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〇建築基準法による道路の位置の指定（東区）� 98

〇放置自転車等の撤去（東区）　４件� 99

〇公告認定対象区域の認定の取消し（東区）� 99

〇放置自転車等の撤去（東区）� 99

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 99

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 99

〇放置自転車等の撤去（南区）　３件� 100

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 100

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 100

〇道路の区域変更（南区）� 100

〇道路の供用開始（南区）� 100

〇放置自転車等の撤去（南区）� 100

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 100

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 101

〇都市公園の区域変更（南区）� 101

〇放置自転車等の撤去（西区）　３件� 101

〇長期間駐車されていた自転車の移動（西区）� 101

〇建築基準法による道路の位置の指定（西区）� 101

〇放置自転車等の撤去（西区）� 101

〇道路の区域変更（西区）� 102

〇道路の供用開始（西区）� 102

〇道路の区域変更（西区）� 102

〇道路の供用開始（西区）� 102

〇放置自転車等の撤去（西区）　３件� 102

〇長期間駐車されていた自転車の移動（西区）� 103

〇建築基準法に基づく告示対象区域における�

一の敷地とみなすこと等の認定の取り消し�

（西区）� 103

〇道路の区域変更（西区）� 103

〇道路の供用開始（西区）� 103

〇放置自転車等の撤去（西区）� 103

〇長期間駐車されていた自転車の移動（西区）� 103

〇放置自転車等の撤去（西区）� 103

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 104

〇平成２７年第１回緑井財産区議会定例会の�

招集（安佐南区）� 104

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 104
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〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 104

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更（安�

佐南区）� 104

〇住居表示の実施（安佐南区）� 104

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 104

〇別所第二自治会の告示事項の変更（安佐南�

区）� 104

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）　２件� 105

〇道路の区域変更（安佐北区）� 105

〇道路の供用開始（安佐北区）� 105

〇平成２７年第１回小河内財産区議会定例会�

の招集（安佐北区）� 105

〇平成２７年第１回高南財産区議会定例会の�

招集（安佐北区）� 105

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 106

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 106

〇建築基準法に基づく一定の複数建築物に対�

する特例の認定（安芸区）　２件� 106

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 106

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 106

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 106

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 106

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

芸区）� 107

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（安芸区）� 107

〇道路の区域変更（安芸区）� 107

〇道路の供用開始（安芸区）� 107

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）　２件� 107

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 108

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 108

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 108

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 108

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（佐伯区）� 108

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 108

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 108

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 109

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 109

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 109

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 109

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更及び�

設定（佐伯区）� 109

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 109

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 109

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 110

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 110

区 告 示

〇自動車臨時運行許可番号標の失効（中区）� 110

〇自動車臨時運行許可番号標の失効（東区）� 110

〇自動車臨時運行許可番号標の失効（南区）� 110

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（南区）� 110

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（佐伯区）� 110

公 告

〇土地区画整理法による広島圏都市計画事業�

（広島平和記念都市建設事業）向洋駅周辺�

青崎土地区画整理審議会委員のうち，宅地�

所有者のうちから選挙される委員の補欠選�

挙期日� 111

〇広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建�

設事業）向洋駅周辺青崎土地区画整理審議�

会委員の選挙に使用する選挙人名簿を公衆�

の縦覧に供する� 111

〇広島高速道路の料金及び料金の徴収期間の�

届出� 111

〇都市再開発法による市街地再開発組合の事�

業計画の変更の認可� 111

〇都市再開発法による広島駅南口Ｃブロック�

市街地再開発組合の事業計画の変更の認可� 111

〇土地改良事業の工事の完了� 111

選 管 告 示

〇平成２７年３月２日現在における地方自治�

法及び市町村の合併の特例に関する法律に�

よる各種直接請求並びに地方教育行政の組�

織及び運営に関する法律による委員の解職�

請求をするに必要な選挙人の数� 112

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙における候補者がポスター掲示場にポ�

スターを掲示することができる日� 112

〇平成２７年３月２８日現在における地方自�

治法及び市町村の合併の特例に関する法律�

による各種直接請求並びに地方教育行政の�
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住所及び生年月日（東区）� 115

