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論　説

大阪府における福祉のまちづくり
条例を取り巻く法的環境

持　田　夏　海

　平成４（1992）年から平成15（2003）年までに、すべての都道府県で「福

祉のまちづくり条例」が制定された。平成５（1993）年４月、大阪府は全国

で最初に、それを自主条例として施行した。

　「大阪府福祉のまちづくり条例」で最も特徴的な規定が、行政庁と事業者の

間の「事前協議」の手続きである。平成21（2009）年10月から「高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成18（2006）年６月公布。

通称、バリアフリー法）の委任を受けている本条例は、同法より広い対象に同

法より厳しい基準を適用するが、本条例の実効性の観点からは、その基準と同

等に｢事前協議｣の手続きも重要だと考えられる。

　本稿は、建築物の新設時に、行政庁が「行政指導」としての「事前協議」を

合理的に執行し得る法的環境を特定することを目的とする。

キーワード：福祉のまちづくり条例、事前協議、行政指導、建築確認制度、リ

ンケージ、法的環境
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The legal environment of the Barrier-Free Town 
Planning Ordinance in Osaka Prefecture

Natsumi MOCHIDA

　Between 1992 and 2003, Barrier-Free Town Planning Ordinances were 

created in all prefectures of Japan. In April 1993, Osaka Prefecture 

independently enforced the first such ordinance in Japan.

　The unique provision of the ordinance is that it requires the procedure 

of Prior Consultation between the municipal governments and building 

managers. Since October 2009, the ordinance has received delegation of 

the 2006 Act on Promotion of Smooth Transportation, etc. of Elderly 

Persons, Disabled Persons, etc. (known as the Barrier Free Law). 

Although the ordinance applies stricter standards, and covers broader 

subjects than the Act, it can be argued that the Prior Consultation 

procedure itself is as important as the Ordinance standards in terms of 

effectiveness.

　This paper outlines the legal environment that is necessary for 

reasonable enforcement of the Prior Consultation procedure as an 

administrative guidance before building construction.

Keywords：Barrier-Free Town Planning Ordinance, prior consultation, 

administrative guidance, building permit system, linkage of 

administrative procedures, legal environment



大阪府における福祉のまちづくり条例を取り巻く法的環境　（持田　夏海）

－　　－69

１．本稿の背景と目的

　高齢者や障害者の円滑な移動に配慮したハードの整備（以下、バリアフリー

化という）に関する最初の法律は、建築物を主たる整備対象とする、ハートビ

ル法（高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関

する法律、平成６（1994）年６月公布、９月施行）である。平成12（2000）

年には、公共交通機関の旅客施設等を整備対象とする、交通バリアフリー法

（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律）が制定された（同年５月公布、11月施行）。

　これらの二法を統合した内容を持つ、バリアフリー法（高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律）が制定されたのは、平成18（2006）年

のことである（同年６月公布、12月施行）。

　（１）自治立法に委ねられる建築物のバリアフリー化

　バリアフリー法３条１項に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」

（国家公安委員会、総務省、国土交通省告示、平成18（2006）年12月公布・

施行、平成23（2011）年３月改正公布・施行）は、「地方公共団体の責務及

び講ずべき措置」として、建築物のバリアフリー化について、自治体の裁量に

ついて定めている。「建築物の移動等円滑化に関しては、地方公共団体が所要

の事項を条例に定めることにより、地域の実情に応じた建築物の移動等円滑化

を図ることが可能な仕組みとなっているので、積極的な活用に努めることが必

要である」。

　バリアフリー化の対象となるハードとしては、建築物の他に道路、交通安全

施設、公園等が挙げられる。これら各種ハードのうち、官公庁が設置する建築

物、道路、交通安全施設、公園等のバリアフリー化については、まずは「公共

の福祉」（憲法13条）の観点から、また官公庁と住民の二極関係において、そ
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の設置にかかる財源が税金であることからも要請されるところであろう。

