内に書面で回答しなければなりません。
なお、報告対象期間以後に提出された意見書についても、隣接住民
等との良好な近隣関係を形成する観点から回答に努めてください。
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意見書については、ワンルーム条例・中高層条例それぞれで規定された書類の
為、省略は出来ません。しかしながら住民がその違いを把握することは困難であり、
管理の内容が中高層条例の意見書に、日影などの意見がワンルーム条例の意見書
に記載されることは容易に想像できます。
その場合、後のトラブルを避けるために中高層・ワンルームそれぞれの条例の回答書
で回答及び報告することが望ましいです。
又、隣接住民等から意見書以外の書式で意見が出された場合についても、意見書で
出されたとみなし回答書により回答し、報告することが望ましいです。
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条例（意見対応状況報告済証の交付等）
第１６条 市長は、前条第３項の規定による報告を受けたときは、当
該報告を受けた日の翌日から起算して４日（市の休日を除く。）を
経過する日から７日（市の休日を除く。）を経過する日までに、建
築主等に対して同項の規定による報告が済んだ旨を証する書類を交
付しなければならない。
２ 建築主等は、前項の書類を、法第６条第１項又は第６条の２第１
項の規定による確認の申請をする前までに受けなければならない。

規則（意見対応状況報告済証の交付等）
第１５条 条例第１６条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１
項において準用する場合を含む。）の報告が済んだ旨を証する書類
の様式は、様式第１３号のとおりとする。

意見対応状況報告済証の交付等

【補足項目】

意見対応状況報告済証の交付等について
市長は、意見対応状況報告書の提出を受けたら、速やかにその報告
書の記載内容の審査をおこないます。不備がなければ、上記期間内に
建築主に対し意見対応状況報告済証を交付しなければなりません。
建築主等は、建築確認申請を行う前に交付を受けなければならず、
交付を受ける前に建築確認申請を行うと公表等罰則の対象になること
があります。
なお、この報告書は、意見対応状況報告済証の交付後、個人情報等
の項目を除き標識設置報告日から６ヶ月間の閲覧を行っています。
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条例（設置完了の報告等）
第１７条 建築主等は、第５条の措置、第６条の駐輪施設の設置及び
第７条の管理人室の設置をしたときは、これらの措置及び設置の状
況について、規則で定める報告書により市長に報告しなければなら
ない。

規則（設置完了の報告）
第１６条 条例第１７条（条例第１９条又は条例第２５条第１項にお
いて準用する場合を含む。以下同じ。）の報告書の様式は、様式第
１４号のとおりとする。

２ 前項の報告書には、条例第５条から第７条までの措置を確認する
ことができる写真を添付しなければならない。

設置完了の報告等

【補足項目】

設置完了の報告について
設置完了の報告は、建築主が建築するワンルームマンション等の事
前協議の内容に基づく工事が完了した時、その旨を市長に書面で報告
する義務があります。
その報告ののち、事前協議を行った担当課による書類審査や現地完
了検査等を行います。
なお、建築主等は、事前協議の内容と異なる施工を行った場合は、
その事前協議内容と等しく是正するか、再度事前協議手続からやり直
す必要があります。
当該検査につきましては、事前予約や各課でそれぞれ検査すること
は受け付けておりません。
その理由として、実際に設置が検査日当日までに間に合わずキャン
セルとなる可能性がある事や条例の最終的判断は条例所管課が行い、
検査内容を共通認識とするため担当課全てで検査を同時に行う必要性
がある事などがあります。
あくまで日程決定は報告書及び添付書面で設置を確認の後、行いま
すのでご注意ください。
当該検査はあくまで、ワンルーム条例で規定されている設備等の確
認をするため、建築工事がすべて完了していることが必要ではありま
せんので、設置が完了すれば速やかに報告書の提出が可能となります。
昨今、建築基準法の検査の日程が決定しており直前に報告を提出す
るケースが散見されます。
日程調整又は事務処理が困難になり、基準法に規定される検査の日
にちを延期しなければ条例違反となる場合もありますので十分にご注
意のうえ速やかな報告をしてください。
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条例（検査完了の通知）
第１８条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに
その措置及び設置の状況を検査し、その措置及び設置の状況が十分
であると認めるときは、当該報告を受けた日の翌日から起算して１
４日（市の休日を除く。第３項において同じ。）を経過する日まで
に、規則で定めるところにより、検査が完了した旨を建築主等に通
知しなければならない。

２ 建築主等は、前項の通知を、法第７条第１項の規定による検査の
申請をする前又は法第７条の２第４項の規定による検査を受ける前
までに受けなければならない。

３ 市長は、前条の措置及び設置の状況が不十分であることにより、
措置及び設置の状況の修正等を要する場合は、同条の規定による報
告を受けた日の翌日から起算して１４日を経過する日までの期間は、
修正等を指摘した日から起算して修正等の報告を受けた日までの間、
その進行を停止するものとする。

規則（検査完了の通知）
第１７条 条例第１８条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１
項において準用する場合を含む。）に規定する通知は、様式第１５
号の通知書により行うものとする。

２ 市長は、条例第１８条第３項（条例第１９条又は条例第２５条第
１項において準用する場合を含む。）に規定する修正等を要する場
合は、様式第１６号の通知書により建築主等に通知するものとする。

検査完了の通知

【補足項目】

検査完了の通知について
検査完了の通知は、建築主が建築するワンルームマンション等の事
前協議の内容に基づく設置の報告を市長に行った後、市長がその審査
や検査を行い、検査完了の通知を上記期間内に、建築主に行うもので
す。
この通知は建築基準法上の建築物に関する完了検査申請よりも前に、
受けなければならず、交付を受ける前に検査の申請を行うと公表等罰
則の対象になることがあります。
報告書の記載内容や施設に不備がある場合、その不備の内容を指摘
した文書をその日から市の休日を除いた１５日以内に、市長は建築主
あて交付します。この場合、建築主は不備を指摘された文書のとおり、
不備のあった施設等の補正を行い市長に再提出するまで、審査に関す
る日付の進行が停止します。
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検査につきましては、直近の事前協議結果通知書に基づいて検査を
行いますが、図面と現場が異なっていたり、設置が不十分な場合があ
る為に検査不合格となるケースが多数ありますので検査日までに自主
的な検査をしてください
不合格の場合、現地を図面と同一にするか、条例の差し手続（2～
2.5ヶ月）を要しますので十分留意及び余裕を持って手続きを行って
ください。
不備がなければその日から土曜日、日曜日、祝祭日及び閉庁日を除
いた１５日以内に、市長は建築主に対しその検査完了通知書を交付し
なければなりません。
一方、報告書の記載内容に不備がある場合、またはその検査対象と
なる施設等に不備があった場合、その不備の内容を指摘した文書をそ
の日から土曜日、日曜日、祝祭日及び閉庁日を除いた１５日以内に、
市長は建築主あて交付します。この場合、建築主は不備を指摘された
文書のとおり、不備のあった施設等の補正を行い市長に再提出するま
で、審査に関する日付の進行が停止します。
なお、再提出以降の報告書の記載内容にも再度不備があり、その不
備の内容を指摘した文書の交付の都度、同様に審査に関する日にちが
進行しなくなります。
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条例（変更）
第１９条 第１０条から前条までの規定は、建築期間にあるワンルー
ムマンション等の次に掲げる事項に変更があった場合について準用
する。この場合において、第１６条第２項中「法第６条第１項又は
第６条の２第１項の規定による確認の申請をする前までに」とある
のは「法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申
請（当該確認を受けたワンルームマンション等の計画の変更をして
建築をしようとする場合の確認の申請を含む。以下この項において
同じ。）をする前の変更にあっては当該確認の申請をする前までに、
法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請をし
た後の変更にあっては第１９条において準用する次条の規定による
報告をする前までに」と読み替えるものとする。
(1) 建築主等に関する事項
(2) 第５条から第７条までの措置に関する事項
(3) 管理計画に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、建築計画のうち規則で定める事項

規則（変更の事項）
第１８条 条例第１９条第４号の規則で定める事項は、次に掲げるも
のとする。
(1) ワンルーム住戸の数
(2) ワンルームマンション等の敷地の規模
(3) ワンルームマンション等の高さ、形態又は用途

建築期間における建築計画及び管理計画の変更

【補足項目】

建築期間における建築計画及び管理計画の変更について
建築期間中のワンルームマンション等におけるそれぞれの手続が確
定した後に、建築主等に関する変更事項や、当条例上の建築計画また
は管理計画の変更事項が生じる場合は、それまでに行った手続全てを
再度行う必要があります。
工事着工後の検査時や検査完了通知書交付後であっても、その対象
の建築物の所有権が建築主から所有者に移転されるまでの間に当条例
上の変更が生じる場合、建築主は全ての手続きを再度行う必要があり
ます
なお、所有権が所有者に移転した後に、当条例上の変更が生じる場
合は、所有者の管理期間における変更の手続が必要となります。
まず、条例上の「関する事項」はかなり幅広い概念であり、(1)の
建築主等に関して言えば、住所や電話番号なども対象となります。
誤記等無いように十分な注意をしてください。
又、ある程度進んだ段階で当該条文に該当しやり直しとなりますと
建築計画に多大な影響を及ぼすことから何かありましたら、担当に相
談してください。
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「管理計画」ついては、「管理計画概要書」の内容となりますので、同様に記
載内容は十分に配慮してください。
「敷地の規模」や「高さ」につきましては、土地の購入による追加や高さが
高くなるなどの場合に適用されます。
「形態」については、建物本体の形を言います。そのため、次ページの例外
を除き、本体の形が変わった場合ややり直しとなりますのでご注意ください。
又、施工者等当初「未定」であったものが決定した場合も当該条例の「変
更」になりますのでご注意ください。
再手続に関しては、事前講義から全ての手続きを省略なく行っていただきま
す。また変動がないことを再度確認するために全ての課と協議が必要となりま
す。
隣接住民等への再説明（資料は省略なし）等もあり平均2～2.5ヶ月かかりま
すのでご注意ください。
最後第19条は建築期間のみに適用でき、管理期間は第25条となります。
検査後に変更があり、再手続中に所有権が移転し管理期間に移行する等、建築
期間と管理期間にまたがる場合につきましては、所有者等に残りの手続きを引
き継いでいただきます。
その場合、いつ管理期間に移行したか等公的な書面の写しにて確認いたします
のでご注意ください。
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条例（取りやめ）
第２０条 建築主等は、当該ワンルームマンション等の建築を取りや
めたときは、第１１条第１項の標識を撤去し、その旨を規則で定め
る届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

規則（取りやめ届）
第１９条 条例第２０条（条例第２５条第１項において準用する場合
を含む。）の規定による届出は、様式第１７号の届出書により行う
ものとする。

【補足項目】

ワンルームマンション等の建築の取りやめについて
建築主がワンルームマンション等の建築を取りやめる場合は、その
建築予定の敷地に立てている建築計画の概要を記載した標識を撤去し、
速やかに市長に報告する必要があります。
なお、すでに建築主等が隣接住民等に説明を行っている場合は、投
函など取りやめの旨を説明されることが望ましいと思われます。

ワンルームマンション等の建築の取りやめ
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条例（ワンルームマンション等の所有者等の責務）
第２１条 ワンルームマンション等（第２６条第１項に規定するワン
ルームマンション等を除く。以下この章において同じ。）（管理期
間にあるものに限る。以下この章において同じ。）の所有者等は、
第１８条第１項の規定による検査により十分であると認められた措
置及び設置の状況を維持しなければならない。

