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店舗名称 （仮称）ドラッグユタカ枚方西招提店 

所在地 枚方市西招提町1247番1 ほか 

       （用途地域：市街化調整区域） 

店舗面積 １,３０４㎡ 

設置者 株式会社ユタカファーマシー 

小売業者 株式会社ユタカファーマシー 

届出日 平成２６年２月６日 

新設予定日 平成２６年８月１日 

 設置者・施設等の概要  
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広域図 

京阪 牧野駅 

（仮称）ドラッグユタカ枚方西招提店 

広域図 

殿山第二小学校 
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周辺見取り図 

届出書 添付図2 

■計画地周辺は市街化調整区 
  域に指定。 
■計画地北側は市道を挟んで 
  畑、駐車場、西側は診療所、 
   南側は老人ホーム、病院、東 
   側は2階建ての住居が立地し 
   ている。 

計画地 

府立牧野高校 



現地写真  
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② 平成26年5月27日撮影 南西角より撮影 

１ 
① 平成26年5月27日撮影 北西角より撮影 

3 

③ 平成26年5月27日撮影 北側より撮影 

2 

計画地 



建物配置図及び店舗等 １階平面図  

店舗 
１,３０４ m2   

荷さばき施設 

４８.０m２   
廃棄物保管施設 

７.５ｍ３  

駐輪場 ４０台 

（うち、自動二輪車 ３台） 
入口 出口 

届出書 添付図4 

駐車場 ６７台 

（うち、小売店舗用 ５５台 

従業員用 １２台） 

夜9時以降使用不可とする駐車マス（46台） 

店
舗
出
入

口   

5 
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立面図  

届出書 添付図6 

南側立面図   

西側立面図   

店舗出入口   
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施設の運営方法に関する事項  

小売業者の 
開閉店時刻 

午前９時～午後１１時 

駐車場の 
利用可能時間 

午前８時３０分～午後１１時３０分 

駐車場出入口の数 
２箇所 

(入口１箇所・出口１箇所) 

荷さばき施設の 
使用時間帯 

午前６時～午後５時 

届出書 P.2 
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施設の配置に関する事項  

駐車場 
収容台数 

1階平面駐車場 

５５台 
（全体収容台数６７台： 
うち、小売店舗用５５台、 
従業員用１２台） 

５５台 > ５１台 
（従業員用12台除く） 

駐輪場 
収容台数 

駐輪場 
４０台 

（うち、自動二輪車３台） 
４０台 > ３７台 

荷さばき施設 
の面積 

建物南側 ４８.０㎡ 

廃棄物等保管
施設の容量 

建物南側 
廃棄物 
保管施設 

７．５㎥ ７.５㎥ > ６.９㎥ 

届出書 P.8 別表2 
届出書 P.14 別表5 
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必要駐車台数  

必要駐車台数 A×S×（B÷１００）×（C÷１００）÷D×E＝51台 

届出書 P.8 

地区の区分 その他地域 
用途地域： 

市街化調整区域 

A：店舗面積当たり日来客数原単
位（人／1,000㎡） 

１,３４８ 
指針値 
（人口40万人以上） 

S：店舗面積÷1,000㎡ １．３ 

B：ピーク率（％） １４．４ 指針値 

Ｃ：自動車分担率（％） ６５．０ 
指針値 
（人口40万人以上100万人未満） 

Ｄ：平均乗車人員（人／台） ２．０ 
指針値 
（店舗面積10,000m2未満） 

Ｅ：平均駐車時間係数 ０．６１９ 
指針値 
（店舗面積10,000m2未満） 

Ｌ：駅改札口からの直線距離（m） １,４００m 京阪電鉄 牧野駅 
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自動車 来退店経路 

計画地 

交通検討資料 P.資料1-１3～14 

   来店経路 

   退店経路 
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駐車場の出入口の数及び位置について 

届出書 添付図10 

入口 出口 

店 舗 

左折誘導看板 

進入禁止看板 

左折誘導看板 歩行者誘導看板 

   交通誘導員 

入口案内看板 
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交差点処理能力 

交通検討資料 P.資料1-１7 

休日・平日ともに、店舗開店に伴う来客車両の発生によって交通負荷は若干
高まるものの、開店後の需要率（交差点飽和度）は評価値である０.９を下回っ
ていることより、開店後において各交差点の交通流動に著しい影響を及ぼす
ものではないと判断する。 