　これに対し、民間が設置する建築物については、その設置にかかる財源は主

に事業者の資金であるため、そのバリアフリー化を法的に義務付けることは、

事業者の財産権（憲法29条１項）と抵触し得る。このため、官公庁と事業者

と利用者の三極関係において、事業者の財産権を侵害しない立法及び行政が、

民間建築物のバリアフリー化に際しては求められることとなる。

　ここで本稿が扱うのが、「大阪府福祉のまちづくり条例」（以下、本条例とい

う）のうち、建築物のバリアフリー化に関する手続きである。本条例は、ハー

トビル法が公布・施行されるより前の、平成４（1992）年10月28日に公布、

平成５（1993）年４月１日に施行された１。「大阪府福祉のまちづくり条例施

行規則」（以下、本条例施行規則という）は平成５（1993）年１月29日に公

布され、本条例と同じく平成５（1993）年４月１日に施行されている。本条

例及び本条例施行規則の主な内容は、都市施設（本条例２条２項１号）を多数

の者が安全かつ容易に利用し得る（１条）ものに整備すべく、都市施設のバリ

アフリー化に配慮した基準や手続きについて定めるものである。

　本条例は自主条例として制定されたが、平成21（2009）年の改正（３月公

布、10月施行）により、バリアフリー法の委任条例部分と自主条例部分が併

存する内容となった。本条例は同改正により、自治体の付加条例を認める同法

14条３項に基づいて、「第３章　特別特定建築物及び建築物移動等円滑化基準」

において上乗せ・横出し・裾下げ条項を持つこととなり現在に至る２。

１　平成４（1992）年10月７日の大阪府議会（９月定例本会議）議事録、243 ～

246頁によれば、中川和雄・大阪府知事（当時）は全国知事会において、宮沢

喜一・内閣総理大臣（当時）に対し、「高齢者や障害をお持ちの方々を初め、だ

れもが自由に行動し社会活動に参加できる福祉のまちづくり」について、国と

しても法制化等に取り組むよう要請していた。

２　田村泰敏・千葉実・吉田勉編著：自治体政策法務、74頁（千葉実氏執筆部分）、
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　国による立法は「公共の福祉」に適合する限りで国民の「財産権」を保障す

るものであるため（憲法29条２項）、バリアフリー法は当然、その範囲で定め

られているものと考えられる。その同法が自治体の付加条例を認めていること

により、本条例の上乗せ・横出し・裾下げ条項は正当性を持つと考えられる。

　（２）適法かつ合理的な「行政指導」を行い難い既存施設

　本条例は、施行時に現存する都市施設（以下、既存施設という）について、

本条例の基準への適合状況を調査する「現況調査」（32条）、それを受けての

「改善計画の作成・届出」（33条）、「定期報告」（35条）を規定し、さらに必要

に応じて行うことができる「立入調査」（36条）を規定している。これらに関

する実績は、次のようになっている３。

　「現況調査」については、平成５（1993）年から平成７（1995）年にかけ

て25,612施設が実施対象となり、うち19,189施設から報告があった。それに

より改善が必要と判明したのは12,656施設であり、これに「改善計画の作成・

届出」が求められ、うち8,602施設（9,677棟）から届出があった。「改善計画

八千代出版、2009では、「一定規模や基準未満として法令の規制対象から外さ

れているものを規制する『スソ出し』、逆に法令の規制対象から一定規模以下の

ものを規制から外す『スソ切り』」として整理されている。本条例は、2000㎡

の規模に満たない特別特定建築物に対し、それより小さい規模を12条・別表で

定めて基準適合義務の対象としているから、上の整理に当てはめると『スソ出

し』条例となる。本稿ではこの考え方に従いつつ、山代義雄：参考文献ⅳ、261

頁で用いられている『裾下げ』という。

３　平成25（2013）年５月31日付で、大阪府から行政文書「『大阪府福祉のまち

づくり条例』にかかる事務の実施状況」（建企第1207‐2号）が公開された。こ

れには、平成５（1993）年度から平成24（2012）年度までの各年度における

本条例の「事前協議」、「現況調査」、「改善計画の作成・届出」、「定期報告」、「立

入調査」、「勧告」、「公表」、「意見の聴取」の実施状況が示されている。
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の届出」があった9,677棟のうち、平成22・23（2010・2011）年度中に改