２ ワンルームマンション等の所有者等は、管理計画に関する事項を
遵守しなければならない。

３ ワンルームマンション等の所有者等は、ワンルーム住戸の入居者
に管理計画に関する事項を説明しなければならない。

４ ワンルームマンション等の所有者等は、ワンルーム住戸の入居者
に管理計画のうち廃棄物の排出方法、駐輪施設の使用方法その他の
良好な近隣関係の形成及び維持のために定められた事項を遵守させ
るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ワンルームマンション等の所有者等の責務

【補足項目】

ワンルームマンション等の所有者等の責務について
ワンルームマンション等の全部の所有者または一部の所有者となっ
た方には、次の責務が課せられます。
（１）建築主が検査完了を受けた廃棄物の保管方法の維持
（２）建築主が検査完了を受けた自転車の駐輪施設の設置状況の維持
（３）ワンルーム住戸が３０戸以上の場合は、建築主が完了検査を受
けた管理人室の設置の状況の維持
（４）建築主が事前協議を終えたワンルームマンション等を管理にす
る事項を具体的に記した管理計画の遵守と管理計画のうち入居者に協
力いただく事項の説明実施
（５）（１）～（４）を変更した時の全ての再手続

所有者等は、直近に手続きされた「事前協議結果通知書」の内容を遵
守しなければなりません。変更を行いたい場合は、第25条に基づく手
続きを行ってから変更をする必要があります。
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条例（入居者の責務）
第２２条 ワンルームマンション等のワンルーム住戸の入居者は、前
条第３項の規定により説明を受けた管理計画のうち廃棄物の排出方
法、駐輪施設の使用方法その他の良好な近隣関係の形成及び維持の
ために定められた事項を遵守するよう努めなければならない。

入居者の責務について

【補足項目】

入居者の責務について
ワンルームマンション等の建築主は、そのワンルームマンション等
を適正に管理するルールを管理計画として定め、その管理計画を新た
な所有者が引継ぎ適正に管理する義務があります。
しかし、これらの建築主や所有者がこの条例を遵守しても、実際に
廃棄物の排出方法等、自転車の路上駐輪などに関する各法律や条例違
反を行ってしまうのは入居者です。
したがって、ワンルームマンション等の入居者は、その適正に管理
するルールである管理計画に基づき所有者等から説明を受けた事項を
守るよう努めなければなりません。
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条例（連絡先表示板の設置及び維持管理）
第２３条 ワンルームマンション等の所有者等は、規則で定めるとこ
ろにより、当該建築物の名称並びに所有者等の氏名又は名称、住所
及び電話番号を記載した表示板（以下「連絡先表示板」という。）
を設置し、適切に維持管理しなければならない。
２ ワンルームマンション等の所有者等は、前項の規定により連絡先
表示板を設置したときは、当該連絡先表示板を設置した日から起算
して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める報告書により、
市長に報告しなければならない。
３ ワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に関する事
項に変更があったときは、その旨を、当該変更があった日から起算
して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める報告書により
市長に報告しなければならない。

規則（連絡先表示板の設置等）
第２０条 条例第２３条第１項、条例第２６条第１項又は条例第２７
条第１項の規定による連絡先表示板の設置は、次に掲げる基準によ
るものとする。
(1) 日本産業規格Ａ列３番以上の大きさで主要な出入口等の道路か
ら見やすい位置に設置すること。

(2) 風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載
事項が不鮮明にならないよう維持管理すること。

２ 条例第２３条第２項及び第３項並びに条例第２６条第２項の報告
書の様式は、様式第１８号のとおりとする。

連絡先表示板の設置及び維持管理

【補足項目】

連絡先表示板の設置及び維持管理について
連絡先表示板は、隣接住民等の方々から管理者等に問い合わせがで
きるようにその管理者等の連絡先を記載した表示板を設置するもので
す。
なお、連絡先表示板の連絡先には管理者の住所、氏名、電話番号等
必ず記載することになります。
連絡先表示板は近隣の住民が見るものですので、その設置位置には
配慮する必要があります。
防犯上の理由からも住民が敷地内で表示板を探すことの無い様、道
路から内容を確認できるようにする必要があります。
そのため、風除室内などではなく、外部のより道路から近いところ
に表示するようにしてください。
又、届け出の記載と、「管理計画概要書」の「管理者」に差異があ
りますとトラブルになる可能性もあるために同一記載をしてください
（書面上管理者も所有者に該当しますが、オーナーや建築主を記載
する場合が多く見られます。
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条例（管理計画の引継ぎ）
第２４条 ワンルームマンション等の所有者等は、当該ワンルームマ
ンション等の所有権を移転する場合には、当該移転を受ける者に管
理計画を引き継がなければならない。

管理計画の引継ぎについて

【補足項目】

管理計画の引継ぎについて
建築時に当条例に基づき作成したワンルームマンションの適正管理
に関する事項について、所有権が移転する場合に、この管理計画を新
所有者に引き継ぐものです。
その引継ぎが確実に行われるようにするため、建築主から所有者、
または現在の所有者から新たな所有者に書面にて引き継ぐものとした
ものです。
所有者等は、転売などで所有権を移転する場合には、直近に手続き
された「事前協議結果通知書」の内容を遵守しなければなりません。
変更を行いたい場合は、第25条に基づく手続きを行ってから変更を
する必要があります。
その為、引継ぎにおいては直近の「事前協議結果通知書」をそのま
ま引き継いでいただければと思います。
もし破損などした場合につきましては、同様のものが開発審査課内
に保管されていますのでお問い合わせください
（ただし個人情報の観点から身分及び条例関係者である事を証する書
類をご持参ください）
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条例（管理計画等の変更）
第２５条 第１０条、第１２条から第１７条まで、第１８条第１項及
び第３項並びに第２０条の規定は、ワンルームマンション等の所有
者等が当該ワンルームマンション等について第５条の廃棄物の保管
方法、第６条の駐輪施設若しくは第７条の管理人室の設置の状況又
は管理計画の内容を変更しようとする場合について準用する。この
場合において、第１３条第２項中「第１１条第２項の規定による標
識の設置の報告をした日」とあるのは「第２５条第１項において準
用する前条第１項の説明を開始した日」と、第１５条第１項中「第
１１条第１項の標識が設置された日」とあるのは「第２５条第１項
において準用する第１２条第１項の説明を受けた日」と、同条第２
項中「検査済証の交付を受けた日」とあるのは「第２５条第１項に
おいて準用する前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付さ
れた日から起算して１４日を経過する日」と、第２０条中「ときは
、第１１条第１項の標識を撤去し」とあるのは「ときは」と読み替
えるものとする。

２ ワンルームマンション等の所有者等は、前項において運用する第
１６条第１項の報告が済んだ旨を証する書類の交付を受けた後でな
ければ、前項に規定する変更をしてはならない。

管理期間における管理計画等の変更

【補足項目】

管理期間における管理計画等の変更について
所有者等は建築時に当条例に基づき作成したワンルームマンション
の管理に関する事項について変更する場合、建築時と同様、全ての各
手続を行わなければなりません。
なお、建築時に課せられた当条例上の各基準を下回る変更は当条例
違反となる事を所有者は留意する必要があります。
この必要な全事前手続が完了し、市長による意見対応状況報告済証
の交付後に、はじめて実際の変更が可能になります。
管理期間に置かれましては、既に建築物の利用が開始されておりま
すので標識を現地に再度設置することは望ましくないと考えます。
その為手続きから除外しておりますので、標識設置が起算点となる
場合は起算点が変更になりますので次ページの読み替えをご覧くださ
い。
変更は再手続を一定以上進めませんと行う事が出来ません
設備の変更は意見対応状況報告済証の交付終了後、管理者等ソフト的
な変更は検査完了後に行う事が出来ます。（設備などは変更後に検査
に合格する必要あり）
手続きは省略なく行っていただくため、2か月程度かかると思われ
ますのでご留意ください。
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（説明の報告等）
第13条　建築主等は、前条第１項の規定により行った説明の状況を、規則で定め
る報告書により市長に報告しなければならない。

から起算して14日を経過した日から行うことができる。

第13条　建築主等は、前条第１項の規定により行った説明の状況を、規則で定め
る報告書により市長に報告しなければならない。

を開始した日から起算して14日を経過した日から行うことができる。

（意見の提出等）

建築主等に書面で提出することができる。

ね７日を経過する日までに、当該意見を提出した者に対し書面で回答しなければならない。

14日を経過する日までに提出された意見及びこれに対して行った回答（意見が提出され
なかった場合にあっては、その旨）を、規則で定める報告書により市長に報告しなければ
ならない。

た日以後、当該ワンルームマンション等の建築計画及び管理計画に対する意見を規則で定
めるところにより建築主等に書面で提出することができる。

しなければならない。

ならない。

（取り止め）

ばならない。

３　建築主等は、前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付された日から起算して

３　建築主等は、前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付された日から起算して
14日を経過する日までに提出された意見及びこれに対して行った回答（意見が提出されな

第１項の標識を撤去し、その旨を規則で定める届出書により、速やかに市長に届け出なけれ

かった場合にあっては、その旨）を、規則で定める報告書により市長に報告しなければ

第20条　建築主等は、当該ワンルームマンション等の建築を取りやめたときは、第11条

マンション等の建築計画及び管理計画に対する意見を規則で定めるところにより

２　前項の規定による報告は、第25条第１項において準用する前条第１項の説明

第15条　隣接住民等は、第11条第１項の標識が設置された日以後、当該ワンルーム

２　建築主等は、前項の規定による意見の提出があったときは、検査済証の交付を受けた
日までに提出された意見について、当該意見の提出があった日の翌日から起算しておおむ

第20条　建築主等は、当該ワンルームマンション等の建築を取りやめたときは、
その旨を規則で定める届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

第15条　隣接住民等は、第25条第１項において準用する第12条第１項の説明を受け

２　建築主等は、前項の規定による意見の提出があったときは、第25条第１項において
準用する前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付された日から起算して
14日を経過する日までに提出された意見について、当該意見の提出があった日の翌日
から起算しておおむね７日を経過する日までに、当該意見を提出した者に対し書面で回答

２　前項の規定による報告は、第11条第２項の規定による標識の設置の報告をした日
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条例（既存のワンルームマンション等の連絡先表示板の設置及び維持
管理）
第２６条 この条例の施行の際現に存するワンルームマンション等及
び建築の工事に着手したワンルームマンション等の所有者等は、規
則で定めるところにより、連絡先表示板を設置し、適切に維持管理
しなければならない。

２ 前項に規定するワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表
示板に関する事項に変更があったときは、その旨を、当該変更があ
った日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定め
る報告書により市長に報告しなければならない。

規則（連絡先表示板の設置等）
第２０条 条例第２３条第１項、条例第２６条第１項又は条例第２７
条第１項の規定による連絡先表示板の設置は、次に掲げる基準によ
るものとする。
(1) 日本産業規格Ａ列３番以上の大きさで主要な出入口等の道路か
ら見やすい位置に設置すること。

(2) 風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載
事項が不鮮明にならないよう維持管理すること。

２ 条例第２３条第２項及び第３項並びに条例第２６条第２項の報告
書の様式は、様式第１８号のとおりとする。

既存のワンルームマンション等の
連絡先表示板の設置及び維持管理

【補足項目】

既存のワンルームマンション等の連絡先表示板の設置及び維持管理に
ついて
既に建っているワンルームマンション等において、管理に関するト
ラブルが発生しています。
そこで、管理者や所有者に問い合わせできるように、ワンルームマ
ンション等の管理者の連絡先等を記載した表示板を設置することとし
たものです。
なお、既存のワンルームマンション等の所有者等は、平成３０年１
月１日までに連絡先表示板を設置してください。
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条例（ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を有する建築物
の連絡先表示板の設置及び維持管理）
第２７条 ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を有する建
築物（建築期間にあるものを除く。）の所有者等は、規則で定める
ところにより、連絡先表示板を設置し、適切に維持管理するよう努
めなければならない。

ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を
有する建築物の連絡先表示板の設置及び維持管理

【補足項目】

ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を有する建築物の連絡
先表示板の設置及び維持管理について
１５戸未満のワンルーム住戸を含む共同住宅又は長屋においても、
管理上のトラブルがあります。
そのため、隣接住民や町会・自治会から問い合わせができるように、
その連絡先を記載した連絡先表示板をワンルーム住戸を有する建築物
の管理者や所有者等が設置することを努めるものです。

規則（連絡先表示板の設置等）
第２０条 条例第２３条第１項、条例第２６条第１項又は条例第２７
条第１項の規定による連絡先表示板の設置は、次に掲げる基準によ
るものとする。
(1) 日本産業規格Ａ列３番以上の大きさで主要な出入口等の道路か
ら見やすい位置に設置すること。

(2) 風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載
事項が不鮮明にならないよう維持管理すること。

２ 条例第２３条第２項及び第３項並びに条例第２６条第２項の報告
書の様式は、様式第１８号のとおりとする。
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条例（地域コミュニティへの配慮）
第２８条 ワンルーム住戸を有する建築物の建築主等又は所有者等は
、町会等への加入等に関する案内の配布その他の当該建築物の入居
者と地域住民との良好な近隣関係の形成を促進するために必要な措
置を講ずるよう努めなければならない。

地域コミュニティへの配慮

【補足項目】

地域コミュニティへの配慮について
地域の清掃活動や防災活動等を担っている町会や自治会の活動を理
解していくことが、地域住民との良好な近隣関係の形成及び維持に繋
がるものと考えております。
こういったことから、２戸以上のワンルーム住戸を有する建築物の
建築主等及び所有者等も、町会等への加入等に関する案内などの配布
に努めるよう規定したものです。
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条例（閲覧）
第２９条 市長は、第１１条第２項（第１９条において準用する場合
を含む。）、第１３条第１項（第１９条又は第２５条第１項におい
て準用する場合を含む。）、第１５条第３項（第１９条又は第２５
条第１項において準用する場合を含む。）並びに第１７条（第１９
条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）の報告書、
第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）の届出
書並びに第２３条第２項及び第３項、第２６条第２項の報告書の提
出があったときは、規則で定めるところにより、当該報告書及び届
出書を一般の閲覧に供するものとする。

規則（閲覧）
第２１条 条例第２９条に規定する報告書及び届出書の閲覧の場所は、
都市計画部開発審査課内とする。

２ 前項の閲覧の日は、川口市の休日を定める条例（平成元年条例第
５５号）第１条第１項に規定する市の休日以外の日とし、閲覧時間
は、午前８時３０分から午後５時までとする。

３ 条例第１１条第２項の報告書（第９条第２項第１号に掲げる図書
に限る。）、条例第１３条第１項の報告書（第７条第２項第１号及
び第３号並びに第１１条第２項第１号に掲げる図書に限る。）、条
例第１７条の報告書、条例第２３条第２項及び第３項の報告書並び
に条例第２６条第２項の報告書の閲覧の期間は、当該ワンルームマ
ンション等を除却する日までとする。

４ 前項に規定する報告書以外の報告書及び届出書の閲覧の期間は、
条例第１１条第２項の報告書の提出があった日から起算して６月を
経過する日までとする。

５ 第１項の閲覧をしようとする者は、様式第１９号の閲覧簿に所定
の事項を記入しなければならない。

６ 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては閲覧を禁止
し、又は停止することができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 図書を汚損し、若しくは毀損し、又はそれらのおそれがあると
認められる者

(3) 前２号に掲げるもののほか、職員の指示に従わない者

閲覧

【補足項目】

閲覧について
閲覧は、標識設置報告日からその建築物の除却又は６ヶ月の間、ワ
ンルーム条例の手続に関する隣接住民等への情報提供とそれらの手続
の透明化を図るために情報提供を行うものです。
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条例（報告及び立入調査）
第３０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該ワン
ルーム住戸を有する建築物の所有者等に必要な報告を求め、又は当
該職員に、当該ワンルーム住戸を有する建築物の敷地に立ち入り、
第５条の規定による措置、第６条の規定による駐輪施設の設置、第
７条の規定による管理人室の設置並びに第２３条第１項及び第２６
条第１項の規定による連絡先表示板の設置の状況を調査させること
ができる。

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書
を携帯し、関係者に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認めら
れたものと解釈してはならない。

規則（報告及び立入調査）
第２２条 ワンルーム住戸を有する建築物の所有者等は、条例第３０
条第１項の規定により求められた報告をする場合は、様式第２０号
の報告書により行うものとする。

２ 条例第３０条第２項に規定する証明書の様式は、様式第２１号の
とおりとする。

報告及び立入調査

【補足項目】

報告及び立入調査について
ワンルーム住戸を有する建築物の建築主等及び所有者等に対し、当
条例に規定する各義務がありますので、市が当該建築物が当条例に基
づき適正に管理されているか、条例の対象建築物であるかなどの確認
を行えるものです。
管理状況報告書を、建築期間の検査完了報告書の提出時にお持ちいた
だくケースがありますが、管理状況報告書は、当該条例に基づき報告
を求めた際の回答様式になっておりますので、検査完了報告時には不
要となります。
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条例（指導又は助言）
第３１条 市長は、第２７条の規定による連絡先表示板を設置しない
者に対し、連絡先表示板を設置するよう指導又は助言を行うことが
できる。

２ 市長は、前項に規定するもののほか、地域住民との良好な近隣関
係の形成及び維持並びに良好な生活環境及び住環境の形成を図るた
め、必要と認めるときは、ワンルームマンション等の建築及び管理
について指導又は助言を行うことができる。

指導又は助言

【補足項目】

指導又は助言について
市長が当条例の目的に照らし必要があると認める時は、ワンルーム
マンション等の建築及び管理について指導又は助言を行うことができ
るものです。
また、１５戸未満のワンルーム住戸を有する建築物の建築主等及び
所有者等も、連絡先表示板の設置に努める義務について必要があると
認める時はその指導や助言を行うことを規定したものです。

-58-



条例（勧告）
第３２条 市長は、第５条の規定による措置をしない者に対し、期限
を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

２ 市長は、第６条の規定による駐輪施設の設置をしない者に対し、
期限を定めて駐輪施設を設置するよう勧告することができる。

３ 市長は、第７条の規定による管理人室の設置をしない者に対し、
期限を定めて管理人室を設置するよう勧告することができる。

４ 市長は、第９条第１項の管理計画を作成しない者に対し、期限を
定めて管理計画を作成するよう勧告することができる。

５ 市長は、第９条第２項又は第２４条の規定による管理計画の引継
ぎをしない者に対し、期限を定めて管理計画を引き継ぐよう勧告す
ることができる。

６ 市長は、第１０条第１項（第１９条又は第２５条第１項において
準用する場合を含む。）の規定による協議をしない者に対し、期限
を定めて協議をするよう勧告することができる。

７ 市長は、第１１条第１項（第１９条において準用する場合を含
む。）の標識を設置しない者に対し、期限を定めて標識を設置する
よう勧告することができる。

８ 市長は、第１１条第２項（第１９条において準用する場合を含む
。）、第１３条第１項（第１９条又は第２５条第１項において準用
する場合を含む。）、第１５条第３項（第１９条又は第２５条第１
項において準用する場合を含む。）若しくは第１７条（第１９条又
は第２５条第１項において準用する場合を含む。）の規定による報
告、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）の
規定による届出又は第２３条第２項若しくは第３項、第２６条第２
項の規定による報告をしない者に対し、期限を定めて当該報告又は
届出をするよう勧告することができる。

９ 市長は、前項に規定する報告又は届出について、虚偽の報告又は
届出をした者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告す
ることができる。

１０ 市長は、第１２条第１項（第１９条又は第２５条第１項におい
て準用する場合を含む。）又は第２１条第３項の説明をしない者
に対し、期限を定めて説明をするよう勧告することができる。

１１ 市長は、第１５条第２項（第１９条又は第２５条第１項におい
て準用する場合を含む。）の規定による回答をしない者に対し、期
限を定めて回答するよう勧告することができる。

１２ 市長は、第２３条第１項又は第２６条第１項の連絡先表示板を
設置しない者に対し、期限を定めて連絡先表示板を設置するよう勧
告することができる。

勧告
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勧告について
ワンルームマンション等の建築主等及び所有者等は、当条例を適正
に執行する義務がありますので、当条例の違反がある場合に市が指導
や助言をおこなっても建築主等及び所有者等の是正等が見受けられな
い場合、またはその違反の状況が緊急である場合、勧告できることを
規定したものです。

【補足項目】

規則（勧告、命令及び公表）
第２３条 条例第３２条各項の規定による勧告は、様式第２２号の勧
告書により行うものとする。

２ 条例第３３条の規定による命令は、様式第２３号の命令書により
行うものとする。

３ 条例第３４条各項の規定により公表する事項は、次に掲げるとお
りとする。
(1) ワンルームマンション等の名称
(2) ワンルームマンション等の敷地の場所
(3) 公表する者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の
所在地及び名称並びに代表者の氏名）

(4) 公表するに至った事由
４ 条例第３４条各項の規定による公表は、川口市公示式規則（昭和
５２年規則第５号）で定める掲示場への掲示、インターネットの利
用その他の方法により行うものとする。
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条例（措置命令）
第３３条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由な
くこれに従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命
ずることができる。

措置命令

規則（勧告、命令及び公表）
第２３条 条例第３２条各項の規定による勧告は、様式第２２号の勧
告書により行うものとする。

２ 条例第３３条の規定による命令は、様式第２３号の命令書により
行うものとする。

３ 条例第３４条各項の規定により公表する事項は、次に掲げるとお
りとする。
(1) ワンルームマンション等の名称
(2) ワンルームマンション等の敷地の場所
(3) 公表する者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の
所在地及び名称並びに代表者の氏名）

(4) 公表するに至った事由
４ 条例第３４条各項の規定による公表は、川口市公示式規則（昭和
５２年規則第５号）で定める掲示場への掲示、インターネットの利
用その他の方法により行うものとする。

【補足項目】

措置命令について
当条例の違反等がある場合に、市が勧告を行っても是正等がなされ
ていない場合は、建築主等及び所有者等にその是正等を行うよう命令
できることを規定したものです。
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条例（公表）
第３４条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由な
くこれに従わないときは、その旨を公表することができる。

２ 市長は、第１０条第１項の規定による協議、第１１条第１項の規
定による標識の設置、同条第２項の規定による報告、第１２条第１
項の規定による説明、第１３条第１項の規定による報告、第１５条
第２項の規定による回答及び同条第３項の規定による報告をすべき
者がこれらを行わずに検査済証の交付を受けたときは、その旨を公
表することができる。

３ 市長は、前２項の規定により公表しようとするときは、あらかじ
め当該公表しようとする者にその理由を通知し、その者が意見を述
べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。

公表

規則（勧告、命令及び公表）
第２３条 条例第３２条各項の規定による勧告は、様式第２２号の勧
告書により行うものとする。

２ 条例第３３条の規定による命令は、様式第２３号の命令書により
行うものとする。

３ 条例第３４条各項の規定により公表する事項は、次に掲げるとお
りとする。
(1) ワンルームマンション等の名称
(2) ワンルームマンション等の敷地の場所
(3) 公表する者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の
所在地及び名称並びに代表者の氏名）

