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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２回 枚方市建築審査会 

開催日時 令和４年２月 28 日（月曜日） 
午後２時 10 分から 

午後３時 00 分まで 

開催場所 枚方市役所 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、太田照美委員、三宅

眞理委員、牧田武一委員、 

欠席者 佐野こずえ委員 

案件名 

審議案件 

 議案第２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５号から第 13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 

提出された資料等の 

名称 

１ 議事次第 

２ 令和３年度第２回枚方市建築審査会議案書 

３ 令和３年度第２回枚方市建築審査会報告資料 

４ 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２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５号から第13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 

会議の公開、非公開 

の別及び非公開の 

理由 

１ 議案第２号並びに報告第９号から第13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５号から第８号の案件については、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２号並びに報告第９号から第13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５号から第８号の案件については、公表。 
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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  ただいまより、令和３年度第２回枚方市建築審査会を始めさせていただ

きます。 

 本日は、委員の皆様方には、何かとお忙しい中、本審査会にご出席をい

ただきありがとうございます。 

 まず初めに、委員の出席状況を事務局からお願いします。 

事務局 

開発調整課 

中課長代理 

 委員の出席状況の前にお知らせがございます。前回にもお知らせいたし

ましたが、本日もフィジカルディスタンス、換気の確保、マイクの設置等

による感染対策を講じております。委員の皆様におかれましてもマスクを

着用していただくとともに、大変恐縮ではございますが水分補給につきま

しても、審議中はお控えいただきますようにお願いいたします。なお、適

宜換気を行いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、委員の皆様の出席状況ですが、委員総数７名のうち、本日は

６名ご出席いただいております。なお、佐野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。 

 以上です。 

藤 井 会 長  ただいま事務局から報告がございましたとおり、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おりますことを確認したいと思います。 

 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」がございま

す。 

 次に、報告案件といたしましては、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９件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、議事の次第、それから次に、令和３年度第２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
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られております。 

 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

イルに入っております法第 43 条第２項第２号許可取扱要領、これがとじ

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、

原則、公開としますが、議案書等を確認いたしましたところ、案件となっ

ております議案第２号並びに報告第９号から第 13 号は個人申請の案件で

すので、個人に関する情報が含まれております。 

 報告第５号から第８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。 

 したがいまして、議案第２号並びに報告第９号から第 13 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とし、

報告第５号から第８号の案件につきましては、公開といたしますが、異議

ございませんでしょうか。 

委 員  （異議なし） 

藤 井 会 長  異議なしとのことでございますので、そのように取り扱います。 

 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２号並びに報告第９号から第 13

号は、非公表といたします。 

 また、公開の扱いとする報告第５号から第８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 

 

 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たいと思いますが、傍聴希望者は

いらっしゃいますでしょうか。 

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２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２号は非公表】 

 ２ 報告案件 

 報告第５号から第 13号 
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  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９号から第 13号は非公表】 

藤 井 会 長  それでは、再開いたします。報告第５号から第 13 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いて、９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 

米田係長 

 それでは、報告案件につきまして、審査指導課 米田よりご報告いたし

ます。 

 お配りしている議案書の 19 ページの一覧表をご覧ください。本日、報

告する内容は全て、接道義務の特例許可となります。今回報告する件数は

９件となりまして、そのうち一括同意基準２に該当するものが５件、一括

同意基準３に該当するものが４件となります。 

 ここで一括同意基準について、少しだけ確認させていただきます。お手

元のクリアファイルに、法 43 条第２項第２号許可取扱要領がつづってあ

ると思いますが、そちらの５、６ページをご覧ください。 

 一括同意基準２は、ここにある提案基準３に該当するものを、あらかじ

め建築審査会の同意を得たものとして取り扱うものとなります。 

 続いて、７、８ページをご覧ください。 

 一括同意基準３は、ここにある提案基準４に該当するものを、あらかじ

め建築審査会の同意を得たものとして取り扱うものとなります。 

 詳細のほうは、そちらの中の第２、適用の範囲というところを読んでい

ただいて、隣のページの図面等をご確認いただければと思います。 

 それでは、スクリーンを使って、今回の報告案件、順番に説明させてい

ただきます。 

 まずは、報告案件第５号となります。 

 こちらは付近見取り図です。赤色着色部分が申請位置で、宮之下町に位

置しております。 

 こちらは、通路協定書になります。黄色着色部分が協定通路で、緑色着

色が建築基準法上の道路を示しています。この通路協定は一括同意基準２

に該当しています。通路延長のほうは 18 メートルとなっております。 

 こちらは配置図になります。 

 こちらがこの申請場所、南から協定通路を撮影した写真となっておりま

す。 

 こちらが南東側から申請敷地を撮影した写真となっております。 

 続いて、報告案件第６号と７号に移ります。こちらに関しましては、ま

とめて説明させていただきます。 

 こちらが付近見取り図になっております。２件の敷地は隣接しておりま

して、場所のほうが招堤平野町に位置しております。 
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 こちらは通路協定書です。こちらの通路協定も、一括同意基準２に該当

