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世田谷区地区計画等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新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

○世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

昭和62年７月１日条例第34号 昭和62年７月１日条例第34号

改正 改正 

平成元年９月27日条例第52号 平成元年９月27日条例第52号 

平成２年12月６日条例第55号 平成２年12月６日条例第55号 

平成３年９月21日条例第42号 平成３年９月21日条例第42号 

平成４年３月16日条例第42号 平成４年３月16日条例第42号 

平成４年９月25日条例第62号 平成４年９月25日条例第62号 

平成５年３月12日条例第23号 平成５年３月12日条例第23号 

平成５年６月24日条例第44号 平成５年６月24日条例第44号 

平成５年９月22日条例第47号 平成５年９月22日条例第47号 

平成６年９月21日条例第40号 平成６年９月21日条例第40号 

平成８年６月19日条例第31号 平成８年６月19日条例第31号 

平成９年６月18日条例第44号 平成９年６月18日条例第44号 

平成９年10月３日条例第52号 平成９年10月３日条例第52号 

平成10年３月12日条例第24号 平成10年３月12日条例第24号 

平成10年６月18日条例第41号 平成10年６月18日条例第41号 

平成10年12月７日条例第62号 平成10年12月７日条例第62号 

平成11年10月１日条例第46号 平成11年10月１日条例第46号 

平成11年12月10日条例第56号 平成11年12月10日条例第56号 

平成12年３月13日条例第63号 平成12年３月13日条例第63号 

平成12年６月26日条例第83号 平成12年６月26日条例第83号 

平成12年12月11日条例第119号 平成12年12月11日条例第119号 

平成13年６月18日条例第53号 平成13年６月18日条例第53号 

資料１－③ 
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改正後 改正前 

平成13年10月２日条例第58号 平成13年10月２日条例第58号 

平成14年３月13日条例第27号 平成14年３月13日条例第27号 

平成14年６月21日条例第46号 平成14年６月21日条例第46号 

平成14年12月６日条例第67号 平成14年12月６日条例第67号 

平成15年３月13日条例第28号 平成15年３月13日条例第28号 

平成15年10月１日条例第69号 平成15年10月１日条例第69号 

平成15年12月９日条例第86号 平成15年12月９日条例第86号 

平成16年３月12日条例第21号 平成16年３月12日条例第21号 

平成16年６月22日条例第37号 平成16年６月22日条例第37号 

平成17年３月14日条例第18号 平成17年３月14日条例第18号 

平成17年９月29日条例第68号 平成17年９月29日条例第68号 

平成17年12月９日条例第87号 平成17年12月９日条例第87号 

平成18年３月14日条例第39号 平成18年３月14日条例第39号 

平成18年12月11日条例第80号 平成18年12月11日条例第80号 

平成18年12月19日条例第87号 平成18年12月19日条例第87号 

平成19年６月25日条例第40号 平成19年６月25日条例第40号 

平成19年12月11日条例第67号 平成19年12月11日条例第67号 

平成20年３月11日条例第23号 平成20年３月11日条例第23号 

平成20年６月24日条例第39号 平成20年６月24日条例第39号 

平成21年６月22日条例第32号 平成21年６月22日条例第32号 

平成22年３月９日条例第17号 平成22年３月９日条例第17号 

平成22年９月30日条例第39号 平成22年９月30日条例第39号 

平成22年12月７日条例第50号 平成22年12月７日条例第50号 

平成24年12月10日条例第77号 平成24年12月10日条例第77号 

平成25年３月５日条例第20号 平成25年３月５日条例第20号 

平成26年３月７日条例第17号 平成26年３月７日条例第17号 

平成27年10月２日条例第39号 平成27年10月２日条例第39号 



 
 

3/13 

改正後 改正前 

平成28年３月８日条例第17号 平成28年３月８日条例第17号 

平成28年９月29日条例第47号 平成28年９月29日条例第47号 

平成29年３月７日条例第18号 平成29年３月７日条例第18号 

平成29年６月26日条例第32号 平成29年６月26日条例第32号 

平成29年10月３日条例第47号 平成29年10月３日条例第47号 

平成30年６月26日条例第51号 平成30年６月26日条例第51号 

平成30年10月１日条例第64号 

平成31年３月５日条例第14号 

平成30年10月１日条例第64号 

世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条

例 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

（建築物の容積率の最高限度） （建築物の容積率の最高限度） 

第４条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」

という。）は、別表第２から別表第４までの計画地区に応じ、それ

ぞれ別表第２の計画地区にあっては同表イ欄、別表第２の２の計画

地区にあっては同表イ欄、別表第３の計画地区にあっては同表ア欄、

別表第４の計画地区にあっては同表イ欄に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。ただし、別表第２イ欄に計画地区内の公共施設の整備