(4) 公表するに至った事由
４ 条例第３４条各項の規定による公表は、川口市公示式規則（昭和
５２年規則第５号）で定める掲示場への掲示、インターネットの利
用その他の方法により行うものとする。

【補足項目】

公表について
当条例の違反がある場合に市が措置命令を行って是正等が見受けら
れない場合、公表できることを規定したものです。
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条例（他の制度との調整）
第３５条 第２０条の規定は、川口市中高層建築物の建築に係る事前
公開等の手続及び紛争の調整に関する条例（平成１１年条例第３１
号）の規定により、取りやめの届出をする場合については、適用し
ない。

他の制度との調整

【補足項目】

他制度との調整について
「川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続及び紛争の調整
に関する条例」、（以下「中高層条例」という。）と当条例では、そ
の目的、各基準、市民等への説明範囲等が異なりますので、原則とし
て双方の手続は別々に行うものです。
ただし、本条例に基づくとりやめ届を提出することで、中高層条例
上のとりやめ届を兼ねることができるものです。
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条例（委任）
第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

委任

【補足項目】

委任について
この条例のほか、詳細な規定や様式等については規則で定めるもの
と規定したものです。また規則で定めるもののほか必要な事項は市長
が別に定めるものです。

規則（その他）
第２４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に
定める。
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条例附則（施行期日）
１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、第２６
条の規定は、平成３０年１月１日から施行する。

規則附則（施行期日）

この規則は、平成２９年１月１日から施行する。
この規則は、平成２９年６月１日から施行する。

施行期日
（既存のワンルームマンション等の連絡先表示板以外）

【補足項目】
施行期日について
施行期日の基準日は平成２９年１月１日です。ただし、既存のワン
ルーム住戸を有する建築物及びワンルームマンション等に関する規定
については、平成３０年１月１日が基準日であることに留意してくだ
さい。
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条例附則（施行前の準備）
２ ワンルームマンション等の建築主等又は隣接住民等は、この条例
の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、第１０条か
ら第２０条までの規定の例により、第１０条第１項（第１９条にお
いて準用する場合を含む。）の規定による協議、第１１条第１項
（第１９条において準用する場合を含む。）の規定による標識の設
置、第１１条第２項（第１９条において準用する場合を含む。）の
規定による報告、第１２条第１項（第１９条において準用する場合
を含む。）の規定による説明、第１３条第１項（第１９条において
準用する場合を含む。）の規定による報告、第１５条第１項（第１
９条において準用する場合を含む。）の規定による意見の提出、第
１５条第２項（第１９条において準用する場合を含む。）の規定に
よる回答、第１５条第３項（第１９条において準用する場合を含
む。）及び第１７条（第１９条において準用する場合を含む。）の
規定による報告、第２０条の規定による届出その他必要な行為をす
ることができる。この場合において、これらの規定の例によりされ
た協議、標識の設置、報告、説明、意見の提出、回答又は届出は、
施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。

規則附則（施行期日）

この規則は、平成２９年１月１日から施行する。
この規則は、平成２９年６月１日から施行する。

施行前の準備（任意事前手続）

【補足項目】

施行前の準備（事前手続）について
平成２９年１月１日までに建築確認通知済みかつ建築物の基礎の根
切り（着工）を満たしていないワンルームマンション等については、
その期日より前にあらかじめ本来必要な手続を任意で行うことにより、
施行日時点ですでに受付しているものとするものです。

-66-



条例（経過措置）
３ 施行日前に法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確
認の申請がされたワンルームマンション等であって、第２６条第１
項に規定するワンルームマンション等でないものにおける第１６条
第２項の規定の適用については、同項中「法第６条第１項又は第６
条の２第１項の規定による確認の申請」とあるのは「次条の規定に
よる報告」とする。

経過措置
（条例施行前に確認申請を行ったワンルームマンショ
ン等の必要な手続及び時期）

規則附則（施行期日）

この規則は、平成２９年１月１日から施行する。
この規則は、平成２９年６月１日から施行する。

【補足項目】

経過措置（条例施行前に確認申請を行ったワンルームマンション等の
必要な手続）について
平成２９年１月１日までに建築確認申請を行っているもので着工し
ていないワンルームマンション等については、施行期日以降において
条例第１６条第２項の適用を受けるところですが、確認申請の取り直
し等は建築主等に多大な負担を与えるため、設置完了報告までと読み
替えが出来るようにしたものです。
なお、現在の川口市ワンルームマンションの建築に関する指導要綱
について、廃止を予定している平成２８年１２月３１日までは必要な
手続ですので、この期間内に同要綱に該当する計画がある場合は手続
が必要となります。
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条例附則
４ この条例の施行の際現に存するワンルームマンション等以外のワ
ンルーム住戸を有する建築物及び建築の工事に着手したワンルーム
マンション等以外のワンルーム住戸を有する建築物については、施
行日から１年間は、第２７条の規定は適用しない。

ワンルーム住戸を有する建築物に関する期日

（連絡先表示板設置の努力義務）

規則附則（施行期日）

この規則は、平成２９年１月１日から施行する。
この規則は、平成２９年６月１日から施行する。

【補足項目】

ワンルーム住戸を有する建築物に関する期日について
１５戸未満のワンルーム住戸を有する建築物についても、建築主等
又は所有者等は、平成３０年１月１日以降連絡先表示板の設置に努め
ることに留意してください。
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   川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例 

目次 

 第１章 総則（第１条―第３条） 

 第２章 建築期間にあるワンルームマンション等（第４条―第２０条） 

 第３章 管理期間にあるワンルームマンション等（第２１条―第２５条） 

 第４章 既存のワンルームマンション等（第２６条） 

 第５章 ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を有する建築物の管理（ 

     第２７条） 

 第６章 雑則（第２８条―第３６条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、ワンルームマンション等の建築及び管理に関し基本的事項を 

 定めることにより、良好な生活環境及び住環境の形成を図り、もって地域住民と 

 の良好な近隣関係の形成及び維持を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるものを除き、建築基準法（ 

 昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）及び建築基準法施行令（昭和 

 ２５年政令第３３８号）の例による。 

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) ワンルーム住戸 建築物の全部又は一部が共同住宅又は長屋である建築物に 

  存する、専用部分の床面積が４０平方メートル未満の住戸をいう。 

 (2) ワンルームマンション等 ワンルーム住戸を１５戸以上有する建築物をいう

  。 

 (3) 建築 法第２条第１３号に規定する建築（建築物を新築する場合に限る。） 

  をいう。 

 (4) 建築主等 建築主、設計者又は工事施工者をいう。 

 (5) 所有者等 所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９ 
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  号）第２条第２項に規定する区分所有者を含む。）、マンションの管理の適正 

  化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第２条第３号に規定する 

  管理組合（以下「管理組合」という。）又は所有者若しくは管理組合から建築 

  物の管理について委任を受けた者（以下「管理者」という。）をいう。 

 (6) 隣接住民等 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。 

  ア ワンルームマンション等に係る敷地が隣接している土地の土地所有者及び 

   土地占有者並びに当該土地上の建物所有者及び建物占有者 

  イ ワンルームマンション等に係る敷地が道路と接する部分から１５メートル 

   の範囲内であり、かつ、当該道路と接する土地の土地所有者及び土地占有者 

   並びに当該土地上の建物所有者及び建物占有者 

  ウ ワンルームマンション等に係る敷地の属する区域の町会又は自治会（以下 

   「町会等」という。）の長 

 (7) 建築期間 第１０条の規定による協議を開始した日から第１８条第１項の規 

  定による通知の交付を受けた日まで（当該通知の交付を受けた後に建築主への 

  当該建築物の引渡しが行われる場合にあっては、当該引渡しの日まで）の期間 

  をいう。 

 (8) 管理期間 建築期間が終了した日の翌日から当該建築物を除却するまでの期 

  間をいう。 

 （適用除外） 

第３条 国又は地方公共団体が建築又は管理をする建築物及び建築物の敷地が２以 

 上の市又は特別区の区域にまたがって所在する建築物のうち規則で定めるものに 

 ついては、この条例の規定は、適用しない。 

   第２章 建築期間にあるワンルームマンション等 

 （ワンルーム住戸の規模） 

第４条 建築主等は、建築をしようとするワンルームマンション等のワンルーム住 

 戸の専用部分の床面積を２５平方メートル以上とするよう努めなければならない 

 。 

 （廃棄物の保管方法に関する措置） 

第５条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、廃棄物の保管方法 
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 について、規則で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。 

 （駐輪施設の設置） 

第６条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、ワンルームマンシ 

 ョン等の敷地内に、規則で定める基準に従い、ワンルーム住戸１戸につき１台以 

 上の自転車を駐輪することができる施設（以下「駐輪施設」という。）を設けな 

 ければならない。 

 （管理人室の設置） 

第７条 建築主等は、建築をしようとするワンルームマンション等がワンルーム住 

 戸を３０戸以上有する場合は、当該ワンルームマンション等に、規則で定める基 

 準に従い、当該ワンルームマンション等の管理に係る業務を行うための管理人室 

 を設けなければならない。 

 （工事中の措置） 

第８条 建築主等は、ワンルームマンション等の工事に当たっては、次に掲げる措 

 置を講ずるよう努めなければならない。 

 (1) 騒音、振動等の発生を軽減するための最善の方法を採ること。 

 (2) 工事関係の車両以外の一般の車両及び歩行者の安全を確保するための最善の 

  方法を採ること。 

 (3) 粉じんの飛散を防止するための最善の方法を採ること。 

 （管理計画の作成等） 

第９条 建築主等は、規則で定めるところにより、管理期間におけるワンルームマ 

 ンション等の管理者等の配置及び業務内容その他の管理体制に関する計画並びに 

 廃棄物の排出方法、駐輪施設の使用方法その他の良好な近隣関係の形成及び維持 

 のために必要な事項（以下これらを「管理計画」という。）を定めなければなら 

 ない。 

２ 建築主等は、管理期間におけるワンルームマンション等の管理を自ら行わない 

 場合にあっては、所有者等に管理計画を引き継がなければならない。 

 （事前協議） 

第１０条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築をしようとするときは、規 

 則で定めるところにより、第５条から第７条までの措置及び管理計画について、 

-72-



 市長と協議しなければならない。 

２ 市長は、前項の協議が終了したときは、規則で定めるところにより、協議が終 

 了した旨を書面により通知しなければならない。 

 （標識の設置） 

第１１条 前条第１項の規定による協議を終了した建築主等は、建築主の氏名又は 

 名称、ワンルーム住戸の数、第５条から第７条までの措置その他の規則で定める 

 建築の計画（以下「建築計画」という。）に関する事項を記載した標識を、法第 

 ７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証（以下「検査済証」という 

。）の交付を受ける日まで設置しなければならない。 

２ 建築主等は、前項の規定により標識を設置したときは、当該標識を設置した日 

 から起算して７日（川口市の休日を定める条例（平成元年条例第５５号）第１条 

 第１項に規定する市の休日（以下「市の休日」という。）を除く。）以内に、規 

 則で定める報告書により市長に報告しなければならない。 

 （計画の説明） 

第１２条 建築主等は、隣接住民等に対し個別の訪問又は説明会の開催により、建 

 築計画及び管理計画に関する事項を説明しなければならない。 

２ 前項の規定により説明会を開催する場合は、建築主が法人の場合にあってはそ 

 の代表者、役員又は従業者が、建築主が個人の場合にあっては建築主が説明会に 

 出席するよう努めなければならない。 

 （説明の報告等） 

第１３条 建築主等は、前条第１項の規定により行った説明の状況を、規則で定め 

 る報告書により市長に報告しなければならない。 

２ 前項の規定による報告は、第１１条第２項の規定による標識の設置の報告をし 

 た日から起算して１４日を経過した日から行うことができる。 

 （説明状況報告済証の交付等） 

第１４条 市長は、前条第１項の報告書に記載すべき事項の記載が十分であると認 

 めるときは、同項の規定による報告を受けた日から起算して５日（市の休日を除 

 く。次項において同じ。）を経過する日から１０日（市の休日を除く。同項にお 

 いて同じ。）を経過する日までに、建築主等に対して同条第１項の規定による報 
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 告が済んだ旨を証する書類を交付しなければならない。 