しております。通路延長のほうが、少し見にくいですが 23.83 メートルと

なっています。 

 こちらが、報告案件６号の配置図となっております。こちらが７号の配

置図になります。 

 こちらは、南東側から６号の申請敷地を撮影した写真となります。 

 こちらは、東側から通路部分を撮影した写真となっております。 

 続いて、報告案件第８号となります。 

 こちらが付近見取り図です。楠葉朝日１丁目に位置しています。 

 こちらが通路協定書です。この通路協定は、一括同意基準３に該当して

います。通路延長のほうが 20メートルとなっております。 

 こちらは配置図です。 

 こちらは、南側から建築基準法上の道路も含めて申請敷地と通路を撮影

した写真となっております。側溝の付け替えのほうは既にこちらの写真を

見て分かりますように完了しております。 

 こちらは、先ほどの写真の拡大となります。 

 

 以上で、報告を終わります。よろしくお願いいたします。 

藤 井 会 長  ただいま、説明がございました報告第５号から 13 号について、ご質問

等はございませんでしょうか。 

 なかなかスライドを見ても、場所的に彷彿としないような、ややこしい

のが何件かありましたけども、いかがでしょうか。 

吉村会長代理  すみません、何点かあるのですが、スライドを映していただけますか。

第５号の現況写真ですが、申請地の赤の範囲が塀も塗っているのですけれ

ど、これは意味があるのですか。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 その左側に昇降階段があるのですが、そこの部分が申請地となっており

ます。 

吉村会長代理  いや、ほかのところは底地だけなのに、立面も塗っているので、ちょっ

と混乱したのですけれども。これは揃えておいたほうがいいのかなと思い

ました。それで、今、この図を見ますと、申請地が側溝の内側ですよね。

側溝の蓋は民地になっていないですよね。通路は、これはこれでいいです

ね。後でちょっと違ったところがあったかもしれない、これは先ほどのご

説明と整合しているということで。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 ここは、協定通路部分に側溝部分が含まれています。 

吉村会長代理  側溝が含まれていて、蓋をかけて４メートルということですね。 
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処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 通路協定書の左下部分が現況と整備の状況になっております。赤の部分

が今回の協定通路の範囲と思っていただいたらいいかと思いますので、こ

れが一括同意基準２になりますので、既に４メートルの有効幅員がありま

す。 

吉村会長代理  もともとあるのですか。分かりました。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 一括同意基準３のほうが 2.7 メートル以上の部分で、拡幅整備か蓋の設

置というところが必要になってくるものと思っていただけたらと思いま

す。 

吉村会長代理  次に報告第８号の配置図ですが、写真を見たらいけるかなと思ったので

すけれど、これ、車が入れるのかなと思ったのですが。教習所のクランク

のようで通行は結構難しそうですね。。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 黄色部分が協定通路部分なのですが、クランクしているところも含めて

４メートルの有効が確保されています。 

吉村会長代理  そうなのですが、引っ越しのトラック、あるいは工事車両が入れるのか

なと。いや、こうやって見たら、行けそうな気もしますが。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 そうですね、現地のほうも確認には行っている中で、入って行けそうか

なと思います。 

吉村会長代理  それで、この赤の申請地は、今度、側溝を含んでいるのですよね。これ

はいいのですか。この線は結構大事だと思うのですけどね、ここが先ほど

のご説明とちょっとずれているような気がしたのですが、ここはこれでよ

ろしいのですか。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 こちらのほうもお手元の資料で、ここの部分が協定通路の境界部分で、

今回、その側溝部分を含まない中で有効が４メートル確保されているとい

うような形になっています。今回、この案件に関しましては、もともと４

メートル無かったので、側溝を完全に付け替えているというような形の中

で、有効としては側溝部分を含まない中で４メートルを確保された整備

が、もう既に行われています。 

吉村会長代理  では、先ほどの写真はどうなりますか。  

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 先ほどの写真は、整備が終わった後の写真になりますね。 

吉村会長代理  これは、やはりおかしくはないですか。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 ちょっと分かりにくいのですが、もともとが、この辺が現況の通路部分

だったのをセットバックしている形になります。 

吉村会長代理  整備が終わったら、底地は民地になるわけですか。申請地に底地が含ま
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れていますよね、これはこれでいいのですか。この赤のラインが、側溝の

右側の蓋のところまでで蓋も申請地に含まれていませんが、これはいいの

ですか。 

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 協定通路として設定するのは、４メートル部分、有効として４メートル

