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環境保全区域における行為の制限に係る許可基準の改定について 

仙台市広瀬川清流保全審議会 

・これまでの経緯 

 

・許可基準の改定案に関する 

 パブリックコメント結果 

 

・その他の改定事項 

 

・今後のスケジュール 

第45回仙台市広瀬川清流保全審議会 
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2 これまでの経緯 

平成27年2月 第41回審議会 

▶課題の報告 

平成27年8月 第42回審議会 

▶専門委員会の設置 
（第1回Ｈ27.12～第6回Ｈ29.3） 

平成28年6月 第43回審議会 

▶専門委員会の検討内容の中間報告 
 （課題整理・基準改定の方向性） 
▶市長より審議会へ諮問 
 （許可基準のあり方） 

平成29年5月 第44回審議会・答申式 

▶答申案について審議 
▶審議会より市長へ答申 

平成29年7月～8月 

▶パブリックコメントの募集 

現在の基準 

緑化のための土地 
（保全用地）を 
30％以上確保する 

課題 

保全用地の 
緑化が効果的に 
進んでいない 

緑化が実際的に 
進んでいくよう 
基準を改定する 

検討結果 

平成29年11月 第45回審議会 

▶パブリックコメントの結果 
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3 許可基準の改定案に関するパブリックコメント結果 

建築行為等の許可基準の改定案について 

敷地内に確保する保全用地（緑化のための土地）の面積の基準の改定 
 

 改定点① 緑化を推進するための仕組みの導入 
 改定点② 区域特性に応じたきめ細かい基準 

件数 

改定に関する意見 1件 

改定点①に関する意見 4件 

改定点②に関する意見 １件 

その他の意見 4件 

改定案 
 

修正なし 

パブリックコメント集計結果：１０件【３（人・団体）】 

改定に関する意見（１件） 

意見（概要） 本市の考え方 

１ 
 河川法や建築基準法などの法令に即して
いるのか。 
 関連法令を検討したか。 

・独自条例 
・関連法令を参考に検討 

4 

「改定点①緑化を推進するための仕組みの導入」に関する意見（４件） 

許可基準の改定案に関するパブリックコメント結果 

意見（概要） 本市の考え方 

１ 
 この改正で木を植える考えになるかなど，
規制を受ける地権者の意見も大切にしてほ
しい。 

・地権者等へのアンケート 

２ 
 住民が高齢になると木の維持管理が大変。 
 支援が必要ではないか。 

・緑化の相談窓口 
・維持管理の情報提供 

３ 
 建築時に植えても後で伐採されるのでは
ないか。悪用されないよう対策が必要。 

・適切な管理の依頼 

４ 
 河川沿いの緑化などは維持されるのか。 
 対策を講じるべき。 

一般部
道路沿い
公園沿い

河川沿い

裸地（土の状態） 1.0

地被類等 1.1

樹木（低木） 1.2 1.6 2.1

樹木（中木） 1.3 1.8 2.4

樹木（高木） 1.7 2.3 3.0

土地の状態

裸地，地被類等は配置による区別をしません。
（一般部と同じ扱いとします）

配置

面積割増の補正係数 
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「改定点②区域特性に応じたきめ細かい基準」に関する意見（１件） 

許可基準の改定案に関するパブリックコメント結果 

意見（概要） 本市の考え方 

１ 

 特別環境保全区域の42％には賛成 
 第一種環境保全区域の30％，24％には
反対 
 第二種環境保全区域の24％には反対 
・環境保全区域の定義に適合しているのか。 
・条例の趣旨に適合しない建築物が建った
り，高度な土地利用がされたりしないか。 

