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別紙標準様式（第６条関係） 

会 議 録 

会議の名称 令和３年度 第１回 枚方市建築審査会 

開催日時 令和３年９月 22 日（水曜日） 
午後１時 30 分から 

午後２時 45 分まで 

開催場所 枚方市庁舎（分館） ４階 会議室 

出席者 
藤井司会長、吉村英祐会長代理、東野裕人委員、佐野こずえ委員、 

牧田武一委員 

欠席者 太田照美委員、三宅眞理委員 

案件名 

審議案件 

 議案第１号 

  伊加賀栄町における建築基準法第43条第２項第２号の規定による

許可について 

報告案件 

 報告第１号から第４号 

  建築基準法第43条第２項第２号許可の一括同意基準に基づく報告

事項 

その他 

 「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」の施行に伴う建築

審査会の運用事項の一部改正について 

提出された資料等の 

名称 

１ 議事次第 

２ 令和３年度第１回枚方市建築審査会議案書 

３ 令和３年度第１回枚方市建築審査会報告資料 

４ 枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程の施行に伴う建築審

査会の運用事項の一部改正についての改正案等 

５ 法第 43 号第２項第２号許可取扱要領 

決定事項 

１ 次の案件について枚方市建築審査会として同意した。 

 議案第１号 

  伊加賀栄町における建築基準法第43条第２項第２号の規定による

許可について 

２ 次の案件について枚方市建築審査会として報告を受けた。 

報告第１号から第４号 

建築基準法第43 条第２項第２号許可の一括同意基準に基づく報告

事項 

３ 次の案件の規定にある会議録への押印省略について、枚方市建築
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審査会として承認した。なお、文言の修正を施すものとした。 

その他 

  「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」の施行に伴う建

築審査会の運用事項の一部改正について 

修正内容（同運用事項（案） 第２(1）において、「座席表、会

長及び 2 名の出席委員の署名捺印を添付する。」を削

除し、「会長及び 2 名の出席委員が署名するものとす

る。」及び「会議録には、座席表を添付するものとす

る。」を追加する。) 

会議の公開、非公開 

の別及び非公開の 

理由 

１ 議案第１号並びに報告第３号及び第４号の案件については、枚方

市情報公開条例第５条第１号に該当するため非公開。 

２ 報告第１号・第２号の案件については、公開。 

３ 「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」の施行に伴う建

築審査会の運用事項の一部改正については、枚方情報公開条例第

５条６号の規定に該当するため非公開。 

会議録の公表、非公

表の別及び非公表の

理由 

１ 議案第１号並びに報告第３号及び第４号の案件については、枚方

市情報公開条例第５条第１号に該当するため非公表。 

２ 報告第１号・第２号の案件については、公表。 

３ 「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」の施行に伴う建

築審査会の運用事項の一部改正については、枚方情報公開条例第

５条６号の規定に該当するため非公表。 

傍聴者の数 なし 

所管部署 

（事務局） 
都市整備部 開発指導室 開発調整課 

審  議  内  容 

藤 井 会 長  定刻となりましたので、ただいまより、令和３年度第１回枚方市建築審

査会を始めさせていただきます。 

 委員の皆様方には、お忙しい中、また緊急事態宣言発令中にもかかわら

ず、本審査会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

 今回は新年度を迎えて、初めての審査会でございます。審査会委員及び

枚方市職員に変更がございますので、事務局より紹介をお願いいたしま

す。 

事務局 

開発調整課 

中課長代理 

 事務局開発調整課の中です。それでは、ご紹介させていただきます。 

 まず、審査会委員におきましては、行政の分野でお世話になっておりま

した山添委員の退職に伴い、大阪府住宅まちづくり部建築指導室の牧田室

長に委員として、ご就任いただいております。 

 牧田委員より一言、ご挨拶をいただければと思います。 
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牧 田 委 員  【挨拶】 

事務局 

開発調整課 

中課長代理 

 牧田委員、ありがとうございました。 

 続きまして、本市職員の紹介をさせていただきます。 

 【職員紹介】 

藤 井 会 長  それでは初めに、委員の出席状況を事務局からお願いいたします。 

事務局 

開発調整課 

中課長代理 

 本審査会の委員総数７名のうち、本日は５名、ご出席をいただいており

ます。なお、太田委員、三宅委員につきましては、欠席される旨の連絡を

いただいております。 

藤 井 会 長  ただいま、事務局から報告がありましたとおり、本日は過半数の委員が

出席されておりますので、枚方市建築審査会設置条例第５条第２項の規定

により、本日の審査会が成立していることを確認いたしました。 

 さて、本日の案件は、審議案件といたしまして、「伊加賀栄町における

建築基準法第 43 条第２項第２号の規定による許可について」でございま

す。 

 次に、報告案件といたしまして、建築基準法 43 条第２項第２号許可の

一括同意基準に基づく報告事項が４件、またその他案件といたしまして、

審査会事務局から「本審査会の運用事項の一部改正について」を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、本建築審査会の開催に当たり、安達開発指導室長よりご挨拶を

