
 

ＨＩＲＡＫＡＴＡ ＣＩＴＹ ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★指定による支援措置 

一定の基準に適合する都市開発事業を施行する際には、貸付等の金融支援、登録免許税

や不動産取得税の軽減等の税制特例措置、容積率等を緩和する都市計画上の特例措置等を

受けることが可能になる（別添３：国土交通省資料）。 

★これまでの経緯 

 平成 30 年 2 月に、枚方市駅周辺地域を「都市再生緊急整備地域の候補地域」とし

て、内閣府より公表。市では、枚方市駅周辺地域における民間活力の導入を促進す

る取り組みの一環として、地域の指定を目指し、国や大阪府など関係者と連携し、

協議・調整を進めてきた。 

 国による有識者ボードでの議論を踏まえ、令和元年 7月に大阪府知事及び市長の連

名により内閣府へ都市再生緊急整備地域の指定申出を行っており、国においてパブ

リックコメント等の所要の手続きが行われてきた。 

★市独自の取り組み～緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドラインの策定～ 

市では、都市再生緊急整備地域や枚方市立地適正化計画の都市機能誘導区域等を対象と

して、鉄道駅周辺等の都市拠点における積極的な都市再生に貢献する民間開発を誘導して

いくために、都市再生の取り組みや貢献度合いに応じて、容積率を緩和する考え方を示し

たガイドラインを新たに策定した。（別添４：概要版）。 

＜お問い合わせ＞ 

○制度や支援措置に関すること 

都市整備部都市計画課 ☎：072－841-1414 FAX：072-841-4607 

○枚方市駅周辺再整備に関すること 

市駅周辺等活性化推進部 ☎：072－841-1364 FAX：072-841-3039 

国が枚方市駅周辺地域を 

都市再生緊急整備地域に指定 
都市再生緊急整備地域 

令和２年（西暦 2020年）１月２１日 

国が緊急的かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として、枚方市駅周辺地域を

「都市再生緊急整備地域」に指定することについて、国によるパブリックコメント等所要

の手続を経て、本日、「都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政

令の一部を改正する政令」が閣議決定された（別添１：内閣府公表資料、別添２：区域図

及び地域整備方針）。 

 今回の指定により、一定の基準に適合する都市開発事業等については、金融支援及び税

制・都市計画上の特例制度の適用を受けることが可能となり、民間投資の喚起や都市再生

の質の向上等が期待される。 

市は、本指定を生かして、多くの関係者と将来像を共有しながら、市の玄関口にふさわ

しい枚方市駅周辺再整備を進め、市域全体の活性化や交流人口の増加を目指していく。 

今後はまちづくりの考えや導入する都市機能、施設計画の方向性、事業手法などを取り

まとめた枚方市駅周辺再整備基本計画の策定にむけて取り組んでいく。 

 