善・廃業などを行ったものを除く5,802棟に対し、「定期報告」が求められ、

うち3,706棟から報告があった。

　大阪府は本条例施行当初、府内の既存施設は約６万件あるとみていたようで

あるからⅰ、その半数近くに「現況調査」を求めていたことになる。その「現

況調査」に対する応答率が74.9％、「改善計画の作成・届出」の応答率が

68.0％（いずれも上記施設数をもとに算出）、「定期報告」への応答率が63.9％

である（上記棟数をもとに算出）。

　既存施設の「現況調査」について問題視できるのは、その対象が本条例施行

時に現存していた施設に限られていることと、平成８（1996）年以降、その

実績がないことである４。もっとも、既存施設のバリアフリー化に際しては、

新設の場合よりも付加的な費用が生じることや、工事のために通常の店舗営業

ができなくなること、物理的スペースの確保が困難であることなど、経済的ま

たは技術的な弊害が多いⅱ・ⅲ 。

　こうした事実上の問題は、本条例に基づく「行政指導」（行政手続法２条６号）５

４　羽生洋治：建築分野における高齢者・障害者等対応の在り方に関する研究（博

士論文）、東京大学、1998の付録として掲載されている本条例、本条例施行規

則の平成７（1995）年３月改正（平成８（1996）年４月施行）の“あらまし”

は、それぞれ、次のように説明している。「現に存する都市施設については改正

後の大阪府福祉のまちづくり条例の規定は、当分の間、適用しないこととし

た」。「現に存する都市施設の整備基準に係る技術的細目については、当分の間、

なお従前の例によることとした」。

５　西晶子：誰もが参加できるまちを目指して――大阪府における福祉のまちづ

くり条例とハートビル法、建築と社会、84巻６号、37頁、2003.6は、「福祉の

まちづくり条例は、地方自治法に基づく行政指導的な規定である」と説明して

いる。
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によって解決し得るものではないし、また事業者の「財産権」を法的に保障す

る観点からも、「行政指導」によって解決すべきものではない。

　自治体において、建築基準法、同法施行条例（同法40条に基づく委任条

例）、バリアフリー法、同法施行令、本条例内の同法委任条項に基づく建築確

認の事務は、処分性のある「行政行為」に該当する（行政手続法２条２号）。

これに対し、本条例内の自主条例部分の執行は処分性のない「事実行為」に該

当する。本条例は、平成４（1992）年の制定から平成21（2009）年の改正ま

では全ての規定が自主条例であり、「行政指導」としての規定を事業者が遵守

することは、蓋然的な期待にとどまるものであった。

　したがって、行政庁が本条例に基づく「行政指導」によって都市施設のバリ

アフリー化を推進することが合理的に可能である機会は、既存施設の改善と比

較して事実上の弊害が少ない新設時にあると考えられる。

　本稿は以上のような背景を踏まえ、大阪府内の行政庁が新設の建築物につい

て、本条例に基づく「行政指導」を適法かつ合理的に行い得る法的環境を特定

することを目的とする。

　本稿はこの法的環境を、建築基準法、同法施行条例、バリアフリー法、同法

施行令、本条例、本条例施行規則等の法令と、これらの執行プロセスに関係し

得る庁内組織の編成、各事務の分掌体制、当該区域で建築確認（建築基準法６

条）の事務を処理する指定確認検査機関（建築基準法77条の18）から形成さ

れるものとして捉え、考察の対象とする。

２．本条例を取り巻く法的環境

　（１）「事前協議」の概要

ａ）「事前協議」の実施状況

　本条例の定める「事前協議」（31条１項）とは、都市施設の設置に際して事

業者（２条２項２号）に求められる手続きである。事業者は、事務の委任を受
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けた市町村の長の補助職員と面談しⅳ、「事前協議書」（様式２号）に「事前協