現 況 開店後 評価値 
来客 

ﾋﾟｰｸ時間 

休日 ０.５００ ０.５２９ 
０.９ 

１７:００台 

平日 ０.４２６ ０.４５５ １７:００台 

交差点飽和度 

現 況 開店後 評価値 
来客 

ﾋﾟｰｸ時間 

休日 ０.４２７ ０.４５８ 
０.９ 

１６:００台 

平日 ０.４０６ ０.４１１ １７:００台 

交差点飽和度 
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対策について  

○歩行者、自動車との出入口を分散設置することで自動車動線との交

錯をなくし、安全を確保します。 

○敷地内の車路スペースを十分確保し、歩行者の安全を確保するよう

にしております。 

○車両動線については、車路に矢印等で案内誘導を行い、円滑な誘導

を行います。 

○荷捌き施設への搬入車両の入出庫の際には、従業員等において安

全確認を行います。 

○交通誘導員を駐車場出入口付近に繁忙時等の必要に応じて配置し、

安全確保を図ります。また、オープン時には交通誘導員を増員し、安

全確保に努めます。 

○前面道路は通学路に指定されていません。 

１）交通 

届出書 P.5、P.11～13 

１）交通 
□歩行者の通行の利便性の確保、来店車両の交通整理等、
交通安全に関して配慮する事項 
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対策について  

１）交通 

届出書 P.5、P.11～13 

１）交通 

〇来客車両の誘導においては左折により入出庫を原則とします。 

○入口１箇所、出口１箇所の計：２箇所にて分散設置することにより入

庫待ち車両が車道に並んで、周辺の交通流に影響を与えることの

ないよう配慮します。 

○来客車両の誘導経路は、駐車場への掲示物の設置やホームペー

ジ等で周知するとともに、店舗周辺にも案内看板を設置し、誘導し

ます。 

○搬入する大型車両などは左折INOUTにて入出庫するように搬入業

者に指導徹底します。 

□来店車両の経路設定に関して配慮する事項 
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騒音発生源となる設備の稼働時間について  

項目 稼働時間帯 

駐車場の利用時間 午前８時３０分～午後１１時３０分 

荷さばき時間 午前６時～午後５時 

廃棄物収集作業 午前６時～午前９時（予定） 

設備機器 

稼働時間帯 

空調室外機 午前８時３０分～午後１１時３０分 

冷凍室外機 ２４時間 

給排気口 

（換気扇） 午前８時３０分～午後１１時３０分 

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ ２４時間 

届出書 P.2、P.3、騒音レベルの算出根拠資料 P.資料2-１～2 
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騒音発生源の種別について  

騒音種別 予測項目 騒音発生源名称 

定常騒音 設備騒音 
空調室外機・冷凍室外機・給排気口（換気
扇）・キュービクル 

変動騒音 

自動車走行音 
来客車両走行音（業務用車両含む）・自動二
輪車等走行音 

荷さばき作業音 
搬入車両後進ブザー音・台車走行音・搬入車
両走行音 

廃棄物収集作業音 
廃棄物収集車両後進ブザー音・廃棄物収集作
業音・廃棄物収集車両走行音 

その他の騒音 シャッター開閉音 

衝撃騒音 自動車ドア開閉音 来客車両ドア開閉音（業務用車両含む） 

騒音レベルの算出根拠資料 P.資料2-9、2-16 
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騒音発生源配置位置について  

１階騒音源配置位置 

届出書 添付図11-2 



18 届出書 添付図11-1 

計画地 

第二種低層住居専用地域 市街化調整区域 

第二種低層 

住居専用地域 

予測地点Ａ 

予測地点Ｂ 

予測地点Ｃ 

予測地点Ｄ 

予測地点位置図（騒音の総合的な予測・評価） 
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 届出書 P. 4 

騒音の総合的な予測結果 

予測地点 階層 高さ（m） 
等価騒音レベル（昼間） 等価騒音レベル（夜間） 

合成騒音（dB） 環境基準（dB） 合成騒音（dB） 環境基準（dB） 

Ａ 
１Ｆ １．２ ４１ 

 ＜５５ 

３４ 

 ＜４５ 

２Ｆ ４．０ ４１ ３４ 

Ｂ 
１Ｆ １．２ ３８ ２８ 

２Ｆ ４．０ ３８ ２８ 

Ｃ 

１Ｆ １．２ ４５ ３４ 

２Ｆ ４．０ ４５ ３４ 

３Ｆ ７．０ ４５ ３４ 

Ｄ 
１Ｆ １．２ ４１ ３６ 

２Ｆ ４．０ ４１ ３５ 



20 届出書 添付図11-1 

計画地 

第二種低層住居専用地域 市街化調整区域 

第二種低層 

住居専用地域 

予測地点ａ’ 

予測地点ｂ’ 

予測地点ｃ’ 