「都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改正

する政令」について（概要） 

１．都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の一部を改

正する政令について 

都市再生緊急整備地域について、都市再生特別措置法（平成14年法律第22号）第5条第1

項に基づく地方公共団体から指定に係る申出があり、都市再生基本方針に定める指定基準

に適合すると認められることから、都市再生緊急整備地域の新規指定等を行う。 

併せて、都市再生緊急整備地域のうち地域指定の必要性が無くなったと判断される地域

につき、法第5条第2項に基づく地方公共団体の同意が得られたことから、都市再生緊急整

備地域の指定解除を行う。 

都市再生緊急整備地域の一覧（政令改正に係るもの） 

団体名 

都市再生緊急整備地域名 
都市再生緊急整備 

地域に係る面積 

変更前の名称 変更後の名称 変更前 変更後 

大阪府 

枚方市 
（新規指定） 枚方市駅周辺地域 ― 48ha 

千葉県 

千葉市 
千葉蘇我臨海地域 （解除） 116ha （無） 

千葉県 

千葉市 
千葉みなと駅西地域 （解除） 21ha （無） 

大阪府 

堺市 
堺鳳駅南地域 （解除） 70ha （無） 

大阪府 

堺市 
堺臨海地域 （解除） 95ha （無） 

２．各都市再生緊急整備地域の主な変更内容 

○枚方市駅周辺地域

大阪・京都の中間に位置し、交通結節拠点であるとともに行政機能が集積してい

る。また淀川や枚方宿など豊かな自然・歴史・文化等の資源に恵まれると共に、商

業・業務、大学、医療等の多様な都市機能も集積しており、これらの都市機能の向上

により、広域的な中心拠点かつ「職・学・住」近接の都市形成を促進するため、都市

再生緊急整備地域に指定する。 

○解除４地域（千葉蘇我臨海地域、千葉みなと駅西地域、堺鳳駅南地域、堺臨海地域）

都市開発事業及び公共施設整備事業が概ね完了し､整備の目標は概ね達成され、都市再

生制度の特例等を活用する事業は予定されていないため、都市再生緊急整備地域の指定

を解除する。

Administrator
テキストボックス
別添１



都市再⽣制度に関する基本的な枠組み（都市再⽣特別措置法関連）

都市再⽣緊急整備地域（政令で指定）

都市計画等の特例 ⺠間都市再⽣
事業計画

〔国⼟交通
⼤⾂認定〕

⺠間の活⼒を中⼼とした都市再⽣

税制特例

⾦融⽀援

都市再⽣特別地区
〔都市計画決定〕

容積緩和、道路上空建築

都市計画提案制度

都市再⽣事業に係る
認可等の迅速化

地域整備⽅針〔都市再⽣本部決定〕

特定都市再⽣緊急整備地域（政令で指定）
都市の国際競争⼒の強化

都市再⽣本部
（本部⻑︓内閣総理⼤⾂ 副本部⻑︓内閣官房⻑官、地⽅創⽣担当⼤⾂、国⼟交通⼤⾂

本部員︓本部⻑及び副本部⻑以外のすべての国務⼤⾂）

都市再⽣基本⽅針〔閣議決定〕

重点化

都市再⽣緊急整備協議会〔官⺠で組織〕

都市再⽣
安全確保
計画

整備計画

特定地域
のみ

予算⽀援予算⽀援

「特定都市再⽣緊急整備地域」とは、都市再⽣
緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑か
つ迅速な施⾏を通じて緊急かつ重点的に市街地
の整備を推進することが都市の国際競争⼒の強
化を図る上で特に有効な地域として政令で定める
地域をいう。

「都市再⽣緊急整備地域」とは、都市の再⽣の拠
点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点
的に市街地の整備を推進すべき地域として政令で
定める地域をいう。

都市再⽣に取り組む基本的考え⽅〔H30.4.26本部決定〕

参考１



候補地域

各⾃治体内での準備等

都
市
開
発
事
業
等
の
熟
度

（指定前の１〜３年程度）

＜枠組みイメージ図＞

都市再⽣緊急整備地域の候補となる地域の設定

産学官⾦（準備協議会）による
「オープンな議論」

「ビジョンの共創・質の向上」

地域プラットフォーム

①近い将来における政令指定の意向を関係⾃治体が持つものの、②都市開発事業の熟度や関連
計画との整合等が指定レベルに⾄っていないなど、必要な場合には、③関係⾃治体からの意向等を踏まえ、
地⽅創⽣推進事務局が「都市再⽣緊急整備地域の候補となる地域（候補地域）」を設定・公表、④「産
学官⾦」の連携の場（準備協議会）等を通した⺠間提案の機会の提供、スケジュールの共有、魅⼒的な
案件形成等により、都市再⽣の質の向上や⺠間投資の⼀層の呼び込みを図る。

【準備協議会における実施事項】
ア 都市再⽣緊急整備地域として政令指定すべきエリア（素案）の作成
イ 都市再⽣の⽬標・⽅針となる地域整備⽅針（素案）の作成
ウ その他都市再⽣の質の向上と⺠間投資の呼び込みに必要な事項の検討及び推進
なお、候補地域においては、進捗状況等を確認しながら、適宜、関係⾃治体の意向等を踏まえ候補地域として
の継続可否を判断するものとする。

