
江東区マンション等建設指導要綱 

平成１４年４月１５日 １４江都住第６４号 

改正 平成１７年７月２０日 １７江都住第３４２号 

第１章  総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、一定規模以上のマンション、ワンルームマンション及び業務用建築物の建

設事業を行う事業者に対して、江東区住宅基本条例（平成５年１２月江東区条例第５５号）に

基づき区が必要な指導を行い、事業者と区が協働して、良好な住宅・住環境の整備と市街地環

境の形成を促進し、安全で快適なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、法令に定めがある場合を除き、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 事業者 マンション、ワンルームマンション、業務用建築物の建設事業を行う者及び行お

うとする者をいう。 

(2) マンション 世帯用の住戸を主用途とする建物（社宅を含む）をいう。 

(3) ワンルームマンション 単身用の住戸を主用途とするワンルーム形式の居室の建物（社宅

を含む）をいう。 

(4) 業務用建築物 事務所を主用途とする建物をいう。 

(5) 公開スペース 敷地内の空地のうち、日常一般に公開される、計画敷地の前面道路等に沿

って設けられる歩行者用の空地（以下「歩道状空地」という。）及び一団の広場状空地をい

う。 

(6) 緑地  敷地内に事業者が自ら管理する植栽、生け垣等をいう。 

（適用範囲）  

第３条 この要綱は、次の各号のいずれかに係る事業について適用する。 

(1) マンション等建設事業 計画戸数が２０戸以上（同一事業者が同一敷地内において行う２

以上の事業によって、その規模が２０戸以上になるものを含む。）かつ、地上階３以上のマ

ンション又はワンルームマンションの建設事業 

(2) 業務用建築物建設事業 敷地面積１，０００㎡以上を有し、延べ面積３，０００㎡以上か

つ地上階３以上の業務用建築物の建設事業 

(3) 前２号に定める事業以外のもので、３年以内にその隣接する敷地に同一事業者が行う事業

により、それらと合わせ全体として前２号に定める規模の事業となるもの 



（要綱の準用） 

第４条  この要綱は、国及び地方公共団体等が行う事業で、法令等により区と協議を行うものに

ついても準用するものとする。 

（事業者の責務） 

第５条  事業者は、江東区基本構想及びこれに基づく計画並びに都市計画マスタープラン、住宅

マスタープランとの整合を図るよう、努めるものとする。 

２  事業者は、公共施設への円滑な受入のため、建設時期、計画戸数、規模及び通学する学校等

の調整に協力するものとする。 

３  事業者は、児童等の出現率についての対策に協力するものとする。 

（福祉のまちづくり） 

第６条 事業者は、東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第３３号）等の趣旨に適

合するよう努めるものとする。 

（都市景観） 

第７条 事業者は、建物のデザイン、色彩等を周辺環境に調和させるとともに、良好な都市景観

の創出に努めるものとする。 

（建物の名称） 

第８条 事業者は、建築物の名称に地名を用いる場合は、建設地の地名を使用するように努める

ものとする。 

第２章    事前協議 

（事前協議） 

第９条  事業者は、この要綱に定める事項について、法令に基づく申請前に、あらかじめ区と協

議しなければならない。 

（覚書等の締結） 

第１０条 この要綱に基づいて、区と事業者との間で協議した事項については、覚書等を締結す

るものとする。 

２ 事業者は、覚書等の内容について入居者、管理組合等への周知を図るものとする。 

（協議内容の変更） 

第１１条 事業者は、協議内容を変更しようとする場合は、あらかじめ、区と協議しなければな

らない。 

（工事完了等の報告） 

第１２条 事業者は、工事が完了したときは、その旨を区に報告するものとする。 



２ 事業者は、工事又は計画を中止したときは、その旨を区に報告するものとする。 

第３章    施設整備 

（道路の整備） 

第１３条 事業者は、事業を区等の道路計画に整合させるものとし、道路の設計施工基準、管理

方法及び用地提供等について、道路管理者と協議するものとする。 

（細街路の拡幅整備） 

第１４条 事業者は、計画敷地が建築基準法第４２条第２項に定める道路に接する場合は、その

細街路拡幅整備を区と協議のうえ行うものとする。 

（公開スペースの整備） 

第１５条  事業者は、次の表により敷地内の接道部分又は水辺等に、区と協議のうえ、公開スペ

ースを整備するものとする。 

 

敷地面積 算定式 

500㎡以上1,000㎡未満 敷地面積×（１－建ぺい率）×0.1以上 

1,000㎡以上3,000㎡未満 敷地面積×（１－建ぺい率）×0.15以上 

3,000㎡以上5,000㎡未満 敷地面積×（１－建ぺい率）×0.2以上 

5,000㎡以上10,000㎡未満 敷地面積×（１－建ぺい率）×0.25以上 

10,000㎡以上 敷地面積×（１－建ぺい率）×0.3以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事業者は、区と協議のうえ、前項に定める公開スペースを接道部分に原則として幅員２ｍ以

