
令和２年２月２５日（火）午前１０時３０分～開催
枚方市市民会館 ３階 第４会議室

令和元年度 第２回

大規模小売店舗立地審議会

資料１



（１）枚方ＴーＳＩＴＥ 【変更】



店舗名称 枚方ＴーＳＩＴＥ

所在地 枚方市岡東町７５８番地
（用途地域：商業地域）

店舗面積 ６,９８１㎡

小売業者 スパイラルスター･グローバル･パートナー
ズ株式会社、他

届出日 令和元年9月２０日

変更年月 令和２年５月２１日

変更内容 隔地駐車場の一部削減

設置者・施設等の概要



広域図

当該店舗

京阪本線
枚方市駅

図面１ 広域見取図



周辺見取り図

■計画地周辺は商業地域に指定。
■計画地北側は商業施設や店舗、
西側は駅前広場、南側は商業施
設や公園、東側は商業施設や店
舗及び住居が立地している。

当該店舗

図面２ 周辺見取図



現地写真

② 令和2年1月21日撮影 南西側より撮影

１

① 令和2年1月21日撮影 北西側より撮影
3

③ 令和2年1月21日撮影 北側より撮影

2

当該店舗



1階店舗面積
888㎡

荷さばき施設
37.7㎡

廃棄物保管施設
32.4ｍ３

出入口①

建物配置図及び１階平面図

金融
37㎡

飲食
102㎡

駐車場①
2台（身障者用）

店舗入口 店舗入口 店舗入口

店舗入口駐輪場入口

地下１階,２
階～９階は割愛

図面４ 建物配置及び1階平面図



変更事項

駐車場の位置
及び

収容台数

（変更前）１２８台

（変更後）８３台

内容 利用実態にあわせて、４箇所の駐車場を２
箇所とする

変更届出書 P.2



枚方市駅

御殿山駅

200ｍ

500ｍ

1000ｍ

1500ｍ

駐車場③
（タイムズ枚方市駅前駐車場）

30台

駐車場①
（敷地内/身障者用）

2台

駐車場④
（タイムズ御殿山駅前第２駐車場）

15台

駐車場②
（市営岡東町自動車駐車場）

81台

駐車場の位置（変更前）

図面１０－１ 駐車場位置（変更前）

駐車場③

駐車場④



駐車場の位置（変更後）

枚方市駅

御殿山駅

200ｍ

500ｍ

1000ｍ

1500ｍ

駐車場①
（敷地内/身障者用）

2台

駐車場②
（市営岡東町自動車駐車場）

81台

駐車場②

図面１０－２ 駐車場位置（変更後）

駐車場①



駐車場の概要

別添「駐車場の利用実態調査結果及び調査結果に基づく必要駐車台数の算出根拠資料」P.2

区 分 収容台数 届出台数 利用可能時間 摘 要

駐車場① ２台 ２台 午前0時~翌午前０時 敷地内駐車場

駐車場② ２４１台 ８１台 午前7時~翌午前０時 市営岡東町自動車駐車場

駐車場③ １０４台 ３０台 午前0時~翌午前０時 ﾀｲﾑｽﾞ枚方市駅前駐車場

駐車場④ ８１台 １５台 午前0時~翌午前０時 ﾀｲﾑｽﾞ御殿山駅前第2駐車場

合計 ４２８台 １２８台 － －

区 分 収容台数 届出台数 利用可能時間 摘 要

駐車場① ２台 ２台 午前0時~翌午前０時 敷地内駐車場

駐車場② ２４１台 ８１台 午前7時~翌午前０時 市営岡東町自動車駐車場

合計 ２４３台 ８３台 － －

変更前

変更後



当該店舗の駐車場需要の調査概要

別添「駐車場の利用実態調査結果及び調査結果に基づく必要駐車台数の算出根拠資料」P.2

調査方法 施設利用者へのアンケート調査

調査日時 令和元年８月２日（金）、３日（土）
＊各日午前７時～午後１１時まで

調査項目 ア）来店方法
（自動車、自動二輪、自転車、電車・バス、徒歩、その他）

イ）利用駐車場の分類
ウ）自動車の乗車人数
エ）滞在時間
オ）来店目的（買い物、飲食、サービス・イベント、銀行、その他）

調査場所 当該店舗内、出入り口付近（計７箇所（１階及び３階））



調査結果 ア）来店方法

別添「駐車場の利用実態調査結果及び調査結果に基づく必要駐車台数の算出根拠資料」P.2

種別 令和元年８月２日(金） 令和元年８月３日(土）

自動車 ３４人 ６８人

自動二輪車 １４人 ４人

自転車 ２９人 ４５人

電車・バス ３２４人 ２８８人

徒歩 ９６人 ９０人

その他 ３人 ７人

計 ５００人 ５０２人

自動車分担率 ６．６０％ ９．５６％
参考）電車・バス、徒
歩の分担率

８４．０％ ７５．３％



調査結果 イ）利用駐車場の分類

別添「駐車場の利用実態調査結果及び調査結果に基づく必要駐車台数の算出根拠資料」P.3

名称 令和元年
８月２日(金）

令和元年
８月３日(土）

備考

敷地内駐車場 ０人 ０人 駐車場①（２台）

市営岡東町自動車駐車場 ７人 １３人 駐車場②（８１台）

タイムズ枚方市駅前駐車場 ０人 ０人 駐車場③（３０台）

タイムズ御殿山駅前第２駐車場 ０人 ０人 駐車場④（１５台）

タイムズ枚方岡本町立体駐車場 ２人 １人 枚方市駅周辺
コミュニティパーキ
ング加盟駐車場

タイムズビオルネ第一立体駐車場 ０人 ３人

タｲﾑｽﾞ京阪枚方ｽﾃｰｼｮﾝﾓｰﾙ駐車場 １２人 １６人

タイムズ枚方中央ビル駐車場 １人 ５人

宮村立体駐車場 １人 １人

シンエー駐車場 １人 ０人

その他 ９人 ９人 －

計 ３３人 ４８人 －



調査結果 ウ）自動車の乗車人員