〇公職選挙法による，平成２７年４月２日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

所及び生年月日（東区）� 115

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙におけるポスター掲示場の設置（東区）� 115

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（東区）� 115

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（東区）� 115

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（東区）� 115

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（東区）� 115

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�

において選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（南区）� 116

〇公職選挙法による，平成２７年４月２日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

所及び生年月日（南区）� 116

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙におけるポスター掲示場の設置（南区）� 116

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（南区）� 116

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（南区）� 116

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（南区）� 116

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（南区）� 117

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�

において選挙人名簿に登録した者の氏名，�

組織及び運営に関する法律による委員の解�

職請求をするに必要な選挙人の数� 112

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における候補者１人につき選挙運動に関し�

て支出できる金額� 113

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における選挙会の場所及び日時� 113

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における選挙公報の掲載順序を定めるくじ�

を行う場所及び日時� 113

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における選挙長及びその職務を代理すべき�

者� 113

〇広島市選挙管理委員会告示第９号の表の一�

部の変更� 113

〇農業委員会等に関する法律（所属の選挙区�

における選挙された農業委員会の委員の解�

任）の規定による選挙権を有する者の総数�

の２分の１の数� 113

区 選 管 告 示

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�

において選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（中区）� 113

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島県議�

会議員一般選挙，広島市議会議員一般選挙�

及び広島市長選挙におけるポスター掲示場�

の設置（中区）� 114

〇公職選挙法による，平成２７年４月２日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

所及び生年月日（中区）� 114

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（中区）� 114

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（中区）� 114

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（中区）� 114

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（中区）� 114

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�

において選挙人名簿に登録した者の氏名，�
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において選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（安佐北区）� 119

〇公職選挙法による，平成２７年４月２日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

所及び生年月日（安佐北区）� 119

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙におけるポスター掲示場の設置（安佐�

北区）� 119

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（安佐北区）� 119

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安佐北区）� 120

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（安佐北区）� 120

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（安佐北区）� 120

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�

において選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（安芸区）� 120

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙におけるポスター掲示場の設置（安芸�

区）� 120

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（安芸区）� 120

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安芸区）� 121

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（安芸区）� 121

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（安芸区）� 121

〇公職選挙法による，平成２７年４月２日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

住所及び生年月日（西区）� 117

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙におけるポスター掲示場の設置（西区）� 117

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（西区）� 117

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（西区）� 117

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（西区）� 117

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（西区）� 117

〇公職選挙法による，平成２７年４月２日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

所及び生年月日（西区）� 118

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�

において選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（安佐南区）� 118

〇公職選挙法による，平成２７年４月２日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

所及び生年月日（安佐南区）� 118

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙におけるポスター掲示場の設置（安佐�

南区）� 118

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（安佐南区）� 118

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安佐南区）� 118

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（安佐南区）� 119

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（安佐南区）� 119

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�
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部を改正する規則（第１号）� 123