上の歩道状空地又は道路に接した面積１５０㎡以上の広場状空地として整備するものとする。 

３ 事業者は、水辺（潮風）の散歩道と関連する公開スペースを整備する場合、水辺との一体性、

連続性をもったものとするよう努めなければならない。 

４ 事業者は、前３項により整備した公開スペースに、区と協議のうえ、現地表示を行うものと

する。 

（緑地の整備） 

第１６条 事業者は、前条に規定する公開スペースと調和がとれるよう江東区みどりの条例（平

成１１年１２月江東区条例第３６号）に基づき緑地を整備するものとする。 

 



（壁面後退） 

第１７条 事業者は、隣地境界に面する外壁面については、境界線から有効で５０cm以上後退

させるものとする。ただし、法令等により区がやむを得ないと認めた場合は、この限りでは

ない。 

（自動車駐車場の設置） 

第１８条 事業者は、次の各号に定める基準により、歩行者等の通行の安全を考慮して、自動車

駐車場（以下「駐車場」という。）を敷地内に設置しなければならない。 

(1) マンション建設事業においては次表の基準による。 

 

住宅戸数 設置台数 

40戸未満 住宅戸数×10％以上 

40戸以上100戸未満 住宅戸数×20％以上 

100戸以上200戸未満 住宅戸数×30％以上 

200戸以上 住宅戸数×40％以上 

 

 

 

 

 

(2) ワンルームマンション建設事業においては次表の基準による。 

 

敷地面積 設置台数 

500㎡未満 ２台以上 

500㎡以上 住宅戸数×10％以上 

 

 

 

 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合で、前項に定める台数の確保が困難と認められるときは、

設置台数を緩和できる。 

(1) 計画敷地が商業地域又は近隣商業地域にある場合 

（2) マンション及びワンルームマンションが高齢者住宅等で自動車保有率が低いと認められ

る場合 

（3） その他区長がやむを得ないと認めた場合 

３ 事業者は、業務用建築物建設事業において、東京都駐車場条例（昭和３３年東京都条例第７

７号）に定める基準以上の駐車場を、敷地内に設置しなければならない。ただし、マンション

及びワンルームマンションとの合築の場合は、住宅の部分については前２項の規定を適用する。 

４ 前３項のほか、マンション及びワンルームマンション建設事業において、店舗、事務所等が

併設されている場合は、その床面積３００㎡に付き１台の駐車場を別に設置しなければならな



い。ただし、駐車場を別に設置することが困難と認められる場合は、この限りでない。 

（自転車置場の設置） 

第１９条 事業者は、マンション及びワンルームマンション建設事業において、次の表に定める

基準により、自転車置場を敷地内に設置しなければならない。 

 
マンション ワンルームマンション 

１戸当たり２台以上 １戸当たり１台以上 

 

 