別添「駐車場の利用実態調査結果及び調査結果に基づく必要駐車台数の算出根拠資料」P.3

種別 令和元年８月２日(金） 令和元年８月３日(土）

１人 ７人 １２人

２人 １５人 ２１人

３人 ４人 ６人

４人 ７人 ８人

５人 ０人 １人

６人 ０人 ０人

７人 ０人 ０人

８人以上 ０人 ０人

計 ３３人 ４８人

平均乗車人員 ２．３３（人/台） ２．２７（人/台）



調査結果 エ）滞在時間

別添「駐車場の利用実態調査結果及び調査結果に基づく必要駐車台数の算出根拠資料」P.3

種別 令和元年８月２日(金） 令和元年８月３日(土）

５分 ５人 ５人

１０分 ２人 ９人

１５分 ２人 ３人

２０分 ０人 ２人

３０分 １０人 ６人

４０分 ３人 １人

50分 ０人 ０人

60分 ７人 １４人

90分 １人 ２人

120分 ２人 ４人

150分 １人 １人

180分 ０人 １人

計 ３３人 ４８人

平均駐車時間係数 ０．６８ ０．７６



調査結果 オ）来店目的

別添「駐車場の利用実態調査結果及び調査結果に基づく必要駐車台数の算出根拠資料」P.4

種別 令和元年８月２日(金） 令和元年８月３日(土）

買い物 １４人 ３３人

飲食 ８人 ８人

サービス・イベント １人 ２人

銀行 ５人 １人

その他 ５人 ４人

計 ３３人 ４８人



必要駐車台数 指針に基づく算出

必要駐車台数 A×S×（B÷１００）×（C÷１００）÷D×E＝１１９台

地区の区分 指針値 実績・調査結果 備考

A：店舗面積当たり日来客
数原単位（人／1,000㎡）

１,３６０.３７４ ２２,３３８（人/日） 来館者実績
平成30年1月1日（月）～平成30年12月31日
（月）における来店者実績の内、最繁忙期（平
成30年5月25日（金））の実績を採用

S：店舗面積÷1,000㎡ ６.９８１

B：ピーク率（％） １４.４ １０．０６

Ｃ：自動車分担率（％） １５.２５ ９．５６ 令和元年8月3日（土）結果より

Ｄ：平均乗車人員（人／台） ２.０ ２.２７

Ｅ：平均駐車時間係数 １.１４０ ０．７６

必要駐車台数 １１９台 ７２台 －

実績・調査結果より必要駐車台数は７２台であるが、変更後において
も、

計８３台（駐車場①：２台、駐車場②：８１台）を引き続き確保



対策について（関連する事項のみ抜粋）

○駐車場について、当該店舗の利用実績に基づく必要駐車台数72台に

対して、変更後は83台を確保いたします。

○従業員の通勤は原則として公共交通機関の利用とし、やむを得ず車

両通勤する場合には、周辺月極駐車場を確保いたします。

○駐輪場について、建物周辺に違法駐輪がない様、駐輪場入口の案内

看板の設置及び従業員等による巡回等を行っております。

○自動二輪車等駐車場はございませんが、近隣の駐車場として市営岡

東町自動車駐車場又はエコステーション21京阪枚方東駐車場等を案

内しております。
変更届出書 P.4

□駐車場・駐輪場の需要に関して取り組む内容

□総合計画、都市計画等のまちづくり関連施策との整合性
○京阪枚方市駅周辺地域の全体を総合的にとらえ、地域に関わる人々

が魅力あふれる賑わいのあるまちの構築をめざし、実現化を図ること
を目的とした「枚方市駅周辺再整備ビジョン」に則り、人が主役のゆと
りと賑わいのまちづくりに寄与いたします。



○京阪枚方市駅から直結し、周辺道路の歩行者の横断等を防止してお

ります。

○荷さばき車両の入出庫時においては、搬入ドライバーに安全確保を

周知しております。

○繁忙時等においては、駐輪場出入口付近において自転車来客者の

誘導を行う等、状況に応じて交通整理員による誘導や案内を行いま

す。

○計画地に接する道路において、通学路の指定はございません。

届出書 P.8

□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

対策について（関連する事項のみ抜粋）



○ホームページや店内掲示等により、本施設内には駐車場がない旨

や、各駐車場の案内経路を掲載し、来客への経路周知を図ります。

〇駐車場②（市営岡東町自動車駐車場）は翌午前0時までの営業であ

ることを店内掲示等により行っております。

○繁忙時等においては、交通整理員を配置し、店舗敷地に自動車や

自動二輪車の来客があった場合には、周辺駐車場へ誘導・案内す

る等を行います。

□来店車両の経路設定に関して配慮する事項

届出書 P.8～9

□その他、配慮する事項

○当該変更に伴い、周辺住民からの要望等があった場合には、誠意を
もって対策を検討し、改善に努めます。

○店舗周辺の生活環境への影響に関して、明らかに当該店舗に起因す
ると思われる問題が生じた際には、適切な対応を検討いたします。

対策について（関連する事項のみ抜粋）



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

令和元年10月11日～令和2年2月10日

住民等意見書の提出 なし

枚方市告示第３２３号

開催日時 令和元年11月6日（水）午後7時~

開催場所 枚方市市民会館 3階 第4会議室
大阪府枚方市岡東町8番33号

住民等の出席者総数 ３人

□届出書の縦覧期間

□住民等への説明会