議項目表」（様式３号）及び関係図書を添付して提出する（本条例施行規則10

条）。これらに基づき、当該施設の計画は、「事前協議項目表」に掲げられた一

般基準等を考慮したものとなっているかが確認されることとなる。

　「事前協議」に関する事務は、本条例制定時から、平成５（1993）年大阪府

規則第13号「大阪府福祉のまちづくり条例に基づく事務の一部を委任する規

則」（平成５（1993）年３月22日公布、同年４月１日施行）により、大阪市

などの25市町においては当該市町が処理するものとされていた。平成12

（2000）年の本条例改正で事務処理の特例が規定されてからは、全市町村（現

在、33市９町１村、計43市町村）において「事前協議」の事務が処理されて

いる（本条例41条２項及び３項、図１６）。当該市町村（以下、行政庁という）

は、これが完了すると「事前協議書」の正本を保管し、事業者には「事前協議

書」の副本を返還する７。なお、「事前協議書」の正本と副本について、本条

例施行規則18条は提出部数（各一部）を規定するにとどまっている。

　事業者は、「事前協議」を経た都市施設の工事が完了すると、「完了届出書の

提出」（本条例施行規則11条１項）を行うよう求められている（31条２項）。

以下、この手続きを「完了の届出」という。

　本条例に基づく「事前協議」は、本条例が施行された平成５（1993）年度

から平成26（2014）年度にかけて、都市施設のうち建築物を対象に21,619件

の実績がある。「完了の届出」の実績は、平成11（1999）年度及び平成13

６　大阪府：福祉のまちづくり条例設計マニュアル［改訂３版］、2003. ３の図を

引用しつつ、現行の本条例41条２項及び３項を反映する修正と、主に指定確認

検査機関においてサービスとして行われている「事前審査」を考慮した加筆を

行った。

７　平成26（2014）年９月18日付で、大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築企

画課福祉タウン推進グループより情報提供があった。
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図１　新設時の主な手続きの流れ
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（2001）年度から平成26（2014）年度にかけて、建築物を対象に9,583件であ

る。「事前協議」と「完了の届出」について、各年度の件数を図２に示す８。

　「事前協議」を経た都市施設に対し必要に応じて行われる「立入調査」（36

条）、「勧告」（37条）、「公表」（38条１項）、「意見の聴取」（38条２項）は、

８　平成27（2015）年４月24日付で、平成25・26（2013・2014）年度の「事

前協議」の実施件数、平成11（1999）年度及び平成13（2001）年度から平成

26（2014）年度における各年度の「完了の届出」の実施件数について、大阪府

住宅まちづくり部建築指導室建築企画課福祉タウン推進グループより情報提供

があった。これと、前掲行政文書（建企第1207‐2号）に示される平成5（1993）

年度から平成24（2012）年度までの各年度における「事前協議」の実施件数を

統合した。「完了の届出」について、平成10（1998）年度以前と平成12（2000）

年度の実施件数が提供されていないのは、当該書類の保存期間が経過している

こと等により、確認できなかったためである。

９　前掲行政文書（建企第1207‐２号）に示されている。

図２　「事前協議」及び工事の「完了の届出」の件数
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これまで実施例がない９。本稿執筆時点で「立入調査」、「勧告」、「公表」、「意

見の聴取」の執行権限を41条２項によって委任されている市（行政庁）を表

１のA・Cに示す（p.82）。

　本稿は、行政庁が新設の建築物について、本条例に基づく「行政指導」を適

法かつ合理的に行い得る法的環境を特定するものであるから、都市施設のう

ち、建築物の新設に際する「事前協議」の手続きを考察の対象とする。なお、

本稿で示す各件数は、事務処理の委任を受けた市町村（行政庁）のものをすべ

て含む大阪府域全体の、建築物を対象に実施された「事前協議」及び「完了の

届出」の件数である。また、建築物に該当しない都市施設については、「事前

協議」等の実施件数は集計されていない10。

ｂ）「行政指導」としての「事前協議」

　本条例の「事前協議」の持つ「行政指導」（行政手続法２条６号）としての

意義は、行政手続法（平成５（1993）年11月公布、平成６（1994）年10月

施行）と、国土交通省告示第835号「確認審査等に関する指針」（平成19

（2007）年６月）が施行されている現在において明確である。

　建築確認の「申請」（行政手続法２条３号）がなされた後に「行政指導」を

行うことは、本条例の施行より後に公布、施行された行政手続法と、国土交通

省告示第835号「確認審査等に関する指針」等によって許されない。

行政手続法７条は「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当

該申請の審査を開始しなければなら」ないと定めているから、建築確認の事務

を担当する部署は、建築確認の「申請」が到達すると建築基準関係規定（建築

基準法６条１項）に関する審査を遅滞なく開始しなければならない。

10　平成27（2015）年８月11日付で、大阪府住宅まちづくり部建築指導室建築

企画課福祉タウン推進グループより情報提供があった。
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　また、建築基準法18条の３に基づく国土交通省告示「確認審査等に関する