都市再⽣
緊急整備地域

国・
⾃治体

⾦融
機関

その他
関係者

学識
経験者

⺠間
事業者 課題整理・

対応⽅針の
調整等

参考２



枚方市駅周辺地域

都市再生緊急整備地域

至 京都市

至 大阪市
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地域整備方針 

（枚方市） 

地域名称 整備の目標 
都市開発事業を通じて増進すべき

都市機能に関する事項 

公共施設その他の公益的施設の整

備に関する基本的事項 

緊急かつ重点的な市街地の整備の推

進に関し必要な事項 

枚方市駅周辺

地域 

枚方市は京都と大阪の中間に位置し、枚方市駅

周辺には、府内有数の鉄道・バスの交通結節機能

や行政機能が集積している。また、淀川に代表さ

れる豊かな自然や枚方宿をはじめとする歴史・文

化的資源にも恵まれ、広域エリアの中心的な機能

を担う拠点として発展してきた。 

こうした自然・歴史・文化をはじめ、病院や５つ

の大学の立地、盛んな市民活動など、既存の地域

資源を最大限活用し、まちの魅力を高め観光や交

流を促進する。あわせて、枚方市駅前広場や市役

所付近に集中している人の行動範囲を広げ、まち

にゆとりを創出するため、行政施設等の用地を有

効活用しつつ、土地の高度利用化により、商業･

業務･医療･居住･学び･文化･交流･行政機能など

の都市機能について、国内のみならず世界も意識

した更新、強化を図るとともに、回遊性の向上や

賑わいの創出、人口流出の抑制を図るなど、周辺

市を含めた広域中心拠点の形成とコンパクトシ

ティの実現を目指す。 

また、住民や学生、就業者をはじめ、国内外か

らの来街者など、多様な人々が新たな発見や楽し

む、学ぶ・働く機会が得られる「職・学・住・楽」

近接のライフスタイルが実現でき、子育て世代を

中心とした定住の促進を目指す。 

○多様な居住ニーズに対応した良

好で質の高い都市型居住機能の強

化 

○新たな来街者の誘導や商業・業務

機能を支えるための宿泊機能の強

化 

○賑わい創出に寄与する商業機能

の強化 

○職住近接の観点から都心とは異

なる高齢者や女性を含めた様々な

人材に多様な働き方を実現するシ

ェアオフィスや新たな価値を生み

出すインキュベーション（起業支

援）などの業務機能を強化 

○震災等においても安全性を確保

できるよう公民連携による防災機

能の向上 

○現市役所用地をはじめ国・公有地

など既存ストックを活かしたまち

の再編 

○歩行者の回遊性を高めるための

歩行空間の形成 

○駅の交通結節点機能を強化する

ため、自動運転など近未来技術等の

活用を想定した駅前交通広場、地域

内道路、集約駐車場の整備 

○岡東中央公園を中心に商業・業務

施設との連携した様々な賑わいの

創出や交流を促進する広場空間の

整備 

○歴史文化と自然を身近に感じるこ

とができる魅力と趣きある景観形成 

○清潔で魅力があるまちとして成長

するために、既存の地域資源を生か

しながら公民連携による持続発展可

能なエリアマネジメントによる活性

化の促進 

○民間ノウハウ・投資を促すための

優遇措置や地域の活性化に資する事

業への新たな投資手法の活用を検討 

〇産学公の連携によるヘルスケアビ

ジネスの促進など健康増進の実現と

教育学習機能をはじめとした多様な

世代が学び交流する場の創出 

○大阪で万国博覧会が開催されるこ

とを踏まえ、IoT や AI などの新技術

を活用し生活の利便性の向上やゼロ

エミッションなど環境面にも対応し

たスマートシティの実現に向けた取

組みを促進 

○まちの魅力、知名度の向上に向け

た情報発信力の強化 

 



都市再生緊急整備地域の主な支援措置

税制支援

法制上の支援措置 財政支援

金融支援

■都市再生特別地区

都市再生に貢献し土地の高度利用を図るため、都市再生緊急整備地域内におい
て、既存の用途地域等に基づく規制にとらわれず自由度の高い計画を定めることに
より、容積率制限の緩和等が可能。

■その他の法制上の支援措置
・都市再生事業を行おうとする者からの都市計画の提案制度

・都市再生事業を施行するために必要な市街地開発事業の認可等について、

認可期間を設定（3ヶ月以内等）
・都市再生安全確保計画に記載された備蓄倉庫等に係る容積率の特例

・下水の未利用エネルギーを民間利用するための規制緩和＜特定地域のみ＞

■民間都市開発推進機構によるメザニン支援

都市再生緊急整備地域内において、民間事業者が行う、公共施設等の整備
を伴い、環境に配慮した都市開発の整備に対し、支援を行う。

■国際競争拠点都市整備事業＜特定地域のみ＞

特定都市再生緊急整備地域において、国、地方公共団体、民間事業者から構
成される協議会が策定する整備計画に位置付けられる都市拠点インフラの整備
について、重点的かつ集中的に支援。