の状況に応じた建築物の容積率の最高限度（以下「暫定容積率」と

いう。）及び当該計画地区の特性に応じた建築物の容積率の最高限

度（以下「目標容積率」という。）が定めてある場合においては、

法第68条の４の規定により当該計画地区の地区計画の内容（暫定容

積率を除く。）に適合し、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めた建築物については、暫定容積率を適用しない。

第４条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合（以下「容積率」

という。）は、別表第２から別表第４までの計画地区に応じ、それ

ぞれ別表第２の計画地区にあっては同表イ欄、別表第２の２の計画

地区にあっては同表イ欄、別表第３の計画地区にあっては同表ア欄、

別表第４の計画地区にあっては同表イ欄に掲げる数値以下でなけれ

ばならない。ただし、別表第２イ欄に計画地区内の公共施設の整備

の状況に応じた建築物の容積率の最高限度（以下「暫定容積率」と

いう。）及び当該計画地区の特性に応じた建築物の容積率の最高限

度（以下「目標容積率」という。）が定めてある場合においては、

法第68条の４の規定により当該計画地区の地区計画の内容（暫定容

積率を除く。）に適合し、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生

上支障がないと認めた建築物については、暫定容積率を適用しない。

２ 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該敷

地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）

２ 前項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該敷

地内の建築物の各階の床面積の合計（同一敷地内に２以上の建築物

がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和）
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改正後 改正前 

に次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た面積を限度として、当該各号に掲げる建築物の部

分の床面積は算入しない。 

に次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た面積を限度として、当該各号に掲げる建築物の部

分の床面積は算入しない。 

(１) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車の

ための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に

供する部分 ５分の１ 

(１) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車の

ための施設（誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。）の用途に

供する部分 ５分の１ 

(２) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分

の１ 

(２) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分

の１ 

(３) 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分 50分

の１ 

(３) 蓄電池（床に据え付けるものに限る。）を設ける部分 50分

の１ 

(４) 自家発電設備を設ける部分 100分の１ (４) 自家発電設備を設ける部分 100分の１ 

(５) 貯水槽を設ける部分 100分の１ (５) 貯水槽を設ける部分 100分の１ 

３ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるもの

の住宅又は老人ホーム、福祉ホ－ムその他これらに類するもの（以

下この項及び第５項において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する部分（法第52条第６項の政令で定める昇降機の昇降路の部分

又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用

に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の３分の

１）は、算入しない。 

３ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築

物の地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるもの

の住宅又は老人ホーム、福祉ホ－ムその他これらに類するもの（以

下この項及び第５項において「老人ホーム等」という。）の用途に

供する部分（法第52条第６項の政令で定める昇降機の昇降路の部分

又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用

に供する部分を除く。以下この項において同じ。）の床面積（当該

床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の

床面積の合計の３分の１を超える場合においては、当該建築物の住

宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の３分の

１）は、算入しない。 

４ 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高

さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が３メートルを

超える場合においては、その高低差３メートル以内ごとの平均の高

さにおける水平面をいう。ただし、建築物が世田谷区斜面地等にお

４ 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高

さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が３メートルを

超える場合においては、その高低差３メートル以内ごとの平均の高

さにおける水平面をいう。ただし、建築物が世田谷区斜面地等にお
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改正後 改正前 

ける建築物の制限に関する条例（平成17年３月世田谷区条例第19号）

第２条第２項に規定する斜面地建築物であって、同条例第７条に規

定する用途地域内にあるときは、同条に定める地盤面を前項の地盤

面とする。この場合において、当該建築物が同条に規定する用途地

域の内外にわたるときは、同条例第８条の規定を準用する。 

ける建築物の制限に関する条例（平成17年３月世田谷区条例第19号）

第２条第２項に規定する斜面地建築物であって、同条例第７条に規

定する用途地域内にあるときは、同条に定める地盤面を前項の地盤

面とする。この場合において、当該建築物が同条に規定する用途地

域の内外にわたるときは、同条例第８条の規定を準用する。 

５ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第

52条第６項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若し

くは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床

面積は、算入しない。 

５ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、法第

52条第６項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若し

くは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床

面積は、算入しない。 

６ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、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年法律