指針」の第１第５項４号は、「確認審査を行っている期間中において申請者等

が申請等に係る建築物等の計画を変更しようとするときは、当該確認審査に係

る申請書等の差替え又は訂正は認めないこと。」と規定している。これにより、

本条例の自主条例部分についてはもちろん、建築基準法及び「大阪府建築基準

法施行条例」、本条例のうちバリアフリー法の委任を受けている部分等、建築

基準関係規定への適合を理由として、建築確認の審査期間中に申請書及び関係

図書を差替えたり訂正したりすることは認められない11。設計を変更する場合

は当該申請を取り下げ、改めて申請書等を提出する必要がある12。

　これらの制約のために、本条例は「事前協議」という「行政指導」を建築確

認の「申請」の前に行うこととし（図１）、「行政指導」を行う機会を確保して

いることが考えられる。

　（２）「事前協議」の対象と建築確認の審査対象

　本条例の「事前協議」は、事業者がこれを行わないことにより建築確認の

11　建築確認の「申請」があった建築物について、本条例の「事前協議書」が提

出されていないものの、その内容が既に「事前協議」にかかる基準等に適合し

ている場合は、建築確認にかかる申請書及び関係図書の「差替え又は訂正」を

伴わずに、本条例の「事前協議書」を提出することが可能であると考えられる。

12　建築基準法６条１項１～３号に該当する比較的規模の大きい建築物について

は、原則的に35日間が「標準処理期間」（行政手続法６条）である（建築基準法

６条４項）。行政庁は当該期間を徒過しないように、「申請」の内容が建築基準

関係規定に適合していれば「確認済証」（６条４項、６条の２第１項）、適合し

ないときは「適合しない旨の通知書」、適合するかどうかを決定することができ

ない正当な理由があるときには「適合するかどうかを決定することができない

旨の通知書」を申請者に交付する（６条13項、６条の２第４項）。
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「申請」を行う権利を制限するものではなく13、また本条例の「勧告」、「公表」

等も――もっとも実績がないが――、事業者に対し直接に「事前協議書」の提

出義務を課すものではない（行政手続法２条４号）。

　これに対し、この期間に運用されていた建築基準法施行条例には、平成４

（1992）年の改正（３月公布、11月施行）により、福祉目的の構造規制の規

定「第五章　特別の配慮を要する特殊建築物」が加えられていた。当該規定は

建築確認の審査対象となる建築基準関係規定として、必然的遵守が期待される

ものであった。

　したがって、この期間における本条例は、建築基準法施行条例の当該規定よ

りも適用対象を広く定め、既存の建築物等についても新設時に準じて整備する

よう、事業者に努力義務を課している点で意義があったこととなる。

　平成21（2009）年の本条例改正に伴い、同年、建築基準法施行条例からは

「第五章　特別の配慮を要する特殊建築物」が削除された。このとき、建築主

事が置かれている特定行政庁（建築基準法２条35号）14及び指定確認検査機関

で審査されるものが（図１の二重枠内）、建築基準法施行条例の第五章から本

条例の第三章に替わった。本条例の同改正は、バリアフリー法の委任を受けた

13　山代義雄：参考文献ⅳ、68頁の本文中及び67頁の図中では、「事前協議」の

完了後に返還される「事前協議書の副本」は、建築確認申請時に提出すること

が求められると説明されている。これについて、大阪府住宅まちづくり部建築

指導室建築企画課福祉タウン推進グループに確認したところ、少なくとも現在

は「事前協議書の副本」を建築確認申請時に提出することは求められておらず、

また、過去にそのような運用実態があったかどうかについて、過去にまとめら

れた本条例の「設計マニュアル」や「逐条解説」から知ることはできないとの

説明が平成26（2014）年９月18日付であった。

14　「特定行政庁」は、「建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長

をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう」。
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建築基準関係規定として、「特別特定建築物」（同法施行令５条）に追加する

「特定建築物」（同法施行令４条）を11条で定め、対象施設規模の引き下げを

12条で行い、「建築物移動等円滑化基準」（同法施行令11条から23条）に付加

する事項を14条から27条で規定している。これに該当する建築物は、「特別特

定建築物」として、「建築物移動等円滑化基準」への適合（同法14条１項）に

ついて建築確認で審査されることとなる（図１の二重枠内、図３の濃い網掛

内）。

　本条例の同改正は、この対象を増やしたものであり、これに伴い、自主条例

部分に該当する「事前協議」の対象は減少した。平成21（2009）年度に「事

前協議」の件数が大きく減少しているのは、このためであると考えられる（図

２）。本条例に基づく「事前協議」の件数は、指定確認検査機関が制度化され

た平成10（1998）年度の前後ではほとんど変化がない（図２）。また、平成

15（2003）年度に大きく増加し、平成20（2008）年度にかけて平成14

（2002）年度以前の倍以上の件数となっているのは、平成15（2003）年の本

図３　バリアフリー法及び本条例の適用対象
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条例改正施行により、「事前協議」の対象が最も多くなっていたためであると