〇初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則�

の一部を改正する規則（第２号）� 124

〇広島市教育長の営利企業等の従事制限に関�

する規則（第３号）� 124

教 委 規 則

〇博物館の登録に関する規則（第３号）� 124

〇広島市教育委員会会議規則等の一部を改正�

する等の規則（第４号）� 125

〇広島市教育長の勤務時間，休暇等及び職務�

専念義務の特例に関する条例施行規則（第�

５号）� 126

〇広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一�

部を改正する規則（第６号）� 127

〇広島市教科用図書採択審議会規則の一部を�

改正する規則（第７号）� 127

〇広島市国際青年会館条例施行規則の一部を�

改正する規則（第８号）� 127

〇広島市立幼稚園園則の一部を改正する規則�

（第９号）� 127

〇広島市こども図書館条例施行規則の一部を�

改正する規則（第１０号）� 128

〇指導が不適切である教諭等の認定の手続，�

指導改善研修の実施等に関する規則の一部�

を改正する規則（第１１号）� 128

教 委 告 示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 128

〇広島市教育委員会議（臨時会）の開催� 128

水 道 局 規 程

〇広島市水道局職員の特殊勤務手当に関する�

規程の一部を改正する規程（第１号）� 128

〇広島市水道局就業規則等の一部を改正する�

規程（第２号）� 129

〇広島市水道局職務権限規程の一部を改正す�

る規程（第３号）� 129

〇広島市水道局事務分掌規程等の一部を改正�

する規程（第４号）� 130

監 査 公 表

〇広島市職員に関する措置請求に係る監査結�

果について� 130

〇監査の結果（指摘事項）に対する措置事項�

及び監査の意見に対する対応結果の公表� 133

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公�

表� 135

〇広島市職員に関する措置請求に係る監査結�

果について　２件� 136

正 誤

所及び生年月日（安芸区）� 121

〇公職選挙法による，平成２７年３月２８日�

において選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（佐伯区）� 121

〇平成２７年４月１２日執行予定の広島市長�

選挙におけるポスター掲示場の設置（佐伯�

区）� 121

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の設置（佐伯区）� 121

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における期日前投票所の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（佐伯区）� 122

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における投票記載所の候補者の氏名等の掲�

示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び�

日時（佐伯区）� 122

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における開票に関し，候補者から届出のあ�

った開票立会人となるべき者が１０人を超�

えるときのくじ又は同一の政党その他の政�

治団体に属する候補者の届出に係るものが�

３人以上あるときのくじを行う場所及び日�

時（佐伯区）� 122

〇公職選挙法による，平成２７年４月３日に�

おいて選挙人名簿に登録した者の氏名，住�

所及び生年月日（佐伯区）� 122

区選管委員長告示

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（中区）� 122

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（東区）� 122

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（南区）� 122

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（西区）� 123

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（安佐�

南区）� 123

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（安佐�

北区）� 123

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（安芸�

区）� 123

〇平成２７年４月１２日執行の広島市長選挙�

における不在者投票の投票記載場所（佐伯�

区）� 123

人事委員会規則

〇職員の勤務時間，休暇等に関する規則の一�
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　�トル以内のもの（３階以上の部分をそ
の用途に供するものを除く。）
⑽�　前各号の建築物に附属するもの（令�
第１３０条の５各号に掲げるものを除
く。）

複合施設
地区Ａ及
び複合施
設地区Ｂ

　次に掲げる建築物は，建築してはなら
ない。
⑴　自動車教習所
⑵�　畜舎（床面積の合計が１５平方メー
トルを超えるもの（店舗等に附属する
ものを除く。）に限る。）
⑶�　勝馬投票券発売所，場外車券売場そ
の他これらに類するもの
⑷�　カラオケボックスその他これに類す
るもの（鉄筋コンクリート造り等の遮
音上有効な建築物内に設けるものを除
く。）
⑸�　法別表第２へ項に掲げる建築物
⑹�　風営法第２条第１項に規定する風俗
営業に係る建築物
⑺�　店舗，飲食店その他これらに類する
用途に供するものでその用途に供する
部分の床面積の合計が３，０００平方
メートルを超えるもの

商業・業
務地区

　次に掲げる建築物は，建築してはなら
ない。
⑴　住宅
⑵　自動車教習所
⑶�　畜舎（床面積の合計が１５平方メー
トルを超えるもの（店舗等に附属する
ものを除く。）に限る。）
⑷�　勝馬投票券発売所，場外車券売場そ
の他これらに類するもの
⑸�　カラオケボックスその他これに類す
るもの（鉄筋コンクリート造り等の遮
音上有効な建築物内に設けるものを除
く。）
⑹�　法別表第２ち項に掲げる建築物
⑺�　風営法第２条第１項第１号から第７
号までに掲げる風俗営業又は同条第６
項に規定する店舗型性風俗特殊営業に
係る建築物