第91号）第17条の規定による計画の認定を受けた計画（同法第18条

第１項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）

に係る同法第２条第16号に規定する特定建築物（以下「認定特定建

築物」という。）の建築物特定施設（同法第２条第18号に規定する

建築物特定施設をいう。以下同じ。）又は同法第22条の２の規定に

よる計画の認定を受けた計画（同条第５項において準用する同法第

18条第1項による変更の認定があったときは、その変更後のもの）に

係る同法第22条の２第１項に規定する協定建築物（以下「認定協定

建築物」という。）の協定建築物特定施設（同項に規定する協定建

築物特定施設をいう。以下同じ。）の床面積のうち、高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成18年政令第

379号）第24条の規定により、認定特定建築物又は認定協定建築物の

延べ面積の10分の１を限度として、当該認定特定建築物の建築物特

定施設又は当該認定協定建築物の協定建築物特定施設の床面積のう

ち、通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなるも

のとして国土交通大臣が定めるものは、算入しない。 

６ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、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年法律

第91号）第17条の規定による計画の認定を受けた計画（同法第18条

第１項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの）

に係る特定建築物（以下「認定特定建築物」という。）の建築物特

定施設（同法第２条第18号に規定する建築物特定施設をいう。以下

同じ。）の床面積のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律施行令（平成18年政令第379号）第24条の規定により、

認定特定建築物の延べ面積の10分の１を限度として、当該認定特定

建築物の建築物特定施設の床面積のうち、通常の建築物の建築物特

定施設の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定め

るものは、算入しない。 
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改正後 改正前 

７ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、都市

の低炭素化の促進に関する法律施行令（平成24年政令第286号）第13

条の規定に基づき、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床

面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定める施設又は

設備を設ける部分の床面積の合計（当該床面積の合計が当該低炭素

建築物の延べ面積の20分の１を超える場合においては、当該低炭素

建築物の延べ面積の20分の１）は、算入しない。 

７ 第１項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積には、都市

の低炭素化の促進に関する法律施行令（平成24年政令第286号）第13

条の規定に基づき、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床

面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定める施設又は

設備を設ける部分の床面積の合計（当該床面積の合計が当該低炭素

建築物の延べ面積の20分の１を超える場合においては、当該低炭素

建築物の延べ面積の20分の１）は、算入しない。 

第５条～第19条 略 第５条～第19条 略 

付 則 付 則 

この条例は、昭和62年８月１日から施行する。 この条例は、昭和62年８月１日から施行する。 

付 則（平成元年９月27日条例第52号） 付 則（平成元年９月27日条例第52号） 

この条例は、平成元年10月11日から施行する。 この条例は、平成元年10月11日から施行する。 

付 則（平成２年12月６日条例第55号） 付 則（平成２年12月６日条例第55号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成３年９月21日条例第42号） 付 則（平成３年９月21日条例第42号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成４年３月16日条例第42号） 附 則（平成４年３月16日条例第42号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。（平成４年３月規則第

４号で、同４年３月16日から施行） 

この条例は、規則で定める日から施行する。（平成４年３月規則第

４号で、同４年３月16日から施行） 

附 則（平成４年９月25日条例第62号） 附 則（平成４年９月25日条例第62号） 

この条例は、平成４年10月１日から施行する。 この条例は、平成４年10月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月12日条例第23号） 附 則（平成５年３月12日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１及び別表第

２の改正規定（東京都市計画喜多見南部地区地区整備計画に係る部分

に限る。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規

定による東京都市計画喜多見南部地区地区計画の決定の告示があった

日から施行する。（平成５年４月６日＝平成５年４月６日付 世田谷

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１及び別表第

２の改正規定（東京都市計画喜多見南部地区地区整備計画に係る部分

に限る。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規

定による東京都市計画喜多見南部地区地区計画の決定の告示があった

日から施行する。（平成５年４月６日＝平成５年４月６日付 世田谷
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区告示第98号） 区告示第98号） 