考えられる。

３．「事前協議」の実効性が確保され得る法的環境

　地方自治法に基づく自主条例の「福祉のまちづくり条例」の限界として、そ

れが「建築基準法と同様な強制力を持たない」ⅴことや、その運用が「建築規

制行政とは直接的にはリンクしていない」ⅵことが指摘されてきた。確かに本

条例の自主条例部分は、建築確認処分と法的にリンクしているものではない。

本条例の自主条例部分は、建築確認等の事務と“事実上のリンケージ”が考え

られる法的環境において執行されることにより、この限界を克服していること

が考えられる。

　（１）「事前協議」と建築確認のリンケージ

　第一に、当該庁内組織において、建築確認の事務を所掌する部署が、本条例

に基づく「事前協議」の事務も所掌している場合である。大阪府内の行政庁の

うち、「特定行政庁」は17市あり、そのうち大阪市、豊中市、吹田市を除く14

市がこれに該当する（表１）。

　本稿執筆時点において、「特定行政庁」に該当する17市の事務分掌規則等と

ウェブサイトの双方を閲覧し、建築確認と本条例の「事前協議」が同一部署に

よる所掌であると認められるのは、堺市、東大阪市、高槻市、枚方市、守口

市、八尾市、寝屋川市、茨木市、岸和田市、門真市、箕面市、和泉市、池田

市、羽曳野市の14市である（表１のA・B）。当該行政庁にあっては、建築確

認の申請先と本条例に基づく「事前協議書」の提出先が同じであることから、

担当部署に建築確認の申請書等が提出された時点で、本条例適用の要否につい

て判断がつく可能性がある。また、事業者が円滑な確認処分を期待して、当該

部署の“案内”に従う可能性も否定できない。
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　こうした事実上の効果について、本稿は法的効果と区別し、“事実上のリン

ケージ”として理解する。ひるがえせば、大阪市、豊中市、吹田市にあって

は、本条例に基づく「事前協議」と建築確認は、それぞれ別の部署によって事

務分掌がなされており、当該庁内の法的環境においては、「事前協議」と建築

確認のリンケージは考え難い（表１のC・D）。

　同様に、建築基準法に基づく建築確認の対象となるものは完了検査（建築基

準法７条）の対象でもあることから、完了検査の「申請」があれば、本条例

31条２項に基づく「完了届出書の提出」（本条例施行規則11条１項）の要否を

判断できる法的環境が考えられる。

　（２）「事前協議」と「事前審査」のリンケージ

　第二に、指定確認検査機関が建築確認処分を行う場合に、同機関と事実上の

“監督関係”を有する「特定行政庁」に対して「事前協議」を“案内”する場

 D   C  

 B   A  

表１　特定行政庁の法的環境
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15　大阪府：大阪市への申請の流れについて、最終更新日2015.5.26、最終訪問日

2015.11.3. http ://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000032271.html

　　ここには、「大阪市では確認申請の事前審査は行っておりません」と明記され

ている。

16　 堺 市： 事 前 審 査 制 度 に つ い て、 最 終 更 新 日2012.12.19、 最 終 訪 問 日

2015.11.3. http : //www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/kenchiku/shidou/

kenchiku/yoshiki/kakunin/jizenshinsa.html

　　ここで堺市は、「建築確認手続きの迅速化、円滑化に向け、平成24年６月20

日より事前審査制度を変更します」とし、「堺市内で建築確認を受ける建築物、

工作物、昇降機」を対象に「建築確認事前審査願書」受理時の「法適合性審査」

を「確認審査等に関する指針」に基づいて行い、その結果「不適合となる計画

部分や、不整合な部分が多数存在する場合は、願書を返却します」と“案内”

している。

合である。

　建築確認の審査期間中に申請書等の差替え又は訂正を認めないこととする国

土交通省告示第835号「確認審査等に関する指針」第１第５項４号を受けて、

一部の特定行政庁と指定確認検査機関では、それまでは審査期間中に行われる

場合もあった調査・相談等を、建築確認の「申請」の前に行っているⅶ。以下、

この調査・相談等を「事前審査」という（図１の一点鎖線枠内）。

　大阪府内の特定行政庁や指定確認検査機関のうち、この「事前審査」を積極

的に行っている場合にあっては、その中で本条例適用の要否について判断がつ

く可能性がある。ここで、建築確認の「事前審査」と本条例に基づく「事前協

議」とのリンケージが考えられる。

　大阪府内の特定行政庁間では、建築確認申請の「事前審査」については姿勢

に差異がある。たとえば、大阪市は事前審査を行っていない旨をウェブサイト

に明記しているのに対し15、堺市では「建築確認手続きの迅速化、円滑化に向

け」積極的に行う体制がウェブサイトにも示されている16。堺市のように建築
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確認の「事前審査」を積極的に行っている場合には、その中で、本条例に基づ