流通・業
務地区

　次に掲げる建築物は，建築してはなら
ない。
⑴　住宅
⑵　自動車教習所
⑶�　畜舎（床面積の合計が１５平方メー
トルを超えるもの（店舗等に附属する
ものを除く。）に限る。）
⑷�　勝馬投票券発売所，場外車券売場そ
の他これらに類するもの
⑸�　カラオケボックスその他これに類す
るもの（鉄筋コンクリート造り等の遮
音上有効な建築物内に設けるものを除
く。）
⑹�　風営法第２条第１項に規定する風俗
営業に係る建築物
⑺　法別表第２ぬ項に掲げる建築物
⑻�　店舗，飲食店その他これらに類する
用途に供するものでその用途に供する
部分の床面積の合計が３，０００平方
メートルを超えるもの

付帯施設
地区

　都市計画法施行令第２９条の７第１号
に定める道路管理施設，休憩所又は給油
所等である建築物以外の建築物は，建築
してはならない。

保全地区 　巡査派出所，公衆電話所又は令第１３�
０条の４に定める公益上必要な建築物及

条 例
広島市条例第１号

平成２７年３月１３日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関する条例（平成８年広島市条例第７

号）の一部を次のように改正する。

　第６条第１項第５号中「第１３７条の１８第２項」を「第

１３７条の１９第２項」に改める。

　別表第１に次のように加える。

� 西風新都石
内東地区

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計
画）西風新都石内東地区地区計画のうち，
地区整備計画が定められた区域

　別表第２に次のように加える。

�　西風新都石内東地区

建築制限
の事項　 区分地区 建築制限の内容

建築物の
用途の制
限

低層専用
住宅地区
Ａ

　次に掲げる建築物以外の建築物は，建
築してはならない。
⑴�　住宅（住戸数が３以上の長屋を除
く。）
⑵�　兼用住宅（令第１３０条の３に規定
する住宅をいう。）
⑶�　共同住宅（住戸数が２のものに限
る。）
⑷　集会所
⑸　幼稚園
⑹　保育所その他これに類するもの
⑺　診療所
⑻�　巡査派出所，公衆電話所又は令第１�
３０条の４に定める公益上必要な建築
物
⑼�　前各号の建築物に附属するもの（令
第１３０条の５各号に掲げるものを除
く。）

低層専用
住宅地区
Ｂ

　次に掲げる建築物以外の建築物は，建
築してはならない。
⑴　住宅
⑵�　兼用住宅（令第１３０条の３に規定
する住宅をいう。）
⑶　共同住宅，寄宿舎又は下宿
⑷　集会所
⑸　幼稚園
⑹　保育所その他これに類するもの
⑺　診療所
⑻�　巡査派出所，公衆電話所又は令第１�
３０条の４に定める公益上必要な建築
物
⑼�　令第１３０条の５の２各号に掲げる
用途に供するものでその用途に供する
部分の床面積の合計が１５０平方メー



―１０―　第１０１９号� 平成２７年４月３０日広　　島　　市　　報

⑶�　前２号の規定は，次に掲げる建築物
又は建築物の部分については，適用し
ない。
　ア�　ポーチ等で出入りのための通行専
用と認められる建築物の部分

　イ　簡易な構造の自動車車庫
　ウ�　物置その他これに類する用途に供
する建築物の部分で，次に掲げる要
件に該当するもの

　　ア�　軒の高さが２．３メートル以下
で，かつ，床面積の合計が５平方
メートル以内であること。

　　イ�　建築物の部分の水平投影の前面
道路に面する長さを敷地の前面道
路に接する部分の水平投影の長さ
で除した数値が５分の１以下であ
ること。

　エ�　巡査派出所，公衆電話所又は令第
１３０条の４第４号若しくは第５号
に掲げるもの

　オ　門又は塀
　カ�　アからオまでに掲げるもののほ
か，建築物の部分で高さが１．２メ
ートル以下のもの

商業・業
務地区及
び流通・
業務地区

⑴�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面から道路の境界線（隅切部分を除
く。）及び隣地境界線までの距離
は，次に掲げる区分に応じ，それぞれ
に定める数値以上としなければならな
い。
　ア�　幅員６メートル以上１２メートル
未満の道路　２メートル

　イ�　幅員１２メートル以上１４メート
ル未満の道路　３メートル

　ウ�　幅員１４メートル以上の道路　５
メートル

　エ　隣地境界線　１．５メートル
⑵�　前号の規定は，次に掲げる建築物又
は建築物の部分については，適用しな
い。
　ア�　ポーチ等で出入りのための通行専
用と認められる建築物の部分