２ 次の各号のいずれかに該当する場合で、前項に定める台数の確保が困難と認められるときは、

設置台数を緩和できる。 

(1) 計画敷地が商業地域又は近隣商業地域にある場合 

(2) マンション及びワンルームマンションが高齢者住宅、社宅等で自転車保有率が低いと認め

られる場合 

(3) その他区長がやむを得ないと認めた場合 

（自動二輪車置場の設置） 

第２０条 事業者は、ワンルームマンション建設事業において、原則として住宅戸数の１０％以

上の台数を収容できる自動二輪車及び原動機付自転車置場（以下「自動二輪車置場」という。）

を、敷地内に設置しなければならない。ただし、敷地面積５００㎡未満の場合は、住宅戸数の

５％以上とする。 

２ 前項に定める自動二輪車置場は、前条に定める自転車置場の台数に加算することができる。 

（ゴミ置場の設置） 

第２１条 事業者は、管轄の清掃事務所と協議し、敷地内にゴミ置場を設置するものとする。 

（ＣＡＴＶ等の活用） 

第２２条 事業者は、ＣＡＴＶ等の活用ができる施設の整備に努めるものとする。 

第４章 災害対策 

（安全対策） 

第２３条 事業者は、地震対策として窓ガラス、壁面取付物等が落下しないように、十分な安全

対策を講ずるよう努めなければならない。 

２ 事業者は、壁面及び天井を家具の転倒防止対策が可能な構造とするほか、引き戸の活用等に

よる室内の落下物の安全対策に努めなければならない。 

（生け垣の活用） 

第２４条 事業者は、敷地境界には生け垣を可能な限り活用するものとする。 



（災害用格納庫の設置） 

第２５条 事業者は、マンション及びワンルームマンション建設事業において、居住者用の災害

対策用資機材等を保管するため、別に定める基準により災害用格納庫を共用部分に設置するも

のとする。 

２  ２００戸以上のマンションの建設を計画している事業者は、災害用格納庫の地域開放につい

て、区と協議するものとする。 

（消防水利） 

第２６条 事業者は、区及び管轄の消防署と協議し、貯水槽の設置に努め、消防水利の指定を受

けるものとする。 

第５章 商業施設 

（商業施設） 

第２７条 事業者は、商業施設を併設する場合、区と協議を行うものとする。 

第６章 環境対策 

（土壌汚染対策） 

第２８条 敷地面積１，０００㎡以上を有する事業者は、区と協議の上、土壌汚染対策に努める

ものとする。 

（資源の有効活用） 

第２９条  事業者は、環境に配慮した太陽熱、雨水等の資源を有効に利用できるような施設の整

備に努めるものとする。 

第７章 住環境等 

（住戸規模等） 

第３０条 事業者は、次に定める基準により、住戸の専用面積及び天井の高さ等について、快適

な生活を営むうえで必要な居住空間の確保に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

世帯用 

区分 ２人用 

２ＤＫ 

３人用 

３ＤＫ 

４人用 

４ＤＫ 

誘導面積 55㎡以上 75㎡以上 91㎡以上 

天井高 2.3ｍ以上 

 

 



（居住環境の確保） 

第３１条 事業者は、区と協議のうえ快適な居住環境の確保に努めるものとする。 

（集会所の設置） 

第３２条 事業者は、マンション建設事業において、居住者の利用に供するため、別に定める基

準により集会所を設置するものとする。 

２ ２００戸以上のマンション建設の計画をしている事業者は、集会所の地域開放について、区

と協議するものとする。 

（コミュニティスペースの設置） 

第３３条 事業者は、ワンルームマンション建設事業において、居住者の良好なコミュニティ形

成を推進するため、談話コーナー等のコミュニティスペースをエントランスホール等に設置す

るよう努めるものとする。 

（公共施設整備等の協力の要請） 

第３４条 区は、公共施設への受入を計画的に進めるため、マンション建設を含んだ、概ね２０

ha 以上の開発を計画しているものに対して、計画段階で、概ね１ha 以上の学校用地の提供等

の協力を求めるものとする。 

２  区は、事業者に対して、用地提供、公共施設整備、民設民営での施設整備等について、協力

を求めるものとする。 

（公共施設整備協力金の要請） 

第３５条 区は、マンション建設事業者に対して、マンション建設により必要となる公共施設へ

の受入等の対策を講じるため、次に定める基準により公共施設整備協力金（以下「協力金」と

いう。）を求めるものとする。 

 

住宅戸数 金  額 

30戸以上 125万円／戸×（住宅戸数-29戸） 

 

 

 

２ 区は、前条により、マンション建設事業者から用地、施設の無償提供等があった場合、前項

に定める金額を減じることができるものとする。 

（住居の防犯対策） 

第３６条 事業者は、マンション及びワンルームマンション建設事業において、東京都安全・安

心まちづくり条例（平成１５年東京都条例第１１４号）等に関する事項について、所轄の警察

と協議するものとする。 



（地元割当） 

第３７条 事業者は、マンション及びワンルームマンションの分譲にあたり、地元割当について

区と協議するものとする。 

（管理人室の設置） 

第３８条 事業者は、マンション及びワンルームマンション建設事業において、建物の出入口を

見通せる場所に、適切な規模の管理人室を設置するものとする。ただし、マンション及びワン

ルームマンションが賃貸であり、所有者自ら管理人を務め、かつ同一建物に居住する場合は、

この限りではない。 

（管理体制） 

第３９条 事業者は、マンション及びワンルームマンション建設事業において、適切な管理がで

きる体制の確保について管理組合及び管理業者等を指導するものとする。 

（管理に関する表示） 

第４０条 事業者は、マンション及びワンルームマンション建設事業において、エントランスホ

ール等の見やすい場所に管理人の不在時及び緊急時における連絡先等を記載した表示板を設

置するものとする。 

（管理規約等） 

第４１条 事業者は、マンション及びワンルームマンション建設事業において、良好な近隣関係

及び生活環境を保持するため、管理規約等を策定するよう努めるものとする。 

（地域コミュニティへの配慮） 

第４２条 事業者は、ワンルームマンション建設事業において、地域住民とマンション住民との

良好な地域コミュニティ形成に努めるものとする。 

（生活マナーの向上） 

第４３条 事業者は、ワンルームマンション建設事業において、ゴミの出し方や違法駐輪・駐車、

騒音の禁止等の生活マナーを規定した使用規則等を策定するものとする。 

（分譲マンション管理組合の設立） 

第４４条 事業者は、分譲マンションにおいて、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法

律第６９号）に定める管理組合等の設立を支援するものとする。 

（分譲マンション管理組合の登録） 

第４５条 事業者は、管理組合に対して、その管理状況等を江東区分譲マンション台帳に登録す

るよう求めるものとする。 

 



（勧告及び公表） 

第４６条 この要綱に基づく協議が整わない場合は、区は、この要綱の目的を達成するため、事

業者に対して必要な措置をとることを勧告することができる。 

２  区は、事業者が正当な理由がなく勧告に応じないときは、事業者の氏名、勧告、協議の経過

等の内容を江東区報等に公表することができる。 

 第８章 雑則 

（委任） 

第４７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。 

 

附 則  

この要綱は、平成１７年９月１日から施行する。 

 