お願いいたします。 

開発指導室 

安達室長 

 【挨拶】 

藤 井 会 長  ありがとうございます。 

 続きまして、資料の確認を事務局からお願いいたします。 

事務局 

開発調整課 

中課長代理 

 それでは、本日の資料を確認させていただきます。 

 まず、事前に送付させていただきました資料でございますが、議事次

第、次に、令和３年度第１回枚方市建築審査会議案書でございます。な

お、議案書には報告事項の資料もあわせて、つづられております。 

 次に、ホッチキス留めの枚方市審議会等の会議の公開等に関する規定の

施行に伴う建築審査会の運用事項の一部改正についての資料でございま

す。 

 次に、本日配付させていただきました資料でございますが、クリアファ

イルの法第 43 条第２項第２号許可取扱要領がとじられた参考資料でござ

います。 

 よろしいでしょうか。資料については、以上でございます。 

藤 井 会 長  次に、本審査会は、枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程に基づ

き運営を行っておりますので、本審査会の公開・非公開につきましては、
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原則、公開といたしますが、議案書等を確認いたしましたところ、議案第

１号並びに報告第３号及び第４号は、個人申請の案件でございますので、

個人に関する情報が含まれております。 

 報告第１号及び第２号の案件につきましては、枚方市情報公開条例第５

条に規定する非公開情報は含まれておりません。 

 また、本審査会の運用事項の一部改正についてですが、審査会の意思決

定に至るまでの過程における情報でございます。 

 したがいまして、議案第１号並びに報告第３号及び第４号の案件につき

ましては、枚方市情報公開条例第５条第１号の規定により非公開、また、

本審査会の運用事項の一部改正については、同条例第５条第６号の規定に

より非公開とし、報告第１号・第２号の案件につきましては公開といたし

ますが、ご異議ございませんでしょうか。 

委 員  （異議なし） 

藤 井 会 長  特に異議がないようでございますので、そのように取り扱いいたしま

す。 

 次に、会議録につきましては、原則、枚方市ホームページなどで公開い

たしますが、非公開の扱いとする議案第１号、報告第３号・第４号並びに

本審査会の運用事項の一部改正については、非公表といたします。 

 また、公開の扱いとする報告第１号・第２号の会議録につきましては、

公表とし、報告資料につきましても、同様に図書を抜粋して、公表するこ

とでよろしいでしょうか。 

委 員 （異議なし） 

藤 井 会 長  特に異議がないということでございますので、そのように取り扱いま

す。 

 それでは、本日の傍聴人の確認を行いますが、傍聴希望者はいらっしゃ

いますか。 

事務局 

開発調整課 

中課長代理 

 傍聴を希望されている方は、いらっしゃいません。 

 １ 審議案件 

 議案第１号 

  伊加賀栄町における建築基準法第43条第２項第２号の規定による許可

について 

 【議案第１号は非公表】 

 ２ 報告案件 

 報告第１号から第４号 

  建築基準法第 43 条第２項第２号許可の一括同意基準に基づく報告事 

  項 

 【報告第３号・第４号は非公表】 
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藤 井 会 長  それでは、報告第１号から第４号の建築基準法第 43 条第２項第２号許

可の一括同意基準に基づく報告事項につきまして、４件まとめて、処分庁

から説明をお願いいたします。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 本日、報告をさせていただくものは、報告第１号から第４号までの計４

件、いずれも建築基準法第 43 条第２項第２号許可の一括同意基準に基づ

く報告でございます。 

 お手元の議事次第、報告事項２ページとあわせ、前方のスクリーンをご

覧ください。 

 第１号は、本市中央部にございます山田池公園の北側に位置する国土交

通省近畿地方整備局近畿技術事務所及び淀川ダム統合管理事務所の敷地内

における災害対策機械進出拠点整備工事に係るものです。 

 地図上で水色に着色された計画敷地は、緑色で着色された建築基準法上

の道路に直接接しておりませんが、国が管理する幅員約７メートルの道路

上空地を通じ、これに有効に接続していることから、一括同意基準１に該

当するものとして、法第 43 条第２項第２号に基づく許可を行ったもので

す。 

 本件許可に係る予定建築物は、鉄筋コンクリート造２階建て・延床面積

約 970 平方メートルです。建築物内部には特殊車両及びオペレーターの待

機スペースや指令室等を設けるものです。 

 緑色に着色した府道杉田口禁野線から枝分かれし、国土交通省管理地内

へと続く道路上空地を回り込むように下ったところに今回の計画敷地がご

ざいます。 

 第１号の報告は、以上でございます。 

 引き続き第２号、枚方家具団地協同組合事務所の新築工事に係るもので

す。本計画敷地は、国道１号線、家具団地前交差点を東側に入った場所、

府道長尾八幡線沿いにございます。この一帯、約 950 メートルの区間にお

いて、大阪府の道路拡幅事業が進められており、本計画敷地は、道路拡幅

予定地により一時的に建築基準法上の道路に接しない状況になっておりま

すが、拡幅予定地の通行等について施設管理者との協議が整っていること

から、一括同意基準４に該当するものとして許可を行ったものです。 

 計画建物の配置図です。図面左側が北となります。本件許可に係る予定

建築物は、木造２階建て・延べ床面積約 200 平方メートル、用途は枚方家

具団地協同組合の事務所です。道路の供用開始は令和６年３月 31 日を予

定しております。 

 敷地の状況です。現況の道路幅員は約 16 メートル、これに加えて約 12

メートルの拡幅が予定されております。 

  