附 則（平成５年６月24日条例第44号） 附 則（平成５年６月24日条例第44号） 

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平

成４年法律第82号）の施行の日（平成５年６月25日）から施行する。 

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平

成４年法律第82号）の施行の日（平成５年６月25日）から施行する。 

附 則（平成５年９月22日条例第47号） 附 則（平成５年９月22日条例第47号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年９月21日条例第40号） 附 則（平成６年９月21日条例第40号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成５年法律

第89号）の施行の日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、

行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成５年法律

第89号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成８年６月19日条例第31号） 附 則（平成８年６月19日条例第31号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年６月18日条例第44号） 附 則（平成９年６月18日条例第44号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年10月３日条例第52号） 附 則（平成９年10月３日条例第52号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年３月12日条例第24号） 附 則（平成10年３月12日条例第24号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年６月18日条例第41号） 附 則（平成10年６月18日条例第41号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成10年12月７日条例第62号） 附 則（平成10年12月７日条例第62号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規

定による東京都市計画砧五丁目地区地区計画の決定の告示があった日

から施行する。（平成10年12月24日＝平成10年12月24日付 世田谷区

告示第362号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規

定による東京都市計画砧五丁目地区地区計画の決定の告示があった日

から施行する。（平成10年12月24日＝平成10年12月24日付 世田谷区

告示第362号） 

附 則（平成11年10月１日条例第46号） 附 則（平成11年10月１日条例第46号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成11年12月10日条例第56号） 附 則（平成11年12月10日条例第56号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月13日条例第63号） 附 則（平成12年３月13日条例第63号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年６月26日条例第83号） 附 則（平成12年６月26日条例第83号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年12月11日条例第119号） 附 則（平成12年12月11日条例第119号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお

いて準用する同法第20条第１項の規定による東京都市計画世田谷西部

地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画の変更の決定の告示があっ

た日から施行する（平成13年１月15日＝平成13年１月15日付 世田谷

区告示第32号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお

いて準用する同法第20条第１項の規定による東京都市計画世田谷西部

地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区計画の変更の決定の告示があっ

た日から施行する（平成13年１月15日＝平成13年１月15日付 世田谷

区告示第32号） 

附 則（平成13年６月18日条例第53号） 附 則（平成13年６月18日条例第53号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２及び別表第

３の改正規定（東京都市計画世田谷西部地域喜多見・成城地区地区整

備計画に係る部分に限る。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）

第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定による東京都

市計画世田谷西部地域喜多見・成城地区地区計画の変更の決定の告示

のあった日から施行する。（平成13年７月６日＝平成13年７月６日付

世田谷区告示第385号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２及び別表第

３の改正規定（東京都市計画世田谷西部地域喜多見・成城地区地区整

備計画に係る部分に限る。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）

第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定による東京都

市計画世田谷西部地域喜多見・成城地区地区計画の変更の決定の告示

のあった日から施行する。（平成13年７月６日＝平成13年７月６日付

世田谷区告示第385号） 

附 則（平成13年10月２日条例第58号） 附 則（平成13年10月２日条例第58号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年３月13日条例第27号） 附 則（平成14年３月13日条例第27号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規

定による東京都市計画芦花公園駅南口地区地区計画の決定の告示があ

った日から施行する。（平成14年３月20日＝平成14年３月20日付 世

田谷区告示第117号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規

定による東京都市計画芦花公園駅南口地区地区計画の決定の告示があ

った日から施行する。（平成14年３月20日＝平成14年３月20日付 世

田谷区告示第117号） 
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附 則（平成14年６月21日条例第46号） 附 則（平成14年６月21日条例第46号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお

いて準用する同法第20条第１項の規定による東京都市計画世田谷西部

地域千歳台地区地区計画の変更の決定の告示があった日から施行す

る。（平成14年６月28日＝平成14年６月28日付 世田谷区告示第342

号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項にお

いて準用する同法第20条第１項の規定による東京都市計画世田谷西部

地域千歳台地区地区計画の変更の決定の告示があった日から施行す

る。（平成14年６月28日＝平成14年６月28日付 世田谷区告示第342

号） 

附 則（平成14年12月６日条例第67号） 附 則（平成14年12月６日条例第67号） 

１ この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律（平成14年法律

第85号）の施行の日から施行する。 

１ この条例は、建築基準法等の一部を改正する法律（平成14年法律

第85号）の施行の日から施行する。 

２ この条例による改正前の世田谷区地区計画等の区域内における建

築物の制限に関する条例（以下「旧条例」という。）に規定する東

京都市計画二子玉川東地区再開発地区整備計画の区域内における建

築物の制限は、この条例による改正後の世田谷区地区計画等の区域

内における建築物の制限に関する条例（以下「新条例」という。）

に規定する東京都市計画二子玉川東地区再開発地区整備計画の区域

内における建築物の制限とみなす。 

２ この条例による改正前の世田谷区地区計画等の区域内における建

築物の制限に関する条例（以下「旧条例」という。）に規定する東

京都市計画二子玉川東地区再開発地区整備計画の区域内における建

築物の制限は、この条例による改正後の世田谷区地区計画等の区域

内における建築物の制限に関する条例（以下「新条例」という。）

に規定する東京都市計画二子玉川東地区再開発地区整備計画の区域

内における建築物の制限とみなす。 

３ この条例の施行前に、旧条例に規定する東京都市計画二子玉川東

地区再開発地区整備計画の区域内について旧条例の規定によりなさ

れた手続、処分その他の行為は、新条例に規定する東京都市計画二

子玉川東地区再開発地区整備計画の区域内について新条例の規定に

よりなされた手続、処分その他の行為とみなす。 

３ この条例の施行前に、旧条例に規定する東京都市計画二子玉川東

地区再開発地区整備計画の区域内について旧条例の規定によりなさ

れた手続、処分その他の行為は、新条例に規定する東京都市計画二

子玉川東地区再開発地区整備計画の区域内について新条例の規定に

よりなされた手続、処分その他の行為とみなす。 

附 則（平成15年３月13日条例第28号） 附 則（平成15年３月13日条例第28号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条に１項を加え

る改正規定は、平成15年４月１日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条に１項を加え

る改正規定は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年10月１日条例第69号） 附 則（平成15年10月１日条例第69号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成15年12月９日条例第86号） 附 則（平成15年12月９日条例第86号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月12日条例第21号） 附 則（平成16年３月12日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年６月22日条例第37号） 附 則（平成16年６月22日条例第37号） 

この条例は、平成16年６月24日から施行する。ただし、別表第２の

改正規定（東京都市計画成城学園前駅周辺地区地区整備計画に係る部

分に限る。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項に

おいて準用する同法第20条第１項の規定による東京都市計画成城学園

前駅周辺地区地区整備計画の変更の決定の告示のあった日から施行す

る。（平成16年６月24日＝平成16年６月24日付 世田谷区告示第486

号） 

この条例は、平成16年６月24日から施行する。ただし、別表第２の

改正規定（東京都市計画成城学園前駅周辺地区地区整備計画に係る部

分に限る。）は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項に

おいて準用する同法第20条第１項の規定による東京都市計画成城学園

前駅周辺地区地区整備計画の変更の決定の告示のあった日から施行す

る。（平成16年６月24日＝平成16年６月24日付 世田谷区告示第486

号） 

附 則（平成17年３月14日条例第18号） 附 則（平成17年３月14日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第３項、第12

条第４項及び第13条の改正規定は、建築物の安全性及び市街地の防災

機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律（平成

16年法律第67号）の施行の日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第３項、第12

条第４項及び第13条の改正規定は、建築物の安全性及び市街地の防災

機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律（平成

16年法律第67号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成17年９月29日条例第68号） 附 則（平成17年９月29日条例第68号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年12月９日条例第87号） 附 則（平成17年12月９日条例第87号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年３月14日条例第39号） 附 則（平成18年３月14日条例第39号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年12月11日条例第80号） 附 則（平成18年12月11日条例第80号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第４項にただ

し書を加える改正規定は、平成19年２月１日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第４項にただ

し書を加える改正規定は、平成19年２月１日から施行する。 

附 則（平成18年12月19日条例第87号抄） 附 則（平成18年12月19日条例第87号抄） 

（施行期日） （施行期日） 
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１ この条例は、平成18年12月20日から施行する。ただし、附則第４

項の規定（第７条第２項第６号の改正規定に限る。）は、公布の日

から施行する。 

１ この条例は、平成18年12月20日から施行する。ただし、附則第４

項の規定（第７条第２項第６号の改正規定に限る。）は、公布の日

から施行する。 

附 則（平成19年６月25日条例第40号） 附 則（平成19年６月25日条例第40号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２東京都市計

