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 枚方市開発事業等の手続等に関する条例、規則、同条例に基づく土地の利用に係る基準及び公共・公益施設整備に係る基準の改正骨子 
 

 (1) 条例において改正する項目 

① 条例適用対象の見直し 

 ・国、地方公共団体による開発事業等は、現行条例では適用対象外であり、これらの事業者は通知、協議を行い、条例の趣旨を遵守する努

力義務となっているが、協議を行うことで公平性、透明性を確保するため、これらについても適用するよう見直しを行う。 

 

② 近隣住民への公開、説明対象の拡大 

 ・計画について問い合わせが多い、葬儀場、ぱちんこ屋の建築計画について、本条例による中高層建築物にかかる規定と同様に近隣への公

開、説明を求めることができるよう対象を拡大する。 

 

③ 協議対象の整理 

 ・特定の単身者が居住する「寮」について、主に単身者が居住する「寄宿舎」に変更してその対象を拡大し、本条例に基づく基準による単

身者向け共同住宅にかかる規定と同様に適正な管理や近隣への配慮を求めることができるよう整理する。 

 

④ 開発者等の責務の見直し 

 ・開発者等には、付近住民と紛争が生じた場合、「誠意をもってこれを解決しなければならない」としているが、枚方市住み良い環境に関す

る条例の規定に合わせ、「誠意をもってその解決に当たらなければならない」に見直す。 

 

⑤ 制限対象の整理 

 ・従来の住宅需要に応えるため、主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を促進する地域である準工業地域においても日照確

保の制限を設けているが、当該地域の多くは、枚方市立地適正化計画により住宅を誘導すべきとする居住誘導区域の指定外であり、整合

を図るため、当該地域における日照確保の制限を廃止する。また、その他の区域については建築基準法による日影規制によって保護され

ているため、併せて廃止する。 
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⑥ 手続きの整理 

 ・建築基準法による許可等が必要になる場合、建築確認の前の協議（下図中の「確認前協議」）とは別に許可申請の前にも協議（下図中の「許

可前協議」）を必要としているが、協議内容が重複するため一本化する。 

 

（参考図：現行の手続きの流れ） 
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⇒ 

（参考図：見直し後の手続きの流れ）※許可前協議を廃止 
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  ※「確認前協議」は本図における呼称であり、正式には「建築行為等に伴う事前協議」である。 

 ※ 本紙における「許可」とは、“建築確認申請を行うにあたり必要になる建築基準法による許可等”を指すものであり、都市計画法による開発許可、

建築許可、宅造法による宅造許可等が必要な場合は、「開発事業に係る協議」が必要。 

  ※「許可前協議」を廃止し、同じ時期に前倒しして「確認前協議」を行う。 
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 ・開発許可を要しない区画変更等に伴う協議（下図中「17 条協議」）と中高層建築物の建築に伴う協議（下図中「18 条協議」）を順番に行う

ことになっているが、同時並行で行えるよう手続きを整理する。 

 

（参考図２：現行の17条、18条協議の併行手続きの流れ） 

17条協議書提出   

（関係課 協議開始） 標識設置  

標識設置届出省略  標識設置届 

   

 付近住民説明  

    

  18条協議書提出 

結果報告届出省略  （説明結果報告込） 

  (関係課 協議開始) 

17条協議完了  18条協議完了 

   

建築行為等に伴う事前協議 

   
 

⇒ 

（参考図２：見直し後の17条、18条協議の並行手続きの流れ） 

条例17条協議申出  条例18条協議申出 

(関係課 協議開始) 標識設置 (関係課 協議開始) 

 標識設置届 標識設置届出省略 

   

 付近住民説明 （併せて 説明し、 

     報告 した場合） 

 説明結果報告 結果報告届出省略 

   

17条協議完了  18条協議完了 

   

建築行為等に伴う事前協議 
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(2) 規則において改正する項目 