・区域特性に応じた率 
・高さや建ぺい率は改定しない 

市街化調整区域
第一種、二種
低層住居

第一種、二種
中高層住居

第一種、二種
住居地域

準住居地域 準工業地域 工業地域 近隣商業地域 商業地域

特別
環境保全区域

42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42%

第一種
環境保全区域

36% 36% 30% 30% 30% 30% 30% 24% 24%

第二種
環境保全区域

30% 30% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

用途地域等

環
境
保
全
区
域

必要保全率 

その他の改定事項 
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 ３ 用語の定義 
 
 ４ 屋上緑化を保全用地とみなす場合のルール 
 
 ５ アクセント色を使用する場合への対応 
 
 ６ 学術研究のための伐採への対応 
 
 ７ 形式的な審査が適切ではない場合への対応 

 １ 形状が特殊な土地への対応 
 
 ２ 樹木の更新への対応 

運用事項の 
明文化 

改定に 
関連した 
取扱の整理 
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7 １ 形状が特殊な土地への対応 

 概要 
 旗竿地（通路の部分だけで道路に接する敷地）の場合， 
 通路の部分を除いた敷地の面積を基準にして， 
 必要とする保全用地の面積を算定できるものとする 

 行為の制限の種別  工作物の新築，改築，増築 

 関連条文  施行規則 第１４条 

通路の部分を除いた敷地の
面積を基準にできる 

改定 敷地全体の面積を基準にする 現行 

 

通路部分の面積を控除できる 
 

▶宅地に利用できる部分の 
 面積を基準に保全用地を確保 

通路部分 
を除いた 
敷地の 
○○％ 

保全用地 
 

敷地全体 
の○○％ 

 

通路部分の面積も含める 
 

▶宅地に利用できない部分の 
 面積分も保全用地を確保 

幅4ｍ
分まで 

8 ２ 樹木の更新への対応 

 概要 
 維持管理が困難な樹木については， 
 代替樹木への更新を認める  

 行為の制限の種別  木竹の伐採 

 関連条文  施行規則 第１４条 

高さが3ｍ又は5ｍを超える樹木の伐採 

特別環境保全区域・河川に接する土地 

改定 

原則不可 

現行 

 適切な維持管理が困難な場合 ▶ 代替樹木への更新を認める 

住民が植えた植栽が大きくなっても 
伐採できない 

伐採できない樹木の樹高 

管理のために高所作業車が必要なものなど 

第一種環境保全区域・第二種環境保全区域 
の河川に接していない土地 

5ｍ 
3ｍ 
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9 ３～７ 運用事項の明文化  

 ３ 用語の定義 

 行為の制限の種別  全般 

 「工作物」の定義 
 ▶環境，景観の保全に影響を与える恐れのあるものを定める 
  ・建築物 ・堀 ・柵 ・擁壁 ・煙突 ・柱 ・照明灯 ・記念碑 
  ・彫刻 ・橋梁 ・太陽光発電施設 ・埋設管 …等 

 「宅地の造成」の定義 
 ▶宅地造成等規制法を準用して定める 
  ・宅地において行う高さ２ｍを超える崖の生じる切土 
  ・宅地において行う高さ１ｍを超える崖の生じる盛土 …等 

 ４ 屋上緑化を保全用地とみなす場合のルール 

 行為の制限の種別  工作物の新築，改築，増築 

 屋上緑化部分を保全用地とみなして保全用地の面積として計上する場合 
 ▶必要保全面積の半分を上限とする  

10 ３～７ 運用事項の明文化  

 ６ 学術研究のための伐採への対応 

 行為の制限の種別  木竹の伐採 

 植物園などで行われるような学術研究のための伐採 
 ▶樹高などの基準を適用せず，伐採を認める 

 ７ 形式的な審査が適切でない場合への対応 

 行為の制限の種別  全般 

 数値等で定められた基準を形式的・機械的に適用することが適切でない場合 
 ▶環境保全へ及ぼす影響を総合的に判断する 

 ５ アクセント色の使用への対応 

 行為の制限の種別  工作物の新築，改築，増築，移転，色彩の変更 

 工作物の外壁や屋根の一部に基準の範囲外の色彩を使用する場合 
 ▶各面の面積の10％を上限とする  
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11 今後のスケジュール 

平成29年11月 第45回審議会 

▶パブリックコメントの結果報告 

平成29年12月（予定） 

▶施行規則・実施要領の改正 
▶改定内容の周知 

平成30年7月（予定） 

▶施行（改定後の許可基準の適用） 