く「事前協議」の手続きの要否を判断し得る。この場合、建築確認に先立つ

「行政指導」としての本条例の「事前協議」は、より合理的に執行されること

となる。

　ただし、近年の大阪府域においては――全国的にも同じ傾向にあるが――、

建築確認のほとんどが指定確認検査機関によってなされていることから（表２17）、

建築確認の「事前審査」についても、そのほとんどが指定確認検査機関によっ

てなされていると考えてよい。

　（３）特定行政庁による指定確認検査機関の監督

　本条例の「事前協議」及び「完了の届出」の対象はバリアフリー法14条の

委任を受けた建築基準関係規定の対象ではないため、指定確認検査機関はこれ

について考慮する義務を法的には負っていない（建築基準法６条の２第１項）。

17　国土交通省：最近の建築確認件数等の状況について、最終訪問日2015.11.3. 

http : //www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_

fr_000032.html

　　ここで公開されている都道府県別の建築確認申請件数から、大阪府域におけ

る特定行政庁及び指定確認検査機関が受理した平成23、24、25、26（2011、

2012、2013、2014）年度の各年度の建築確認申請の合計件数を算出した。

表２　大阪府域における建築確認申請件数
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　しかしながら特定行政庁の管内にあっては、指定確認検査機関との間にある

法的な監督関係のために、後者における建築確認の「事前審査」と前者におけ

る本条例の「事前協議」とのリンケージ、また、後者における完了検査と前者

における本条例の「完了の届出」とのリンケージが存在する可能性がある。

ａ）建築基準法に規定される監督関係

　平成18（2006）年６月の建築基準法改正（平成19（2007）年６月施行）

により、建築基準関係規定を対象とする建築確認等の業務についてのみではあ

るが、特定行政庁と指定確認検査機関の関係が同法に明文化された。同改正に

より、指定確認検査機関は特定行政庁への「確認検査報告書」等の提出が義務

付けられ（６条の２第10項）、その提出を受けた特定行政庁は、当該建築物に

ついて建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、その旨を当該指定確認

検査機関に通知して当該確認済証の効力を失わせることとされた（６条の２第

11項）。また、特定行政庁は必要に応じて指定確認検査機関の立入検査を行う

ことができ（77条の31第２項）、その結果、当該指定確認検査機関が確認検査

業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為

をした事実があると認めるときは、その旨を国土交通大臣等に報告するよう義

務付けられた（77条の31第３項）。

　したがって指定確認検査機関は、現行の建築基準法に基づき、特定行政庁の

監督の下で建築確認及び完了検査の事務を処理していることとなる。

ｂ）「完了の届出」の実施率向上

　本稿は、特定行政庁と指定確認検査機関との間にある法的な監督関係の延長

に、事実上の“監督関係”がある可能性について言及する。確かに指定確認検

査機関は、本条例の自主条例部分について考慮する義務を法的には負っていな

い。しかしながら、指定確認検査機関が「事前審査」、建築確認、完了検査の

事務を処理する中で本条例の適用について判断し、事業者に対して各行政庁と
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の「事前協議」及び「完了の届出」を“案内”することは、その法的環境に鑑