予測地点ｄ 

予測地点位置図（発生する騒音ごとの予測・評価） 

予測地点ａ 
予測地点ｂ 

予測地点ｃ 
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夜間の騒音レベルの最大値 

敷地境界での予測結果 

届出書 P. 4 

予測地点 階層 高さ（m） 

騒音レベル 最大値 

夜間（午後９時～午前６時） 

定常騒音（dB） 
（設備騒音） 

規制基準（dB） 

a 
１Ｆ １．２ ３７ 

  ＜４５ 

（市街化調整区域） 

２Ｆ ４．０ ３８ 

b 
１Ｆ １．２ ３１ 

２Ｆ ４．０ ３１ 

c 

１Ｆ １．２ ３８ 

２Ｆ ４．０ ３８ 

３Ｆ ７．０ ３８ 

d 
１Ｆ １．２ ３９ 

２Ｆ ４．０ ３９ 
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夜間の騒音レベルの最大値 

住居境界での予測結果 

届出書 P. 4 

予測 
地点 

階層 
高さ 
（m） 

騒音レベル 最大値 

夜間（午後９時～午前６時） 

定常騒音 
（設備騒音） 
（dB） 

変動騒音 
(dB) 

車両 
走行音 
（dB） 

自動 
二輪車 
(dB） 

ドア 
開閉音 
（dB） 

規制 
基準 
（dB） 

a’ 
１Ｆ １．２ ３５ － ４９ ５２ ５２ 

４５ 
（市街化調整

区域） 

２Ｆ ４．０ ３５ － ４９ ５２ ５１ 

b’ 
１Ｆ １．２ ３１ － ４３ ４３ ４９ 

２Ｆ ４．０ ３１ － ４３ ４３ ４９ 

c’ 

１Ｆ １．２ ３８ － ４１ ４４ ４５ 

２Ｆ ４．０ ３８ － ４１ ４４ ４５ 

３Ｆ ７．０ ３８ － ４１ ４４ ４５ 

d 
１Ｆ １．２ ３９ － ３８ ４０ ４２ 

２Ｆ ４．０ ３９ － ３８ ４０ ４２ 

※規制基準値を超える結果となったが、敷地北側の道路交通騒音の影響を受けており、環境 

  騒音（２１時～２３時３０分）の等価騒音（a’地点：63.8dB、b’地点：53.9dB）を下回る結果と 

   なったため、周辺の影響は少ないと考えられる。 
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対策について  