２ 前条第１項の報告書に記載すべき事項が不十分であることにより、記載事項の 

 追加等を要する場合は、同項の規定による報告を受けた日から起算して５日を経 

 過する日までの期間及び同項の規定による報告を受けた日から起算して１０日を 

 経過する日までの期間は、追加等を指摘した日から起算して追加等の報告を受け 

 た日までの間、その進行を停止する。 

３ 市長は、第１項に規定する期間内に当該報告が済んだ旨を証する書類を交付す 

 ることができないときは、その旨を書面で建築主等に通知しなければならない。 

 （意見の提出等） 

第１５条 隣接住民等は、第１１条第１項の標識が設置された日以後、当該ワンル 

 ームマンション等の建築計画及び管理計画に対する意見を規則で定めるところに 

 より建築主等に書面で提出することができる。 

２ 建築主等は、前項の規定による意見の提出があったときは、検査済証の交付を 

 受けた日までに提出された意見について、当該意見の提出があった日の翌日から 

 起算しておおむね７日を経過する日までに、当該意見を提出した者に対し書面で 

 回答しなければならない。 

３ 建築主等は、前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付された日から起 

 算して１４日を経過する日までに提出された意見及びこれに対して行った回答（ 

 意見が提出されなかった場合にあっては、その旨）を、規則で定める報告書によ 

 り市長に報告しなければならない。 

 （意見対応状況報告済証の交付等） 

第１６条 市長は、前条第３項の規定による報告を受けたときは、当該報告を受け 

 た日の翌日から起算して４日（市の休日を除く。）を経過する日から７日（市の 

 休日を除く。）を経過する日までに、建築主等に対して同項の規定による報告が 

 済んだ旨を証する書類を交付しなければならない。 

２ 建築主等は、前項の書類を、法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定によ 

 る確認の申請をする前までに受けなければならない。 

 （設置完了の報告等） 

第１７条 建築主等は、第５条の措置、第６条の駐輪施設の設置及び第７条の管理 

-74-



 人室の設置をしたときは、これらの措置及び設置の状況について、規則で定める 

 報告書により市長に報告しなければならない。 

（検査完了の通知） 

第１８条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその措置及び 

 設置の状況を検査し、その措置及び設置の状況が十分であると認めるときは、当 

 該報告を受けた日の翌日から起算して１４日（市の休日を除く。第３項において 

 同じ。）を経過する日までに、規則で定めるところにより、検査が完了した旨を 

 建築主等に通知しなければならない。 

２ 建築主等は、前項の通知を、法第７条第１項の規定による検査の申請をする前 

 又は法第７条の２第４項の規定による検査を受ける前までに受けなければならな 

 い。 

３ 市長は、前条の措置及び設置の状況が不十分であることにより、措置及び設置 

 の状況の修正等を要する場合は、同条の規定による報告を受けた日の翌日から起 

 算して１４日を経過する日までの期間は、修正等を指摘した日から起算して修正 

 等の報告を受けた日までの間、その進行を停止するものとする。 

 （変更） 

第１９条 第１０条から前条までの規定は、建築期間にあるワンルームマンション 

 等の次に掲げる事項に変更があった場合について準用する。この場合において、 

 第１６条第２項中「法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申 

 請をする前までに」とあるのは「法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定に 

 よる確認の申請（当該確認を受けたワンルームマンション等の計画の変更をして 

 建築をしようとする場合の確認の申請を含む。以下この項において同じ。）をす 

 る前の変更にあっては当該確認の申請をする前までに、法第６条第１項又は第６ 

 条の２第１項の規定による確認の申請をした後の変更にあっては第１９条におい 

 て準用する次条の規定による報告をする前までに」と読み替えるものとする。 

 (1) 建築主等に関する事項 

 (2) 第５条から第７条までの措置に関する事項 

 (3) 管理計画に関する事項 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、建築計画のうち規則で定める事項 
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 （取りやめ） 

第２０条 建築主等は、当該ワンルームマンション等の建築を取りやめたときは、 

 第１１条第１項の標識を撤去し、その旨を規則で定める届出書により、速やかに 

 市長に届け出なければならない。 

   第３章 管理期間にあるワンルームマンション等 

 （ワンルームマンション等の所有者等の責務） 

第２１条  ワンルームマンション等（第２６条第１項に規定するワンルームマンシ 

 ョン等を除く。以下この章において同じ。）（管理期間にあるものに限る。以下 

 この章において同じ。）の所有者等は、第１８条第１項の規定による検査により 

 十分であると認められた措置及び設置の状況を維持しなければならない。 

２ ワンルームマンション等の所有者等は、管理計画に関する事項を遵守しなけれ 

 ばならない。 

３ ワンルームマンション等の所有者等は、ワンルーム住戸の入居者に管理計画に 

 関する事項を説明しなければならない。 

４ ワンルームマンション等の所有者等は、ワンルーム住戸の入居者に管理計画の 

 うち廃棄物の排出方法、駐輪施設の使用方法その他の良好な近隣関係の形成及び 

 維持のために定められた事項を遵守させるために必要な措置を講ずるよう努めな 

 ければならない。 

 （入居者の責務） 

第２２条 ワンルームマンション等のワンルーム住戸の入居者は、前条第３項の規 

 定により説明を受けた管理計画のうち廃棄物の排出方法、駐輪施設の使用方法そ 

 の他の良好な近隣関係の形成及び維持のために定められた事項を遵守するよう努 

 めなければならない。 

 （連絡先表示板の設置及び維持管理） 

第２３条 ワンルームマンション等の所有者等は、規則で定めるところにより、当 

 該建築物の名称並びに所有者等の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載した表 

 示板（以下「連絡先表示板」という。）を設置し、適切に維持管理しなければな 

 らない。 

２ ワンルームマンション等の所有者等は、前項の規定により連絡先表示板を設置 
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 したときは、当該連絡先表示板を設置した日から起算して７日（市の休日を除く

。）以内に、規則で定める報告書により、市長に報告しなければならない。 

３ ワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に関する事項に変更があ 

 ったときは、その旨を、当該変更があった日から起算して７日（市の休日を除く

。）以内に、規則で定める報告書により市長に報告しなければならない。 

 （管理計画の引継ぎ） 

第２４条 ワンルームマンション等の所有者等は、当該ワンルームマンション等の 

 所有権を移転する場合には、当該移転を受ける者に管理計画を引き継がなければ 

 ならない。 

 （管理計画等の変更） 

第２５条 第１０条、第１２条から第１７条まで、第１８条第１項及び第３項並び 

 に第２０条の規定は、ワンルームマンション等の所有者等が当該ワンルームマン 

 ション等について第５条の廃棄物の保管方法、第６条の駐輪施設若しくは第７条 

 の管理人室の設置の状況又は管理計画の内容を変更しようとする場合について準 

 用する。この場合において、第１３条第２項中「第１１条第２項の規定による標 

 識の設置の報告をした日」とあるのは「第２５条第１項において準用する前条第 

 １項の説明を開始した日」と、第１５条第１項中「第１１条第１項の標識が設置 

 された日」とあるのは「第２５条第１項において準用する第１２条第１項の説明 

 を受けた日」と、同条第２項中「検査済証の交付を受けた日」とあるのは「第２ 

 ５条第１項において準用する前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付さ 

 れた日から起算して１４日を経過する日」と、第２０条中「ときは、第１１条第 

 １項の標識を撤去し」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。 

２ ワンルームマンション等の所有者等は、前項において準用する第１６条第１項 

 の報告が済んだ旨を証する書類の交付を受けた後でなければ、前項に規定する変 

 更をしてはならない。 

   第４章 既存のワンルームマンション等 

 （既存のワンルームマンション等の連絡先表示板の設置及び維持管理） 

第２６条  この条例の施行の際現に存するワンルームマンション等及び建築の工事 

 に着手したワンルームマンション等の所有者等は、規則で定めるところにより、 
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 連絡先表示板を設置し、適切に維持管理しなければならない。 

２ 前項に規定するワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に関する 

 事項に変更があったときは、その旨を、当該変更があった日から起算して７日（ 

 市の休日を除く。）以内に、規則で定める報告書により市長に報告しなければな 

 らない。 

   第５章 ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を有する建築物の管 

       理 

 （ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を有する建築物の連絡先表示板 

 の設置及び維持管理） 

第２７条 ワンルームマンション等以外のワンルーム住戸を有する建築物（建築期 

 間にあるものを除く。）の所有者等は、規則で定めるところにより、連絡先表示 

 板を設置し、適切に維持管理するよう努めなければならない。 

   第６章 雑則 

 （地域コミュニティへの配慮） 

第２８条 ワンルーム住戸を有する建築物の建築主等又は所有者等は、町会等への 

 加入等に関する案内の配布その他の当該建築物の入居者と地域住民との良好な近 

 隣関係の形成を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （閲覧） 

第２９条 市長は、第１１条第２項（第１９条において準用する場合を含む。）、 

 第１３条第１項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。） 

、 第１５条第３項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む 

。）並びに第１７条（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む 

。）の報告書、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）の届 

出書並びに第２３条第２項及び第３項、第２６条第２項の報告書の提出があった

ときは、規則で定めるところにより、当該報告書及び届出書を一般の閲覧に供す

るものとする。 

 （報告及び立入調査） 

第３０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該ワンルーム住戸を 

 有する建築物の所有者等に必要な報告を求め、又は当該職員に、当該ワンルーム 
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 住戸を有する建築物の敷地に立ち入り、第５条の規定による措置、第６条の規定 

 による駐輪施設の設置、第７条の規定による管理人室の設置並びに第２３条第１ 

 項及び第２６条第１項の規定による連絡先表示板の設置の状況を調査させること 

 ができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関 

 係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解 

 釈してはならない。 

 （指導又は助言） 

第３１条 市長は、第２７条の規定による連絡先表示板を設置しない者に対し、連 

 絡先表示板を設置するよう指導又は助言を行うことができる。 

２ 市長は、前項に規定するもののほか、地域住民との良好な近隣関係の形成及び 

 維持並びに良好な生活環境及び住環境の形成を図るため、必要と認めるときは、 

 ワンルームマンション等の建築及び管理について指導又は助言を行うことができ 

 る。 

 （勧告） 

第３２条 市長は、第５条の規定による措置をしない者に対し、期限を定めて必要 

 な措置を講ずるよう勧告することができる。 

２  市長は、第６条の規定による駐輪施設の設置をしない者に対し、期限を定めて 

 駐輪施設を設置するよう勧告することができる。 

３ 市長は、第７条の規定による管理人室の設置をしない者に対し、期限を定めて 

 管理人室を設置するよう勧告することができる。 

４ 市長は、第９条第１項の管理計画を作成しない者に対し、期限を定めて管理計 

 画を作成するよう勧告することができる。 

５ 市長は、第９条第２項又は第２４条の規定による管理計画の引継ぎをしない者 

 に対し、期限を定めて管理計画を引き継ぐよう勧告することができる。 

６ 市長は、第１０条第１項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合 

 を含む。）の規定による協議をしない者に対し、期限を定めて協議をするよう勧 

 告することができる。 
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７ 市長は、第１１条第１項（第１９条において準用する場合を含む。）の標識を 