画世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区整備計画の部住宅

地区の項の改正規定（同項イの欄第４号中エをオとし、ウをエとし、

イの次にウを加える部分を除く。）、同表東京都市計画世田谷西部地

域北烏山北部地区地区整備計画の部住宅地区の項の改正規定（同項イ

の欄第４号中エをオとし、ウをエとし、イの次にウを加える部分を除

く。）、同表東京都市計画世田谷西部地域喜多見地区地区整備計画の

部住宅地区の項の改正規定（同項イの欄第４号中エをオとし、ウをエ

とし、イの次にウを加える部分を除く。）、同表東京都市計画世田谷

西部地域喜多見・成城地区地区整備計画の部住宅地区の項の改正規定

（同項イの欄第４号中エをオとし、ウをエとし、イの次にウを加える

部分を除く。）、同表東京都市計画世田谷西部地域千歳台地区地区整

備計画の部住宅地区の項の改正規定（同項イの欄第４号中エをオとし、

ウをエとし、イの次にウを加える部分を除く。）及び別表第３の改正

規定（同表アの欄第４号中エをオとし、ウをエとし、イの次にウを加

える部分を除く。）は、平成19年11月30日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２東京都市計

画世田谷西部地域上北沢・桜上水・八幡山地区地区整備計画の部住宅

地区の項の改正規定（同項イの欄第４号中エをオとし、ウをエとし、

イの次にウを加える部分を除く。）、同表東京都市計画世田谷西部地

域北烏山北部地区地区整備計画の部住宅地区の項の改正規定（同項イ

の欄第４号中エをオとし、ウをエとし、イの次にウを加える部分を除

く。）、同表東京都市計画世田谷西部地域喜多見地区地区整備計画の

部住宅地区の項の改正規定（同項イの欄第４号中エをオとし、ウをエ

とし、イの次にウを加える部分を除く。）、同表東京都市計画世田谷

西部地域喜多見・成城地区地区整備計画の部住宅地区の項の改正規定

（同項イの欄第４号中エをオとし、ウをエとし、イの次にウを加える

部分を除く。）、同表東京都市計画世田谷西部地域千歳台地区地区整

備計画の部住宅地区の項の改正規定（同項イの欄第４号中エをオとし、

ウをエとし、イの次にウを加える部分を除く。）及び別表第３の改正

規定（同表アの欄第４号中エをオとし、ウをエとし、イの次にウを加

える部分を除く。）は、平成19年11月30日から施行する。 

附 則（平成19年12月11日条例第67号） 附 則（平成19年12月11日条例第67号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月11日条例第23号） 附 則（平成20年３月11日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に１条を

加える改正規定（第14条の２第２項に係る部分に限る。）は、平成20

年５月１日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の次に１条を

加える改正規定（第14条の２第２項に係る部分に限る。）は、平成20

年５月１日から施行する。 

附 則（平成20年６月24日条例第39号） 附 則（平成20年６月24日条例第39号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年６月22日条例第32号） 附 則（平成21年６月22日条例第32号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年３月９日条例第17号） 附 則（平成22年３月９日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年９月30日条例第39号） 附 則（平成22年９月30日条例第39号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年12月７日条例第50号） 附 則（平成22年12月７日条例第50号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年12月10日条例第77号） 附 則（平成24年12月10日条例第77号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成25年３月５日条例第20号） 附 則（平成25年３月５日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月７日条例第17号） 附 則（平成26年３月７日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年10月２日条例第39号） 附 則（平成27年10月２日条例第39号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月８日条例第17号） 附 則（平成28年３月８日条例第17号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年９月29日条例第47号） 附 則（平成28年９月29日条例第47号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年３月７日条例第18号） 附 則（平成29年３月７日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年６月26日条例第32号） 附 則（平成29年６月26日条例第32号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年10月３日条例第47号） 附 則（平成29年10月３日条例第47号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成30年６月26日条例第51号） 附 則（平成30年６月26日条例第51号） 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年10月１日条例第64号） 附 則（平成30年10月１日条例第64号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成31年３月５日条例第14号 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条第６項の改正

規定は、平成31年４月１日から施行する。 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