■都市安全確保促進事業

都市再生緊急整備地域における都市再生安全確保計画に基づくソフト、ハード
対策等への支援

■国際的ビジネス環境等改善・シティセールス支援事業

特定都市再生緊急整備地域等において官民により構成された都市再生緊急
整備協議会等が行う国際的ビジネス環境等改善に資する取組及びシティセール
スに係る取組を支援

日本橋二丁目地区（東京都中央区）

容積率：800%、700％ → 1990％ 等

大阪駅北地区（大阪市）

容積率：800% → 1600％ 等

■道路の上空利用のための規制緩和

都市再生緊急整備地域内における都市再生特別地区の都市計画に位置づけるこ

とで、道路の付け替え、廃道をせずに、道路上空に建築物を建てることが可能。

■所得税・法人税 ：５年間2.5（５）割増償却
■登録免許税 ： 建物の保存登記について本則4/1,000を3.5/1,000

（2/1,000）に軽減
■不動産取得税 ：課税標準から都道府県の条例で定める割合を控除

※参酌基準を1/5(1/2)とし、1/10(2/5)以上3/10(3/5)以下の範囲内

■固定資産税・ ： ５年間 課税標準から市町村の条例で定める割合を控除
都市計画税 ※参酌基準を2/5(1/2)とし、3/10(2/5)以上1/2(3/5)以下の範囲内

※括弧内は特定都市再生緊急整備地域内の場合の特例
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緩和制度を活用した都市拠点形成誘導ガイドライン（概要版）

背景と課題・策定の趣旨

◇ 鉄道駅周辺等の都市拠点においては、民間開発を通じて都市機能の確保、耐震性の不足した老朽化建築物の更新、滞留空間や
歩行空間等の確保による市街地環境の改善など、より一層の拠点性を高めていくことが求められている。

◇ 都市拠点形成に寄与する積極的な民間開発を誘導するための手法として、容積率を緩和する制度の活用が考えられる。
◇ 本ガイドラインは、各種容積率緩和制度に対する本市の考え方を整理し、予め示すことにより、利便性や魅力の向上に資する

民間主導の取り組み等を誘導し、都市機能の増進や都市居住の誘導等を総合的に推進することを主たる目的として策定する。

対象とする制度

項目

都市計画法 建築基準法

高度利用型
地区計画

再開発等促進
区を定める
地区計画

高度利用地区
特定用途
誘導地区

総合設計制度
※2

制
限
緩
和
事
項

容積率の最高限度 ○ ○※2 ○ ●※5 ○
用途の制限 ○※3 ○※3 ― ○※3 ―

建蔽率の最高限度 ― ○※2 ― ― ―
道路斜線制限 ○※2 ○※2 ○ ― ○
隣地斜線制限 ― ○※2 ― ― ○

制
限
強
化
事
項

用途の制限 ○ ○ ― ― ―
容積率の最高限度 ●※4 ○※4 ●※4 ― ―
容積率の最低限度 ●※1 ○ ● ○ ―
建蔽率の最高限度 ●※1 ○※4 ● ― ―
敷地面積の最低限度 ○ ○ ― ― ―
建築面積の最低限度 ●※1 ○ ● ○ ―
壁面の位置の制限 ●※1 ○ ● ― ―
工作物の設置の制限 ○ ○ ― ― ―

高さの最高限度 ○ ○ ― ○ ―

高さの最低限度 ○ ○ ― ― ―
その他の制限事項 ○ ○ ― ― ●※6

地区施設 ○ ○ ― ― ―
主要な公共施設（1号施設） ― ● ― ― ―

※1 建築条例化を要する
※2 建築基準法上の許可又は認定手続きを要する
※3 国土交通大臣の承認を要する
※4 制限緩和事項として定めない場合に限る
※5 誘導すべき用途として都市計画で定める用途に限定される
※6 建築基準法及び枚方市総合設計許可取扱要領に基づく制限事項が定めら

れている

○ 定めることができる事項
● 必ず定める事項

対象区域図
 

都市再開発方針 
1号市街地（対象区域） 

2号再開発促進地区（対象区域） 

枚方市立地適正化計画 
都市機能誘導区域（対象区域） 

 