 設置しない者に対し、期限を定めて標識を設置するよう勧告することができる。 

８ 市長は、第１１条第２項（第１９条において準用する場合を含む。）、第１３ 

 条第１項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）、第１ 

 ５条第３項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）若し 

 くは第１７条（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）の 

 規定による報告、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）の 

 規定による届出又は第２３条第２項若しくは第３項、第２６条第２項の規定によ 

 る報告をしない者に対し、期限を定めて当該報告又は届出をするよう勧告するこ 

 とができる。 

９ 市長は、前項に規定する報告又は届出について、虚偽の報告又は届出をした者 

 に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

１０ 市長は、第１２条第１項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場 

 合を含む。）又は第２１条第３項の説明をしない者に対し、期限を定めて説明を 

 するよう勧告することができる。 

１１ 市長は、第１５条第２項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場 

 合を含む。）の規定による回答をしない者に対し、期限を定めて回答するよう勧 

 告することができる。 

１２ 市長は、第２３条第１項又は第２６条第１項の連絡先表示板を設置しない者 

 に対し、期限を定めて連絡先表示板を設置するよう勧告することができる。 

 （措置命令） 

第３３条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わ 

 ないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

 （公表） 

第３４条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わ 

 ないときは、その旨を公表することができる。 

２ 市長は、第１０条第１項の規定による協議、第１１条第１項の規定による標識 

 の設置、同条第２項の規定による報告、第１２条第１項の規定による説明、第１ 

 ３条第１項の規定による報告、第１５条第２項の規定による回答及び同条第３項 
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 の規定による報告をすべき者がこれらを行わずに検査済証の交付を受けたときは 

 、その旨を公表することができる。 

３ 市長は、前２項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表し 

 ようとする者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を 

 与えなければならない。 

 （他の制度との調整） 

第３５条 第２０条の規定は、川口市中高層建築物の建築に係る事前公開等の手続 

 及び紛争の調整に関する条例（平成１１年条例第３１号）の規定により、取りや 

 めの届出をする場合については、適用しない。 

 （委任） 

第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、第２６条の規定は、 

 平成３０年１月１日から施行する。 

 （施行前の準備） 

２ ワンルームマンション等の建築主等又は隣接住民等は、この条例の施行の日（ 

 以下「施行日」という。）前においても、第１０条から第２０条までの規定の例 

 により、第１０条第１項（第１９条において準用する場合を含む。）の規定によ 

 る協議、第１１条第１項（第１９条において準用する場合を含む。）の規定によ 

 る標識の設置、第１１条第２項（第１９条において準用する場合を含む。）の規 

 定による報告、第１２条第１項（第１９条において準用する場合を含む。）の規 

 定による説明、第１３条第１項（第１９条において準用する場合を含む。）の規 

 定による報告、第１５条第１項（第１９条において準用する場合を含む。）の規 

 定による意見の提出、第１５条第２項（第１９条において準用する場合を含む。 

 ）の規定による回答、第１５条第３項（第１９条において準用する場合を含む。 

 ）及び第１７条（第１９条において準用する場合を含む。）の規定による報告、 

 第２０条の規定による届出その他必要な行為をすることができる。この場合にお 

 いて、これらの規定の例によりされた協議、標識の設置、報告、説明、意見の提 
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 出、回答又は届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす 

 。 

 （経過措置） 

３ 施行日前に法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請がさ 

 れたワンルームマンション等であって、第２６条第１項に規定するワンルームマ 

 ンション等でないものにおける第１６条第２項の規定の適用については、同項中 

 「法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請」とあるのは「 

 次条の規定による報告」とする。 

４ この条例の施行の際現に存するワンルームマンション等以外のワンルーム住戸 

 を有する建築物及び建築の工事に着手したワンルームマンション等以外のワンル 

 ーム住戸を有する建築物については、施行日から１年間は、第２７条の規定は適 

 用しない。 
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   川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例施行規則 

                   平成２８年１０月２８日規則第１０２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例 

 （平成２８年条例第４６号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を 

 定めるものとする。 

  （適用除外） 

第２条 条例第３条の規則で定める建築物は、当該建築物の主要な出入口、廃棄物 

 の保管場所及び条例第６条に規定する駐輪施設（以下「駐輪施設」という。）が 

 他の市又は特別区の区域に属する建築物とする。 

  （廃棄物の保管方法に関する措置） 

第３条 条例第５条の規定による措置は、次のとおりとする。 

 (1) 入居者が廃棄物及び川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成７ 

年条例第１４号)第２条第２項第４号の再生利用の対象となる物(以下「再生利 

用対象物」という。)を排出するに当たり容易にその区分ができるよう、間仕 

切り、籠若しくは箱又はこれらに類する区分を容易にするための器具を用いる 

こと。 

 (2) 廃棄物及び再生利用対象物の排出方法並びに再生利用対象物の品目に関する 

説明を日本語のほか、英語及び中国語により表示すること。  

（駐輪施設の設置基準） 

第４条 条例第６条の規則で定める基準は、次のとおりとする。  

 (1) １台あたりの区画が、長さ１．９メートル以上かつ幅０．６メートル以上で 

  あること。 

 (2) 各区画を区画線その他の方法により明示すること。 

 (3) 駐輪のための装置を用いる施設を設置する場合にあっては、長さ１．９メー 

    トルかつ幅０．６メートルの自転車を格納できるものであり、当該装置が当該 

  ワンルームマンション等の敷地の外に出ないこと。 

 (4) ワンルームマンション等の敷地が道路に接する部分から駐輪施設までの間に 

  、自転車の通行の用に供する幅員０．８メートル以上の通路（通路に面して扉 
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等がある場合にあっては、当該扉等の可動域を除く。）を設けること。 

 (5) 前号に規定する通路と駐輪施設との間に段差を設けないこと。 

  (6) ワンルームマンション等の敷地が道路に接する部分から駐輪施設までの距離 

が０．８メートル未満の場合にあっては、自転車が道路に出ないよう、道路に 

平行した壁等又は駐輪のための装置を設けること。 

 （管理人室の設置基準） 

第５条 条例第７条の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

 (1) 隣接住民等が容易に訪問可能な場所に設置すること。 

 (2) 管理人室である旨を表示すること。 

 (3) 受付窓、トイレ等の当該ワンルームマンション等の管理に係る業務に必要な 

  設備を設置すること。 

 （管理計画の作成等） 

第６条 条例第９条第１項に規定する管理計画には、次に掲げる事項を定めなけれ 

 ばならない。 

 (1) 条例第２条第２項第５号に規定する管理者（以下「管理者」という。）（管 

  理者がいない場合にあっては、同号に規定する所有者又は管理組合）の住所、 

  氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称）及び電話番号 

  (2) 管理者その他管理に係る業務を行う者の配置に係る次に掲げる事項 

  ア 常駐又は非常駐の別 

  イ 管理者その他管理に係る業務を行う者が駐在する時間帯 

  ウ 巡回管理を行う頻度 

 (3) 管理者その他管理に係る業務を行う者が行う次に掲げる業務の実施方法 

  ア 条例第２３条第１項に規定する連絡先表示板（以下「連絡先表示板」とい 

   う。）の維持管理 

  イ 管理人室を有する場合にあっては、管理人室の維持管理 

  ウ 廃棄物の保管 

  エ 駐輪施設及び自転車の管理並びに駐輪施設に駐輪することができる台数を 

   超える駐輪があった場合の対応 

  オ 当該ワンルームマンション等に係る敷地以外の敷地への駐輪の防止及びそ 
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   の対応 

  カ 隣接住民等からの連絡への対応 

 (4) ワンルームマンション等のワンルーム住戸の入居者に係る次に掲げる事項 

  ア 廃棄物の保管場所に排出する時間帯 

  イ 廃棄物の分別方法及び排出方法 

  ウ 駐輪施設に駐輪することができる台数及び使用方法 

  エ 周辺道路への自転車の駐輪の禁止 

  オ 騒音、悪臭又は振動を発生させる行為その他隣接住民等への迷惑行為の禁 

   止 

２ 条例第９条第２項又は条例第２４条の規定により管理計画を引き継ぐときは、 

 書面により引き継がなければならない。 

 （事前協議） 

第７条 条例第１０条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準用 

 する場合を含む。）に規定する協議は、様式第１号の協議書により行うものとす 

 る。 

２ 前項の協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 (1) 様式第２号の管理計画概要書 

 (2) 土地利用計画図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列３番程度の大 

  きさの地図に駐輪施設、廃棄物の保管場所、管理人室の設置位置、緑地、道路 

  等を記載したもの） 

 (3) ４面以上の立面図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列３番程度の 

  大きさの図面にワンルームマンション等の最高の高さ及び建築基準法（昭和２ 

  ５年法律第２０１号）第５６条第１項各号の規定による建築物の各部分の高さ 

  の制限を記載したもの） 

  (4) 各階平面図（縮尺２００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列３番程度の大きさ 

  の図面に各住戸の面積を記載したもの） 

(5) 駐輪施設に係る書面（駐輪のための装置を用いる施設を設置する場合にあっ 

  ては当該装置の寸法及び駐輪することができる台数が記載されている書面、そ 

  の他の場合にあっては駐輪施設の各区画の面積及び駐輪することができる台数 
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  が記載されている書面） 

 (6) 廃棄物の保管方法の詳細を記載した書面 

３ 条例第１０条第２項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準用する 

 場合を含む。）に規定する通知は、様式第３号の通知書により行うものとする。 

 （標識の設置等） 

第８条 標識の様式は、様式第４号のとおりとする。 

２ 条例第１１条第１項（条例第１９条において準用する場合を含む。）の規則で 

 定める建築の計画に関する事項は、次に掲げるものとする。 

 (1) 建築主の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称） 

 (2) ワンルームマンション等の名称 

 (3) ワンルームマンション等の敷地の場所及び規模 

  (4) ワンルームマンション等の住戸数、階数及び最高の高さ 

  (5) 廃棄物の保管方法 

 (6) 駐輪施設に駐輪することができる台数 

 (7) 管理人室の有無 

 (8) 設計者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称） 

 (9) 工事施工者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称） 

 (10) 管理者の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称） 

３ 建築主等は、標識をワンルームマンション等の敷地が道路に接する部分（２以 

 上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分）で隣接住民等が見やす 

 い位置に設置しなければならない。 

４ 建築主等は、標識を風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、 

 記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。 

  （標識の設置の報告等） 

第９条 条例第１１条第２項（条例第１９条において準用する場合を含む。以下同 

 じ。）の報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 (1) 案内図（ワンルームマンション等の周囲の道路、河川その他周囲の状況を記 

  載した縮尺１，０００分の１程度かつ日本産業規格Ａ列３番程度の大きさの地 
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  図に当該ワンルームマンション等の敷地の位置及び条例第１１条第１項に規定 