□店舗から発生する騒音による周辺の生活環境への影響に
関して配慮する事項-1 

〇荷捌き作業は屋内でするようにします。 

○作業員や納入業者には搬入作業の効率化を図り、作業時間の短縮

化を徹底します。 

○空調室外機は、周辺住宅地等からなるべく距離をとった位置に設置

する等、周辺への影響を少なくするように努めます。 

○搬入車両並びに従業員車両に対しては、「大阪府生活環境等の保

全等に関する条例」に基づき、アイドリングを行わないよう指導を徹

底します。また、クラクション・空ぶかしの禁止、静かなドアの開閉に

ついても指導を徹底します。 

○廃棄物収集車両に対して、アイドリングを行わないよう指導を徹底

するとともにクラクション・空ぶかしの禁止、静かなドアの開閉につ

いても指導を徹底します。 

２）騒音 

届出書 P.5～6 
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対策について  

□店舗から発生する騒音による周辺の生活環境への影響に
関して配慮する事項-2 

○来客車両に対しては「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に

基づき、駐車場内でのアイドリング禁止の表示を行い周知します。

また、駐車場内の表示には「クラクション・空ぶかしの禁止」につい

ても併記し、利用者に協力を呼びかけます。 

○夜9時以降は周辺への騒音低減のため駐車場の利用制限を行いま

す。 

○来客車両のドア開閉音を低減させるため「静かなドアの開閉」の看

板を駐車場内に設置し、来客者への注意喚起をします。 

○設備機器の定期点検を適切に行い、異常騒音の防止に努めます。 

○事務所を使用しない時は空調機器を停止して、不必要な使用を避

けて騒音を抑制します。 

２）騒音 

届出書 P.5～6 
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対策について  

□店舗から発生する騒音による周辺の生活環境への影響に
関して配慮する事項-3 

○外に向かってのBGMは流しません。 

○早朝6時から8時の搬入車両と廃棄物収集車両の後進ブザー音は

やめます。 

○各予測地点では環境基準を満足していますが、予測地点a、bに関

しては夜間最大値が超える結果となるので、万一、周辺住民より騒

音等の苦情がある場合は、誠意をもって迅速に対応し、必要な対策

（閉店時刻の繰上げや利用制限場所の変更）を講じます。 

２）騒音 

届出書 P.5～6 
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廃棄物について  

容量は満足しています 

排出量予測（合計） 

６．９㎥ 

保管容量 

７．５㎥ ＜ 

廃棄物保管施設平面図 
届出書 P.2、P.14 
添付図5-2 

か
ご
車 

廃棄物保管施設 

①②③ 
紙製廃棄物等 

廃棄物保管施設④ 

金属製廃棄物等 

ガラス製廃棄物等 

プラスチック製廃棄物等 

ｽﾃｰｼｮ
ﾝﾎﾞｯｸｽ 

廃棄物保管施設⑤ 
生ごみ等 

その他の可燃性廃棄物等 

① ② ③ 

④ ⑤ 
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対策について  

□廃棄物等について、適正処理、減量化、リサイクルに関す
る取り組み内容及び廃棄物の保管等による周辺の生活環境
への影響に関して配慮する事項 

○廃棄物等保管施設は必要容量（6.9ｍ3）を超える施設容量（7.5ｍ3 ）を確

保します。 

○各種廃棄物は保管日数を厳守して搬出し、保管庫内の清掃などを適切に

実施します。 

○一般廃棄物については、枚方市の一般廃棄物処理計画に基づき、Reduce

（発生抑制）、Reuse(再使用）、Recycle（再生利用）等に積極的に取組むと

ともに、循環的利用に適さないものについては適切に処理します。 

○産業廃棄物（廃プラスティック、金属くず、ガラスくず等）については、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づき、適正に保管すると共に、

許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託します。 

○分別管理を徹底し、敷地外にて専門許可業者に委託します。 

○廃棄物の減量化・再資源化について、従業員の啓蒙活動を徹底させます。 

○21時から6時は荷捌き・廃棄物収集の作業はしません。 

３）廃棄物 

届出書 P.6 
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対策について  

□防災・防犯対策への協力に関して配慮する事項 
○大規模災害時において枚方市から要請があった場合は、住民等による

駐車場敷地の一部緊急避難所としての開放等、できる限り協力するよ

う努めます。また、店舗で扱う商品を物資として提供することは前向き

に検討させていただきます。 

○営業時間中は定期的に従業員が見回るようにし、夜間は照明により駐

車場を照らすことで防犯や溜まり場の形成防止に努めます。また、閉

店後は警備会社とセキュリティー契約を行い、防犯に努めます。 

○「大阪府青少年健全育成条例」を遵守します。 

○営業時間以外は出入口を施錠して車両の出入をできないように敷地

の徹底管理を行います。 

４）その他 

届出書 P.5 
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対策について  

４）その他 

届出書 P.6 

□街並みづくり、景観に関して配慮する事項 

○大阪府屋外広告物条例・大阪府景観条例及び枚方市都市景観形成
要綱を遵守し、計画の上、運営します。 

○その他、周辺の生活環境へ悪影響を及ぼさないように充分気をつけ
て店舗運営します。 

□照明の配置に関して配慮する事項 
○営業時間終了後は、防犯と必要な照明を除き、速やかに消灯します。 
○屋外照明は下方向駐車場に、広告塔照明は広告塔に向けます。 
（タイマーにより17時（冬季：16時頃）より23時30分までは点灯します。 
住宅側や夜空に向けないようにし、遮光・反射にも注意して設置使用い 
たします。） 

□店舗から発生する悪臭による周辺の生活環境への影響に
関して配慮する事項 

○悪臭が出る食品などは取り扱いしません。 

○ステーションボックスの設置にて臭いの出るようなものは密閉保管しま
す。 
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４）その他 

届出書 P.6 

□その他、配慮する事項 

○営業中は駐車場が暗くならないような照度を保つようにし、閉店後は

契約したセキュリティー会社により敷地建物外の定期的な見回りをし

ます。 

○営業時間以外の深夜などに敷地内へ入ることがないよう、閉店後は

敷地出入口を施錠します。 

○その他、周辺住民より苦情・要望があった場合には、速やかに改善の

検討をします。 



届出書の縦覧期間、住民等意見書  

届出書の縦覧期間 

住民等意見書の受付期間 
平成２６年２月１８日～平成２６年６月１８日 

枚方市の区域内に 

居住する者等の 

意見の概要  

（提出件数 ０件） 

意見書の提出なし 

住民等への説明会 開催日時（平成２６年４月１日）・出席者（１名） 

枚方市の意見(案） 

意見 

大規模小売店舗立地法第8条第4項の規程による意見はない 

留意事項 

夜間及び早朝に発生する騒音については、設置者が「生活環境の保持
に配慮した事項」で提示した対応策を確実に履行する等、十分に配慮す
ること。 

来退店経路の一部が通学路に該当しているため、来客者等に注意喚起
を行う等、安全の確保に充分配慮すること。 

意見書の縦覧期間 意見書の提出なし 

枚方市告示第６０号 
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