① 協議に必要な図書の整理 

  

② 区画変更協議対象の合理化 

 ・開発許可等を要しない行為のうち、新たに土地の区画を変更して建築物を新築する行為を対象とした区画変更協議において、新たな各区

画の敷地面積が一定の数値以上となる計画については、「良好な周辺環境に影響を及ぼすもの」から除外し、協議の対象外とする。 

 原則として、区画を変更する行為は全て区画変更協議の対象 ⇒ 

区画を変更する行為のうち、次の表の数値以上であるものは、良好な周辺

環境の形成に及ぼす影響が少ないものとして区画変更協議の対象から除外 

区域 敷地面積 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 120㎡ 

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 100㎡ 

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 

準工業地域、工業地域 
90㎡ 

近隣商業地域、商業地域 80㎡ 
 

③ 公開、説明対象となる近隣住民等の整理 

 ・開発許可等を要しない区画変更、共同住宅等の計画では、計画地が接している土地の所有者等を説明の対象としているが、加えて、自治

会等への説明を求め、里道、水路等を介した近接地にも説明を行うようにし、開発許可等を要する場合と統一する。また中高層建築物等

の計画にも自治会等への説明を求めるよう見直す。 

説明を求める周辺住民の範囲 

（開発事業の場合） 

・開発区域の境界線に隣接する土地又は建築物の所有者 

・開発区域を包含する自治会等の住民組織 

（共同住宅協議等の場合） 

・開発区域の境界線に隣接する土地又は建築物の所有者 

（中高層建築物協議の場合） 

・外壁から建築物の高さの２倍の範囲 

⇒ 

 

（左記の協議共通） 

・開発区域の境界線からおおむね５メートルの範囲にある土地

又は建築物の所有者 

・開発区域を包含する自治会等の住民組織 

 

（中高層建築物等協議の場合） 

・外壁から建築物の高さの２倍（上限100ｍ）の範囲 
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(3) 土地の利用に係る基準において改正する項目 

① 共同住宅の専有面積の見直し 

 ・世帯向け共同住宅については、建築物の規模（住戸数）に応じて専有面積を 39 ㎡以上（下限）、60 ㎡以上（平均）、70 ㎡以上（平均）と

規定しているが、さまざまなライフスタイル等に対応するため、これらの一部を廃止し、需要に応じた計画ができるよう見直す。 

   

区分 建設計画戸数 住居専有面積 

世帯向け 

共同住宅 

19 戸以下 １戸当たり     39 ㎡以上 

20 戸以上 49 戸以下 １棟平均１戸当たり 60 ㎡以上 

50 戸以上 １棟平均１戸当たり 70 ㎡以上 

単身者向け

共同住宅 
－ １戸当たり 18 ㎡以上 37 ㎡以下 

 

⇒ 

区  分 住居専有面積 

世帯向け共同住宅 40 平方メートル以上 

単身者向け共同住宅 40 平方メートル未満 

 

※共同住宅の住居専有面積は、18 平方メートル以上とする。 

 

② 建築物の高さと周辺環境の関係の見直し 

 ・用途地域により、建築物の高さ、階数を制限し、緩和基準を満たした計画については高さ等の制限を超えることができる基準であるが、

今後は高さ、階数の制限ではなく、周辺の環境配慮基準に基づき整備するものに見直す。 

  

（第一種中高層住居専用地域における共同住宅建築計画の場合） 

＜高さ緩和基準＞ 

  

 

＜環境配慮基準＞ 

⇒ 
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③ 自動車駐車場設置台数等の見直し 

 ・世帯向け共同住宅については、建築物の規模（住戸数）に応じて設置台数を設定しているが、さまざまなライフスタイル等に対応するた

め、これらの一部を廃止し、需要に応じた計画ができるよう見直す。 

 