  する標識（以下「標識」という。）の設置箇所を明示したもの） 

 (2) 設置した標識の遠景及び記載事項が確認できる近景の写真（２以上の標識を 

  設置するときは標識ごとに、遠景及び記載事項が確認できる近景各１枚）を添 

  付しなければならない。 

  （計画の説明等） 

第１０条 建築主等は、条例第１２条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１ 

 項において準用する場合を含む。）の規定による説明を行う場合には、次に掲げ 

 る事項を説明するものとする。 

  (1) ワンルームマンション等の敷地の場所及び規模 

 (2) ワンルームマンション等の敷地内における土地利用計画 

 (3) ワンルームマンション等の構造及び用途 

 (4) ワンルームマンション等の窓、手すり等の配置 

 (5) ワンルームマンション等の工法、工期及び工事に係る建築敷地内外の安全対 

  策 

 (6) ワンルームマンション等の建築及び管理に関する意見、質問等に対応する者 

  の氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称）及び電話番号 

 (7) 第６条第１項各号に掲げる事項 

２ 前項の説明を行う場合には、次に掲げる図書を配布するものとする。 

  (1) 第７条第２項第１号から第４号まで及び前条第２項第１号に掲げる図書 

 (2) 前項第１号、第３号、第５号及び第６号に掲げる事項を記載した書面 

  (3) 第１３条第１項に規定する意見書の用紙 

３ 第１項の説明を行う場合には、次に掲げる基準によるものとする。 

  (1) 土地所有者及び土地上の建物所有者の確認は、登記簿等により確認すること

。 

 (2) 訪問時に不在等であった場合には、再訪問の日時を書面にて当該隣接住民等 

  に通知し、再度訪問により説明すること。 

 (3) ２回以上訪問し、不在等であった場合には、第１項各号に掲げる事項を記載 

  した書面及び前項各号に掲げる図書を投函等すること。 
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 （説明の報告） 

第１１条 条例第１３条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準 

 用する場合を含む。以下同じ。）の報告書の様式は、様式第６号のとおりとする

。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

 (1) 隣接住民等の該当範囲を示した周辺地図（縮尺２００分の１程度かつ日本産 

  業規格Ａ列３番程度の大きさの地図に方位及び隣接住民等の土地の範囲を図示 

  したもの）に、次号の記録書において隣接住民等にそれぞれ付した番号を明示 

  したもの 

 (2) 様式第７号の記録書 

 (3) 前条第２項第１号及び第２号までに掲げる図書 

 (4) 説明会を開催した場合にあっては、当該説明会の議事録及び参加した隣接住 

  民等の名簿の写し 

 （説明状況報告済証の交付等） 

第１２条 条例第１４条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準 

 用する場合を含む。）の報告が済んだ旨を証する書類の様式は、様式第８号のと 

 おりとする。 

２ 条例第１４条第３項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準用する 

 場合を含む。）に規定する通知は、様式第９号の通知書により行うものとする。 

  （意見の提出） 

第１３条 条例第１５条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準 

 用する場合を含む。）による意見の提出は、様式第１０号の意見書により行うも 

 のとする。 

２ 条例第１５条第２項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準用する 

 場合を含む。）の規定による回答は、様式第１１号の回答書により行うものとす 

 る。 

 （意見等の報告） 

第１４条 条例第１５条第３項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準 

 用する場合を含む。）の報告書の様式は、様式第１２号のとおりとする。 
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２  前項の報告書には、様式第１０号の意見書及び様式第１１号の回答書の写しを 

 添付しなければならない。 

 （意見対応状況報告済証の交付等） 

第１５条 条例第１６条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準 

 用する場合を含む。）の報告が済んだ旨を証する書類の様式は、様式第１３号の 

 とおりとする。 

  （設置完了の報告） 

第１６条 条例第１７条（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準用する 

 場合を含む。以下同じ。）の報告書の様式は、様式第１４号のとおりとする。 

２  前項の報告書には、条例第５条から第７条までの措置を確認することができる 

 写真を添付しなければならない。 

  （検査完了の通知） 

第１７条 条例第１８条第１項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において準 

 用する場合を含む。）に規定する通知は、様式第１５号の通知書により行うもの 

 とする。 

２ 市長は、条例第１８条第３項（条例第１９条又は条例第２５条第１項において 

 準用する場合を含む。）に規定する修正等を要する場合は、様式第１６号の通知 

 書により建築主等に通知するものとする。 

  （変更の事項） 

第１８条 条例第１９条第４号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

  (1) ワンルーム住戸の数 

 (2) ワンルームマンション等の敷地の規模 

 (3) ワンルームマンション等の高さ、形態又は用途 

  （取りやめ届） 

第１９条 条例第２０条（条例第２５条第１項において準用する場合を含む。）の 

 規定による届出は、様式第１７号の届出書により行うものとする。 

  （連絡先表示板の設置等） 

第２０条  条例第２３条第１項、条例第２６条第１項又は条例第２７条第１項の規 

 定による連絡先表示板の設置は、次に掲げる基準によるものとする。 
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 (1) 日本産業規格Ａ列３番以上の大きさで主要な出入口等の道路から見やすい位

置に設置すること。 

 (2) 風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明 

  にならないよう維持管理すること。 

２ 条例第２３条第２項及び第３項並びに条例第２６条第２項の報告書の様式は、 

 様式第１８号のとおりとする。 

 （閲覧） 

第２１条 条例第２９条に規定する報告書及び届出書の閲覧の場所は、都市計画部 

 開発審査課内とする。 

２ 前項の閲覧の日は、川口市の休日を定める条例（平成元年条例第５５号）第１ 

 条第１項に規定する市の休日以外の日とし、閲覧時間は、午前８時３０分から午 

 後５時までとする。 

３ 条例第１１条第２項の報告書（第９条第２項第１号に掲げる図書に限る。）、 

 条例第１３条第１項の報告書（第７条第２項第１号及び第３号並びに第１１条第

２項第１号に掲げる図書に限る。）、条例第１７条の報告書、条例第２３条第２

項及び第３項の報告書並びに条例第２６条第２項の報告書の閲覧の期間は、当該

ワンルームマンション等を除却する日までとする。 

４ 前項に規定する報告書以外の報告書及び届出書の閲覧の期間は、条例第１１条 

 第２項の報告書の提出があった日から起算して６月を経過する日までとする。 

５ 第１項の閲覧をしようとする者は、様式第１９号の閲覧簿に所定の事項を記入 

 しなければならない。 

６ 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては閲覧を禁止し、又は停止 

 することができる。 

 (1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者 

 (2) 図書を汚損し、若しくは毀損し、又はそれらのおそれがあると認められる者 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、職員の指示に従わない者 

 （報告及び立入調査） 

第２２条 ワンルーム住戸を有する建築物の所有者等は、条例第３０条第１項の規 

 定により求められた報告をする場合は、様式第２０号の報告書により行うものと 
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 する。 

２ 条例第３０条第２項に規定する証明書の様式は、様式第２１号のとおりとする

。 （勧告、命令及び公表） 

第２３条 条例第３２条各項の規定による勧告は、様式第２２号の勧告書により行 

 うものとする。 

２ 条例第３３条の規定による命令は、様式第２３号の命令書により行うものとす 

 る。 

３ 条例第３４条各項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) ワンルームマンション等の名称 

 (2) ワンルームマンション等の敷地の場所 

 (3) 公表する者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名 

  称並びに代表者の氏名） 

 (4) 公表するに至った事由 

４ 条例第３４条各項の規定による公表は、川口市公示式規則（昭和５２年規則第 

 ５号）で定める掲示場への掲示、インターネットの利用その他の方法により行う 

 ものとする。 

 （その他） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

      附 則 

 この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成２９年６月１日から施行する。 
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※この他にも平面図（市提出用は面積・内部図面も記載して下さい）
　　　　　　　　　（配布用は個人情報の為面積のみで可）
　　　　　　立面図（東西南北の４面以上）が必要不可欠となります。
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事前協議結果通知書年月日及び標識設置年月日は進行中の手続きの年月日を記載してください
再協議の場合は、すでに行った手続きの年月日を右余白に全てご記載ください。
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不在連絡票 

（あて先）□占有者     様 

□所有者     様 

建築主 住    所                   

 氏   名                   

代理人 住    所                   

 氏   名                   

                電話番号            

  川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例又は川口市中高

層建築物の建築に係る事前公開などの手続き及び紛争の調整に関する条例の規

定に基づき、建築主は下記建築計画の影響を受ける方へ説明が義務付けられてお

ります。その為 

    年    月   日ＡＭ・ＰＭ   時頃 に訪問いたしました。 

□（１度目）しかしながらご不在であるため 

   年    月   日ＡＭ・ＰＭ   時頃（予定）に再度ご訪問させ

ていただきますので、ご都合が悪い場合は上記「代理人」にご連絡いただけます

ようお願いいたします。        ※「資料投函」（ 有  ・  無 ） 

□（２回目）しかしながら再度ご不在であるため資料を投函させていただきます。 

ご意見がありましたら、資料にあります意見書を記載されております送付先にご

送付いただけますようお願いいたします。※「資料投函」（ 有  ・  無 ） 

建 築 物 の 名 称

敷地の地名地番 川口市 
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※当該条例の書式は、当初手続・建築段階の変更手続・管理段階の変更手続全てで
利用可能な書式となっています。そのため（）内に複数の根拠条文の項目が記載されて
いますが、先頭が当初手続、真ん中が建築段階の変更手続、最後が管理段階の変更にな
りますので当該手続段階の条文の項目に〇をつけてください。
尚手続き途中で変更を行った場合で変更前の手続きと同程度まで行き、初めて手続きをする
項目になった場合は先頭の条文の項目になります。

資源循環



※この他にも平面図（市提出用は面積・内部図面も記載して下さい）
　　　　　　　　　（配布用は個人情報の為面積のみで可）
　　　　　　立面図（東西南北の４面以上）が必要不可欠となります。

図面に記載する設置位置にご注意ください
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※「廃棄物の保管」について、「常時」は365日24時間すべてのゴミが出せる
　ことを指します。その為かごが最低６個必要となります。
※「管理業務を行う者」について、「常駐」は常に当該建築物の敷地に存在している場合を指します
　 それ以外は「非常勤」となります。



※幅員について　ア・イは各駐輪施設から道路までの経路の内一番狭い幅員を記載してください
（８０ｃｍは必須）
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様式第４号 

            ９０センチメートル以上 

建築計画のお知らせ 

建築物の名称

敷地の地名地番 川口市 

用     途 
住戸総数    戸（店舗・事務所等  室） 

４０㎡未満  戸・４０㎡以上  戸 

敷 地 面 積               ㎡ 最高の高さ       ｍ(   ｍ)

階     数 地上 階／地下 階 工事予定期間        年 月～ 年 月

建  築  主 
（住所） 

（氏名）         （電話番号） 

管  理  者 （住所） 
（氏名）         （電話番号） 

設  計  者 （住所） 
（氏名）         （電話番号） 

施  工  者 （住所） 
（氏名）         （電話番号） 

廃棄物保管方法 □籠 □その他（              ）  

駐 輪 台 数               台 管理人室    有 ・ 無 

事前協議結果通

知書交付年月日 

 年   月   日

標識設置年月日     年   月   日 

 この標識は、川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する

条例第１１条第１項の規定に基づき設置するものです。 

建築計画に関する連絡先（氏名）        （電話番号）    

        連絡先（氏名）        （電話番号）    

※条例の規定によりこの建築計画に対する意見書を、この標識が設置さ

 れた日から建築主等に提出することができます。 

提出先（〒  －  ）（住所）                  

   （氏名）                （電話番号）    
  注１ 建築主、管理者、設計者又は施工者が法人のときは、法人の名称と代表者氏名を氏名欄に記入してく
   ださい。
 注２ 連絡先が法人であるときは、名称並びに連絡を受ける者が所属する部署及びその者の氏名を記入して
   ください。
 注３ 建築計画等に関する連絡先の電話番号は、担当者に連絡がつきやすい番号を記入してください。
 注４ 意見書の提出先が法人であるときは、所在地、名称並びに連絡を受ける者が所属する部署及びその者
   の氏名を記入してください。
 注５ 意見書の提出先は、確実に意見書の受領ができる部署を記入してください。 
 注６ 「最高の高さ」欄には、建築基準法上の高さを記載してください。また、塔屋等（建築基準法上の高