確保されるところというところの中で、側溝部分を含まない中での設定が

可能なので、現況として可能なのであれば、側溝部分を含んでいない通路

協定というものもあります。その中で、側溝部分を含まないと４メートル

確保できない、側溝部分の蓋がけがあった上で初めて４メートル確保でき

るものは、そこの部分も含めて協定通路の範囲として協定が結ばれている

というような形のものもあります。 

吉村会長代理  では、先ほどの断面図の線の位置とは関係ないのですね。  

処分庁 

審査指導課 

米田係長 

 これは、もともと、ここが現況だったのをセットバックして、新たに側

溝をつくります。で、側溝部分は含まない中で４メートルが確保されると

いうような形になっています。 

 

吉村会長代理  写真と整合するような断面図は、ここには無いわけですね。これは、こ

れで合っているのですかね。これも側溝の底地は民地になっているのです

ね。はい、分かりました。 

  

 

三 宅 委 員  少し感想でもいいですか。結構、写真の道路上に車が写っていて、何と

いうか、皆さん、駐車場をお持ちなのだろうけれども、突き当たりの道が

多いところで道路上に車を停めておられるところが多いような気がしま

す。協定道路ではあるのですけれども、防火上というか、そういうふうな

観点からも、だから置いてはいけないというのも、皆さんに認識していい

ただく必要があるのかなと。たまたまかもしれないですけれどもね、今後

はその駐車場とかそういうものをしっかりとつくってくださいよというよ

うなことを言ったほうがいいのかなという感じはいたしました。感想です

けど、本当に車がたくさん写っていますよね。役所の車なのか、地域の方

の車なのか分かりませんけど。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 今回写真に写っている車の多くが、調査に行った職員の車です。写真の

撮り方に問題があるなとは、私も感じておりますので、今後気をつけるよ

うにします。 

吉村会長代理  そういえば、同じ車ですね。 

三 宅 委 員  そうですね。何かそういう意識がね、あるのとないのとで全然違います

よね。 

藤 井 会 長  ほかにございませんでしょうか。 

牧 田 委 員  審査会とは少し離れる内容かなとは思うのですけども、今も見ています

と、空き家が発生して、しばらくして建て替えが更新されているという結

果が、この許可をされているという手続きになっているのかなと思ってい
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ます。枚方の地の利がいいからだと思うのですが、今、空き家というのが

結構、社会的な問題にもなっていて、ずっと常態的な空き家というのが続

く地域もある中で、割りと空き家というのが出るけれども、それが更新さ

れているということなのかなと思うのですが、やはり枚方市の住宅の事情

としては、そういうふうに思っておいていいのですか。空き家というのは

出るけれども、住み替えがされるけれども、しばらくすると、それが撤去

されて、建て替えられる。それで、建て替えた際には、当然、耐震も新耐

震になりますし、防火上も前よりはよくなるだろうなということで、私に

とっては枚方市内の住宅ストックというのが、少しだけれどもよくなって

いっているのかなと思うのですけれども、そのあたりを分かる範囲で、空

き家の更新みたいなところというのは、実際、実務をされていて、いかが

でしたか。 

処分庁 

審査指導課 

西山課長代理 

 私は以前空き家の対応の部局におりまして、非常に興味深く見ていると

ころはあるのですけれど、やはり空き家でずっと苦情が出ていたところ

が、ここに来て、いろんなところで更新が進んでいるなというのは実感し

ているところです。 

 ただ、やはりその中であっても、どうしても更新ができないところもあ

りまして、今でも空き家の部局から接道が無いけど何とかならないのかと

か、そういう悩みは常々受けておるところです。 

牧 田 委 員 やはりそうですね、キーワードとして今出された接道、道があるなしで、

開発が進むか建て替えが進むかというのが、そこがキーワードになります

からね。だから、割りと接道もよくて、建て替え工事が進むようなところ

が許可をされているという報告事例だということなのでしょうね。 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

藤 井 会 長  そうですね、建物が更新されたら、耐震構造とかそういう面ではプラス

はプラスなのですよね。道路や通路の配置とかを見ると、これは百年河清

を待つみたいな感じだなと思いつつも、確かに建物で考えると昔の建物よ

りはよくなっていると、それは間違いないですよね、確かにね。すみませ

ん、たまたま、この前、大阪府内建築審査会協議会設立 50 周年記念誌へ

の寄稿依頼で、昔の文献ひっくり返して、小文を書いたので、なかなか良

好な市街地に行くのは難しいのだなというふうに改めて痛感したので、要

らない感想を述べてしまいました。 

 ほかにございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、これをもちまして、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、本日の会議録署名人には、私とあと２名、太田

委員と三宅委員にお願いをし、会議録の清書後、署名をしていただくこと
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になります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これで本審査会を閉会することといたします。 

 