共同住宅の自動車駐車場設置台数 

世帯向け共同住宅 

19 戸以下 戸数の 50％ 

20 戸以上 49 戸以下 戸数の 70％ 

50 戸以上 戸数の 80％ 

単身者向け共同住宅（寮を含む。） 戸数の 30％ 
 

⇒ 

世帯向け共同住宅 戸数の 50％以上 

単身者向け共同住宅（寄宿舎を含む。） 戸数の 30％以上 
 

 

 ・医院・診療所については、延床面積から設置台数を算定しているが、昨今の医療ビル開発の増加や病床を持たない医院・診療所の増加に

対応するため、需要に応じた計画ができるよう見直す。 

 ・機械式駐車装置を設ける場合、入出庫時の前面道路への影響を抑えるため、前面空地等に関して別途協議を行うことを明記する。 

 ・既存の住宅及び施設の設置台数を変更する場合の取扱いを追加する。 

 

④  都市景観形成の具体的な基準 

 ・都市景観の形成にかかる基準については、枚方市都市景観基本計画等を引用しているが、より具体的に対象や色彩等の基準等について示

す。 
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(4) 公共・公益施設整備に係る基準において改正する項目 

① 道路の構造、仕様等の見直し 

  ・道路の構造について、現在標準的となっている構造や必要な基準を明記する。 

・道路反射鏡について、現在標準的となっている仕様に合わせて見直す。 

 

② 公園、緑地の確保に関する基準の見直し 

 ・0.3 ヘクタール以上の開発事業については、その区域面積の３パーセント以上の公園もしくは緑地の整備を求めており、その内、住宅開発

については公園の整備と本市への移管を義務付けているが、戸建住宅の建築を目的とした開発事業に伴う公園整備基準については、都市

公園として有効な規模の公園整備を求めることができるよう見直し、また、共同住宅の建築を目的とした開発事業に伴う公園及び緑地に

関する整備や管理については、需要に応じた計画ができるよう見直す。 

  ・戸建住宅の建築を目的とした開発事業で設置する提供公園の基準と、設置される場合の最低面積 

 

開発区域面積 公園等の割合 提供公園の最低面積 

3,000 ㎡以上 ３％ 90 ㎡ 
⇒ 

＊ 都市計画法等に定める基準の上限値 

開発区域面積 公園等の割合 提供公園の最低面積 

5,000 ㎡以上 ６％＊ 300 ㎡ 

・近隣商業地域又は商業地域内で建設計画戸数が 19 戸以下の世帯向け共

同住宅を建築する場合、かつ駐車場等の整備により緑地の確保が困難で

ある場合は、緑地の配置及び形状について別途協議。 

 

・開発区域の面積が 3,000 ㎡以上で共同住宅を建築する場合は、開発面積

の３パーセント以上を確保し、「提供公園」として整備。 

⇒ 

・共同住宅の住戸数に関わらず、近隣商業地域又は商業地域内で共同

住宅を建築する場合又は建蔽率が 80％以上になる（角地、準防火地

域の加算を含む）場合、かつ駐車場等の整備により緑地の確保が困

難である場合は、緑地の配置及び形状について別途協議。 

・開発区域の面積が 3,000 ㎡以上で共同住宅を建築する場合は、開発

面積の３パーセント以上を確保し、「自主管理の緑地あるいは公園」

として整備。 

③  排水施設に関する基準の拡充 

 ・排水施設の構造について、現在標準的となっている仕様を反映する。 

 

④  ごみ置場等に関する基準の拡充 

 ・単身者向け共同住宅及び長屋住宅に係る基準を明確にする。 

 ・ごみ置場周辺の住民の理解を得るため、事業者に対し、当該住民への説明を求めることを明記する。 
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⑤  集会施設の確保、整備基準の拡充 

 ・集会施設の確保について、集会施設全体の面積を規定しているが、実際に使用することができる有効面積を確保できるように見直す。 

 ・集会施設に通常必要となる設備及び集会室とその他の部分の区画について規定を追加する。 