さに含まれないもの）が存在する場合は、その塔屋等を含めた高さも併記してください。 

90

セ

ン

チ

メ

ト

ル

以

上 

-113-

【記入例】

（仮称）〇〇〇〇マンション　新築計画

川口〇丁目〇〇-〇

２０

１５ ５

８７０.１５

３

９.９０ 12.90

R3 2 R3 9

　東京都〇〇区〇〇〇丁目〇〇-〇〇

（株）〇〇コーポレーション
　代表取締役　〇〇　〇〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

　東京都〇〇区〇〇〇丁目〇〇-〇〇
（株）〇〇商事
　代表取締役　〇〇　〇〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

　埼玉県〇〇市〇〇〇丁目〇〇-〇〇
（株）〇〇建築設計
　代表取締役　〇〇　〇〇 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

　埼玉県〇〇市〇〇〇丁目〇〇-〇〇
（株）〇〇建築設計
　代表取締役　〇〇　〇〇 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

２０

令和〇 〇〇 〇〇

令和〇 〇〇 〇〇

　（株）〇〇建築設計
　設計部　担当　〇〇　〇〇
　（株）〇〇建築設計
　工事部　担当　〇〇　〇〇工事に関する

〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

〇〇〇　〇〇〇 埼玉県〇〇市〇〇〇丁目〇〇-〇〇

(株)〇〇建築設計　代表取締役 〇〇 〇〇　設計部 担当 〇〇 〇〇 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇



再協議　令和元年1月30日

修正　令和元年2月1日
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〇〇商事

〇〇不動産
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不在連絡票 

（あて先）□占有者     様 

□所有者     様 

建築主 住    所                   

 氏   名                   

代理人 住    所                   

 氏   名                   

                電話番号            

  川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例又は川口市中高

層建築物の建築に係る事前公開などの手続き及び紛争の調整に関する条例の規

定に基づき、建築主は下記建築計画の影響を受ける方へ説明が義務付けられてお

ります。その為 

    年    月   日ＡＭ・ＰＭ   時頃 に訪問いたしました。 

□（１度目）しかしながらご不在であるため 

   年    月   日ＡＭ・ＰＭ   時頃（予定）に再度ご訪問させ

ていただきますので、ご都合が悪い場合は上記「代理人」にご連絡いただけます

ようお願いいたします。        ※「資料投函」（ 有  ・  無 ） 

□（２回目）しかしながら再度ご不在であるため資料を投函させていただきます。 

ご意見がありましたら、資料にあります意見書を記載されております送付先にご

送付いただけますようお願いいたします。※「資料投函」（ 有  ・  無 ） 

建 築 物 の 名 称

敷地の地名地番 川口市 

201号室 （市役所マンション）

●●建設　代表取締役　●●太郎

川口市××町999-9

東京都足立区△△999-8

〇〇設計　担当　□□

03-●×△◎-9999

令和99 12 30 1

令和99 12 31 9

●●建設　共同住宅　新築工事

××町999-7

記入例①(共同住宅　占有者（氏名不明）に1回目の訪問時）
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不在連絡票 

（あて先）□占有者     様 

□所有者     様 

建築主 住    所                   

 氏   名                   

代理人 住    所                   

 氏   名                   

                電話番号            

  川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例又は川口市中高

層建築物の建築に係る事前公開などの手続き及び紛争の調整に関する条例の規

定に基づき、建築主は下記建築計画の影響を受ける方へ説明が義務付けられてお

ります。その為 

    年    月   日ＡＭ・ＰＭ   時頃 に訪問いたしました。 

□（１度目）しかしながらご不在であるため 

   年    月   日ＡＭ・ＰＭ   時頃（予定）に再度ご訪問させ

ていただきますので、ご都合が悪い場合は上記「代理人」にご連絡いただけます

ようお願いいたします。        ※「資料投函」（ 有  ・  無 ） 

□（２回目）しかしながら再度ご不在であるため資料を投函させていただきます。 

ご意見がありましたら、資料にあります意見書を記載されております送付先にご

送付いただけますようお願いいたします。※「資料投函」（ 有  ・  無 ） 

建 築 物 の 名 称

敷地の地名地番 川口市 

●●建設　代表取締役　●●太郎

川口市××町999-9

東京都足立区△△999-8

〇〇設計　担当　□□

03-●×△◎-9999

令和99 12 31 9

●●建設　共同住宅　新築工事

××町999-7

（対象物件：市役所食堂）小野　佑紀彦　様

記入例②（店舗　土地所有者に2回目の訪問時）
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中高層・ワンルーム条例手続における協議先及び関係法令等のご案内
代表電話【市役所第一本庁舎・第 2 庁舎・教育局・鳩ヶ谷庁舎 048 – 258 – 1110 】

【水道局 048 – 258 – 4132 】
◆市外から直通電話をご利用の方は、市外局番“０４８”をつけてください。

協議先・関係法令課 主な協議事項 関連条例、要綱の名称等

開発審査課

鳩ヶ谷庁舎 5 階

内線 5551～5552 
①開発指導係 直通 242-6347 
②開発審査係 直通 242-6348

①中高層建築物及びワンルームマ
ンションの建築計画に係る届
出・報告・事前協議申請等 ※

○中高層条例

○宅地開発要綱に基づく中高層建築
物の事前協議に関する指導基準

 （以下「宅地開発要綱」）
○ワンルーム条例

②開発行為許可申請
○川口市開発許可の基準に関する条例 
○川口市開発行為等に関する規則 
○宅地開発要綱 

市民相談室
第一本庁舎２階

直通 259-9037・9038 
電波障害対策・紛争調整等 ○中高層条例

建築安全課
鳩ヶ谷庁舎 5 階

内線 5570,5571 
直通 242-6345 

6346

福祉のまちづくり条例に伴う届出 ○埼玉県福祉のまちづくり条例

高齢者等の移動等の円滑化の促進 ○バリアフリー新法

省エネ措置の届出、定期報告 ○省エネ法

道路維持課

鳩ヶ谷庁舎 1 階
内線 5111～5113 
直通 280-1212 

道路境界等 
○宅地開発要綱に基づく道路に関す
る指導基準

都市計画課

鳩ヶ谷庁舎 5 階

①内線 5504 直通 242-6331 
②内線 5506 直通 242-6332 
③内線 5508 直通 242-6333 

①駐車施設

都市計画道路･区域内の建築許可

(都市計画法第53条申請) 

○中高層条例
○宅地開発要綱

②地区計画（用途地域等） ○都市計画法

③景観計画の届出等
○景観形成条例
○景観計画

河川課
鳩ヶ谷庁舎 1 階

内線 5101～5103 
直通 280-1209  

排水計画・雨水流出抑制等 ○宅地開発要綱

下水道維持課
水道庁舎 1 階 (青木 5-13-1) 

㈹048-258-4132 
排水計画・雨水流出抑制等 

○下水道条例
○宅地開発要綱

上水道維持課
水道庁舎 1 階 (青木 5-13-1) 

㈹048-258-4132 
上水道施設 

○水道事業給水条例
○宅地開発要綱

みどり課
鳩ヶ谷庁舎 3 階

①内線 5321.5322 
直通 242-6335  

②内線 5323,5324 
直通 242-5721 

①緑化計画 ○緑のまちづくり推進条例

②近郊緑地区域 ○首都圏近郊緑地保全法

再開発課
鳩ヶ谷庁舎 2 階

内線 5253～5256 
直通 280-1220 

再開発計画への協力・敷地の共同化
(川口・西川口・元郷駅周辺地区) ○市街地再開発事業等

街路事業課
鳩ヶ谷庁舎 2 階

内線 5265 直通 280-1223 

都市計画道路の事業認可取得路線にお
ける建築等の制限
(都市計画法第 65 条申請等) 

○都市計画法
○宅地開発要綱

◎下地強調部は、ワンルーム条例上の事前協議先です。下線部は事前協議受付時に確認します。

その他は、本来他法令・条例等の別様式の書類提出や別途協議の必要がありますのでご注意下さい。
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協議先 主な協議事項 関連条例、要綱等の名称

区画整理課
鳩ヶ谷庁舎 2 階

内線 5276・5267 
      直通 280-1207 

区画整理予定区域

(都市計画法第 53 条申請)
○都市計画法

○宅地開発要綱

土地区画整理事務所
①直通 266-6600 
②直通 284-0100 
③直通 295-1009 
④直通 286-2888 

土地区画整理組合
⑤直通 298-6745 
⑥直通 298-6746 

区画整理施行区域
(土地区画整理法第 76 条申請等) 
①西部
②東部
③北部
④里
⑤戸塚南部
⑥戸塚東部

○宅地開発要綱

○土地区画整理法

交通安全対策課
川口総合文化センターリリア
３Ｆ(川口 3-1-1) 

直通 259-9003 
駐輪施設 

○中高層条例
○宅地開発要綱
○ワンルーム条例

産業振興課
第一本庁舎 5 階

内線 10261 
直通 259-9018  

店舗施設
(工業専用以外の地域)

○宅地開発要綱
○川口銀座商店街及びふじの市商店
街の街づくり協定

○中規模小売店舗出店等に関する要綱

産業労働政策課
第一本庁舎 5 階
        内線 10241 
      直通 258-1619

工業立地の確保等
(工業地域、特別工業地区) ○宅地開発要綱

収集業務課
青木収集事務所 2 階

(青木 3-16-1) 
㈹048-251-1174 

家庭系廃棄物保管場所の
設置及び措置 ○廃棄物の減量及び適正処理に関す

る条例

○家庭系一般廃棄物保管場所設置基準

○ワンルーム条例

資源循環課
朝日環境ｾﾝﾀｰ (朝日 4-21-33) 
ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 2 階

㈹048-228-5370 

事業系廃棄物保管場所の

設置及び措置 

環境保全課

朝日環境ｾﾝﾀｰ (朝日 4-21-33)
ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 4 階

直通 228-5389 

工事中の措置･特定建設作業実施の届出 ○騒音規制法・振動規制法

土地の改変時の措置
○土壌汚染対策法・埼玉県生活環境
保全条例

浄化槽の設置及び維持管理 ○水質汚濁防止法・浄化槽法

教育総務課
分庁舎 2 階 内線 2453,2454 

直通 258-1259  

学校用地の確保
(計画戸数 1,000 戸以上) 
情報提供（100 戸）以上

○宅地開発要綱

指導課

分庁舎 3 階 内線 2492～4 
 2496～7 

      直通 259-7661 

工事車両の経路周知及び安全対策
（小・中学校）

○宅地開発要綱

学務課

分庁舎 3 階 内線 2488,2507 
直通 259-7659 

工事車両の経路周知及び安全対策
（学童）

○宅地開発要綱

文化財課 文化財ｾﾝﾀｰ
(本町 1-17-1) 直通 222-1061 埋蔵文化財 ○宅地開発要綱

消防局 ３F 
(芝下 2-1-1) 
①予防課 直通 261-8371・2
②警防課 直通 261-8971 

①避難対策 ○宅地開発要綱
※都市計画法の「開発行為」に該当
する場合でも協議が必要となりま
す。

②水利施設・防災施設等

生活衛生課
鳩ヶ谷庁舎 4 階

直通 229-3913 
専用水道の布設工事の確認申請等 ○水道法

さいたま県土整備事務所 (総務管理部管理担当) 
(さいたま市南区沼影 2－4－7)           048－ 861－ 2495 国道・県道に接する敷地の建築計画
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