みて可能であると考えられる。

　もっとも２．（２）で述べたように、「事前協議」の件数は平成19（2007）

年度の前後において、本条例の各改正により「事前協議」の対象自体が少なく

なったことに伴い減少している（図２）。ここで本稿は、本条例の自主条例部

分について実効性を評価する観点からも、「事前協議」を経た建築物を対象と

した「完了の届出」の実施率に着目する。

　本条例を取り巻く法的環境にこのような事実上の“監督関係”が含まれると

仮定できる根拠は、平成19（2007）年６月の建築基準法改正施行により、特

定行政庁と指定確認検査機関との法的な監督関係が明文化されて以降、本条例

31条２項に基づく「完了の届出」の実施率が向上した事実にある。本条例に

基づく「完了の届出」の実施率は、平成19（2007）年度より前には累積平均

55.2％であったところ（平成11（1999）年度及び平成13（2001）年度から

平成18（2006）年度までの「完了の届出」の合計実施件数／同期間の「事前

協議」の合計実施件数）、同年度以降は累積平均71.9％（平成19（2007）年

度から平成26（2014）年度までの「完了の届出」の合計実施件数／同期間の

「事前協議」の合計実施件数）であり、16.7％向上している（図２）。

　もっとも、「完了の届出」の単年度実施率は、大阪府域における建築基準法

に基づく完了検査の単年度実施率（建築工事完了時に義務付けられた完了検査

を実施した割合）と比較して低い。後者については、平成21（2009）年度に

93.7％、平成25（2013）年度に94.6％の実績があるがⅷ、前者については、

平成21（2009）年度に64.2％、平成25（2013）年度に75.1％の実績である

（いずれも当該年度の「完了の届出」件数／当該年度の「事前協議」件数）。

　確かに本条例遵守の蓋然性は、建築基準法遵守の必然性には定量的に及ばな

いといわざるを得ない。しかしながら本稿は、「完了の届出」の実施率が向上

している事実から（図２、平成26（2014）年度の単年度実施率は79.4％）、本

条例の実効性は向上していると評価するものである。
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４．本稿の結論と展望

　以上、本稿は、行政庁が「行政指導」としての「事前協議」を合理的に執行

し得る法的環境について特定した。

　（ⅰ）特定行政庁であること

　まず、特定行政庁に該当し建築主事を置く17市の管内にあっては（表１の

A・B・C・D）、当該行政庁と指定確認検査機関との法的な監督関係の延長に

事実上の“監督関係”が推認でき、事業者に対して各行政庁との「事前協議」

及び「完了の届出」を“案内”することが可能な法的環境が考えられる。

　もっとも、大阪府も特定行政庁であるから、府内の建築物を対象に建築確認

等の事務を処理する指定確認検査機関すべてと大阪府との間にも同様の“監督

関係”を仮定することは可能である。しかしながら、特定行政庁に該当しない

市町村（行政庁）が「事前協議」の執行主体である場合、当該行政庁は建築確

認の事務を所掌しないため、その法的環境において本条例と建築基準法とのリ

ンケージは本来的に期待できない。

　また、特定行政庁のうち建築確認の「事前審査」を積極的に行っている場

合、その法的環境にあっては、「事前審査」の中で本条例適用の要否を判断し

得る。

　（ⅱ）建築確認と同じ部署による事務所掌であること

　当該庁内において、建築確認の事務を所掌する部署が本条例に基づく「事前

協議」の事務も所掌している場合（表１のA・B）、「事前協議」と建築確認の

リンケージによって、「事前協議」にかかる事務の執行機会が担保されている

ことが考えられる。
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　（ⅲ）「立入調査」等の事務が委任されていること

　「事前協議」を経た都市施設を対象とする「立入調査」、「勧告」、「公表」、

「意見の聴取」の執行権限が委任されている行政庁にあっては（表１のA・C）、

当該事務の必要性を判断する主体が「事前協議」にかかる事務そのものを所掌

していることから、その判断機会が確保される法的環境が認められる。ただ

し、B・Dの行政庁と同様に当該事務の実績はなく、A・Cの法的環境が当該事

務にかかる規定の実効性を向上させているということはできない。

　本稿は以上の類型化を以て、表１のA及びBに該当し、これに加えて建築確

認の「事前審査」に肯定的または積極的な行政庁が、本条例遵守の蓋然性が最

も高い法的環境にあるものと推認する。

　また、本稿の考察は、本条例と同様に「事前協議」の手続きを定めた他自治

体の「福祉のまちづくり条例」（名称は「ひとにやさしいまちづくり条例」等、

異なる場合もある）についても展開し得る。都道府県が制定した「福祉のまち

づくり条例」のうち、大阪府の他には、岩手県、秋田県、神奈川県、新潟県、

三重県、京都府、岡山県、広島県、徳島県、熊本県、宮崎県、沖縄県の12府

県で、「事前協議」の手続きが規定されている。この12府県の区域においては

もちろん、基礎自治体が制定した「福祉のまちづくり条例」についても、それ

に「事前協議」の手続きが規定されている場合には、本稿と同様の整理が可能

である。
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