枚方市駅周辺地域 
都市再生緊急整備地域（対象区域） 

下記のいずれかの区域内が対象

容積率緩和の対象とする評価項目 最大

200％緩和

道路に面して
歩行空間を創出

道路に面して
滞留空間・公開空地
を確保

緑地の整備

①オープンスペースの確保を評価

最大

200％緩和

②都市機能の導入を評価
※対象となる都市機能は裏面に記載

最大

30％緩和

③老朽化建築物の更新を評価 最大

30％緩和

④敷地を集約化することを評価

地区に必要な
都市機能の導入地区に必要な

都市機能の導入

建替え

老朽化建築物

敷地の集約化

対象区域の規模

【都市計画制度を適用する場合】

面積0.5ha以上の地形地物等を界線とした整形な区域を対象

【総合設計制度を適用する場合】

面積2,000㎡以上の敷地を対象
（商業地域及び近隣商業地域については面積1,000㎡以上）

接道要件

【前面道路の接道要件】

①前面道路の有効幅員6ｍ以上
（商業地域及び近隣商業地域は幅員8ｍ以上）

かつ
②前面道路が接続する他の道路の有効幅員6ｍ以上

 参考 
居住誘導区域 

区域区分（市街化区域） 

居住環境保全区域 

別添4



【都市計画制度の手続】

は提案者の役割

【総合設計制度の手続】

は申請者の役割

お問い合わせ先

【都市計画制度について】 枚方市都市整備部 都市計画課 TEL（直通072-841-1414）FAX（072-841-4607）
【総合設計制度について】 枚方市都市整備部 開発指導室開発審査課 TEL（直通072-841-1438）FAX（072-841-5101）

手続の流れ

 太枠  太枠 

その他

都市計画制度運用基準 総合設計許可取扱要領
都市計画制度の適用に関して、容積率緩和の基準、高度利用に
伴う周辺環境への配慮や調和を図るための制限事項、都市計画
の手続き、その他必要な事項は「緩和制度を活用した都市拠点形
成誘導ガイドラインに関する都市計画制度運用基準」として市長が
別に定めます。

拠点型総合設計の適用に関して、許可方針、容積率緩和の基準、
許可の手続き、その他必要な事項は「枚方市総合設計許可取扱
要領」として市長が別に定めます。

評価対象となる都市機能

枚方市立地適正化計画で定める都市機能誘導施設
病院、診療所、食料品が購買できる商業施設、保育所（園）、幼稚園、認定こども園、商業施設、図書館、行政サービス施設

都市魅力や定住促進に寄与する施設
都市魅力施設（宿泊、会議室ホール、イベント広場、観光案内、魅力発信施設など）、子ども子育て支援に貢献する施設（遊び場など）、
地域貢献施設（防災備蓄倉庫、地域に開放された集会所又はスペースなど）

都市再生緊急整備地域の地域整備方針において増進すべきと位置付けられた都市機能
多様な居住ニーズに対応した良好で質の高い都市居住機能、新たな来街者の誘導や商業・業務機能を支えるための宿泊機能、
賑わい創出に寄与する商業機能、様々な働き方の実現や新たな価値を生み出す業務機能、公民連携による防災機能の向上に資する施設

※地区により、評価対象となる都市機能の種類は異なります
※関連する行政計画と整合が図られる公共・公益施設についても評価の対象となります

◇ 容積率緩和の評価の対象として確保するオープンスペースや導入する用途については、標示板の設置や維持管理責任者を選任するなど、将
来に渡り適切に維持・管理・運営するための必要な措置を講じること。

◇ 都市機能の導入を評価対象としている建築物について、需要後退等の理由により当該施設を閉鎖し、又は他の用途に変更を行うと違反建築
物となります。将来、社会情勢の変化等に対応するためにやむを得ず用途転換を行おうとする場合には、その時点における評価対象として
事前に市が認める都市機能に限るものとします。

 

事前相談 

都市計画決定・変更の必要性を判断 

（都市計画提案調整委員会） 

都市計画決定・変更 

する場合 

都市計画案の作成 

都市計画案の縦覧 

都市計画決定・変更 

しない場合 

枚方市都市計画審議会 

都市計画決定・変更 

告示 
提案者に通知 

都市計画提案書の提出 

事前相談 

総合設計制度の可否を判断 

（連絡調整会議） 

適用可とする場合 

許可申請書の手続き 

建築審査会資料提出 

適用不可と判断する場合 

枚方市建築審査会の同意 

申請者に許可通知 

申請者に通知 

申請者に不許可通知 

公開空地施工承認手続き 

※確認申請手続き等 
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