　イ�　簡易な構造の自動車車庫
　ウ�　立体遊歩道その他これに類する施
設

　エ�　道路の境界線又は隣地境界線を挟
んで一体的に利用される互いの建築
物の部分

　オ�　物置その他これに類する用途に供
する建築物の部分で，次に掲げる要
件に該当するもの

　　ア�　軒の高さが２．３メートル以下
で，かつ，床面積の合計が５平方
メートル以内であること。

　　イ�　建築物の部分の水平投影の前面
道路に面する長さを敷地の前面道
路に接する部分の水平投影の長さ
で除した数値が５分の１以下であ
ること。

　　ウ�　建築物の部分から前面道路の境
界線までの距離が１メートル以上
であること。

　カ�　巡査派出所，公衆電話所又は令第
１３０条の４第４号若しくは第５号
に掲げるもの

　キ　門又は塀
　ク�　アからキまでに掲げるもののほ
か，建築物の部分で高さが１．２メ
ートル以下のもの

びこれらに附属するもの（令第１３０条
の５各号に掲げるものを除く。）以外の
建築物は，建築してはならない。

建築物の
敷地面積
の最低限
度

低層専用
住宅地区
Ａ，低層
専用住宅
地区Ｂ及
び複合施
設地区Ａ

　１６５平方メートルとする。ただし，
次に掲げる建築物の敷地については，こ
の限りでない。
⑴　集会所
⑵�　巡査派出所，公衆電話所又は令第１�
３０条の４に定める公益上必要な建築
物

複合施設
地区Ｂ

　３００平方メートルとする。ただし，
次に掲げる建築物の敷地については，こ
の限りでない。
⑴　集会所
⑵�　巡査派出所，公衆電話所又は令第１�
３０条の４に定める公益上必要な建築
物

商業・業
務地区

　１，０００平方メートルとする。ただ
し，巡査派出所，公衆電話所又は令第１�
３０条の４に定める公益上必要な建築物
の敷地については，この限りでない。

流通・業
務地区

　３００平方メートルとする。ただし，
巡査派出所，公衆電話所又は令第１３０
条の４に定める公益上必要な建築物の敷
地については，この限りでない。

壁面の位
置の制限

低層専用
住宅地区
Ａ及び低
層専用住
宅地区Ｂ

⑴�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面から道路の境界線（隅切部分を除
く。）及び隣地境界線までの距離
は，１メートル以上としなければなら
ない。
⑵�　前号の規定は，次に掲げる建築物又
は建築物の部分については，適用しな
い。
　ア�　ポーチ等で出入りのための通行専
用と認められる建築物の部分

　イ　簡易な構造の自動車車庫
　ウ�　物置その他これに類する用途に供
する建築物の部分で，次に掲げる要
件に該当するもの

　　ア�　軒の高さが２．３メートル以下
で，かつ，床面積の合計が５平方
メートル以内であること。

　　イ�　建築物の部分の水平投影の前面
道路に面する長さを敷地の前面道
路に接する部分の水平投影の長さ
で除した数値が５分の１以下であ
ること。

　エ�　巡査派出所，公衆電話所又は令第
１３０条の４第４号若しくは第５号
に掲げるもの

　オ�　門又は塀
　カ�　アからオまでに掲げるもののほ
か，建築物の部分で高さが１．２メ
ートル以下のもの

複合施設
地区Ａ及
び複合施
設地区Ｂ

⑴�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の
面から道路の境界線（隅切部分を除
く。）及び隣地境界線までの距離
は，次に掲げる区分に応じ，それぞれ
に定める数値以上としなければならな
い。
　ア�　幅員１４メートル未満の道路　１
メートル

　イ�　幅員１４メートル以上の道路　３
メートル

　ウ　隣地境界線　１メートル
⑵�　住宅（住戸数が１のものに限
る。）に対する前号イの規定の適用に
ついては，同号イ中「３メートル」と
あるのは，「１メートル」とする。