報告事項は、以上４件となります。ありがとうございました。 
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藤 井 会 長  ただいま、説明がありました報告第１号から第４号について、ご質問等

はございますでしょうか。 

吉村会長代理  すみません、報告第２号の現況写真を見せていただけますか。この右側

の手前は、道路予定地のところをセットバックしていて、隣の茶色のとこ

ろもセットバックしていますね。その奥のマンションみたいなものもセッ

トバックしているのですか。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 奥のマンションはこれからです。 

吉村会長代理  これからですか。その奥側の道路予定地に壁みたいな、塀みたいなのが

建っていますね、塀ではないのですかね。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 隣にマンションが建っておりまして、大阪府用地であるタイル張りのと

ころでしょうか。 

吉村会長代理 縦になっていて電話番号が書いているところです。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 ここは建物のアプローチ部分になります。 

吉村会長代理  建物の一部ですか、撤去したらとりあえず、今は塀にしているけれども

容易に撤去できる塀にして、そして取り壊したらセットバックした道路が

つながるようになるのですかね。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 セットバックとしては、今回の敷地が早いほうだということで、これか

らもう少し広がっていくものだと思います。 

吉村会長代理  そのマンションは、写真だけではよく分かりませんけれども、そんなに

古いようにも思えないので、実際に道路として供用開始するのは相当先で

すかね。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 供用開始予定は、令和６年３月というふうに聞いております。 

吉村会長代理  後ろのマンションは、あと３年ぐらいで建築か解体をするのですか。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 そうなるはずだと思います。 

吉村会長代理  さらに奥にも、まだあるのですね。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 はい、これからという感じです。 
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吉村会長代理  奥は古そうですけど、そんなに簡単にいくのかなと思いまして。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 そのあたりは南側の地下を新名神の自動車道がトンネルで通っていくの

ですけれども、その事業との絡みもありますので、今後は急ピッチで進ん

でいくのかなというふうに思っております。 

吉村会長代理  これは１号線沿いですか。  

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 １号線から少し入ったところです。南北に走っているのが１号線でござ

いまして、そこから東へ入ったところに位置します。 

吉村会長代理  両側後退ではなくて、南側の一方後退ですか。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 はい、そうです。 

吉村会長代理  ここだけ広げてどうなるのですかね。家具団地のほうまで広くするので

すかね。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 （スクリーンを用いて説明）この後ろですね、この道路がここまで拡幅

して、現道がこうあるのですけれども、それがこちらのほうに新しい道が

できます。新しい道と接続する形で、現状の道路を拡幅するというふうに

聞いております。 

ちょうどこのあたりの地下を新名神が走りまして、ずっとこの辺からト

ンネルから出てくるということで、恐らく、そことのアクセスも考えられ

るようなところかなと思います。 

吉村会長代理  この下を通るのですか。  

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 はい、そうです。  

藤 井 会 長  今、片側１車線を２車線にするということですか。  

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 はい、もともと、片側１車線、両側２車線の道路ですが、最後は４車線

になる予定です。 

 

吉村会長代理  歩道付きなので、これだけのセットバックで足りるのですかね。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

今回のセットバックは 12 メートル下がります。本件敷地の場合です

と、敷地は半減するようになり 12 メートル幅を提供という形になりま

す。 

事務局 

開発調整課 

瀬戸口課長 

 情報提供なのですが、近くに新名神高速道路の八幡東インターチェンジ

ができます。そのインターチェンジのアクセスとしまして、その道路の拡

幅を大阪府のほうでされています。ネクスコ西日本が、令和５年の３月

31 日までに供用開始ということを目指しておりますので、それに伴って

大阪府のほうで、今、鋭意、用地買収しているというところでございま

す。以上です。 
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藤 井 会 長  ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。 

 この報告第４号というのは、以前に近隣地で何か申請があったところで

すかね。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 報告第４号に関しまして、通路協定が平成 18 年に結ばれておりますの

で、その後、何件かの建て替えがあった可能性はあります。 

藤 井 会 長  ほかにございませんか。よろしいでしょうか。 

 ３ その他 

 「枚方市審議会等の会議の公開等に関する規程」の施行に伴う建築審査

会の運用事項の一部改正について 

 【その他は非公表】 

藤 井 会 長  これで、本日予定しておりました案件は、全て終了いたしました。 

 次に、審査会運営の適正化を図るため、枚方市建築審査会議事規則第５

条第２項に基づきまして、本日の会議録の署名人には、私とあと２名、吉

村会長代理と佐野委員にお願いをし、会議録の清書後、署名をしていただ

くこととなりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これにて本審査会を閉会することといたします。 

 


