
 

 

茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する指導

要綱施行基準 

 

 

（趣旨） 

第１ この基準は、茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する

指導要綱（平成15年４月１日実施。以下「中高層建築物指導要綱」という。）の

施行に関して必要な事項を定めるものとする。 

（高さの算定方法） 

第２ 中高層建築物指導要綱第３各号に規定する高さの算定方法は、建築基準法施

行令（昭和25年政令第388号）第２条第２項に規定する地盤面からの高さによ

る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋

上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の８分の１以内の場合に

おいては、５メートルまでは当該建築物の高さに算入しない。 

(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物

の高さに算入しない。 

 （事前相談） 

第３ 中高層建築物指導要綱第９第１項に規定する事前相談書は、様式第１号によ

るものとする。 

２ 前項の事前相談書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 現況図 

(3) 土地利用計画図 

(4) 排水計画平面図 

(5) 造成計画平面図・断面図 

(6) 予定建築物の各階平面図・立面図・断面図 

(7) 地籍図 

３ 中高層建築物指導要綱第９第２項に規定する事前相談意見書は、様式第２号に

よるものとする。 

（日影による影響の防止措置） 

第４ 建築主が近隣の敷地に対して確保すべき日照の基準は、大阪府建築基準法施

行条例（昭和46年大阪府条例第４号）第69条の規定によるものとする。 

２ 建築主は、公園及び公益施設に対しては、日影による影響を生じさせないよう



 

 

特に配慮しなければならない。 

３ 日影による影響を緩和するために必要な措置の内容は、次に掲げるものとす

る。 

(1) 土地利用計画及び造成計画の変更 

(2) 中高層建築物の建築に関する計画の変更 

（放送電波の受信障害の防止措置） 

第５ 建築主は、中高層建築物を建築することにより放送電波の受信障害（以下

「電波障害」という。）を生じさせるおそれがあるときは、次に掲げる図書を作

成しなければならない。 

(1) 電波障害の事前調査報告書（電波到来図、電波障害予想範囲（電波障害解消

地域）図、各地点における電界強度・受信状況・水平パターン等） 

(2) 電波障害に関する関係者調書 

(3) 電波障害改善計画書誓約書 

２ 電波障害を解消させるために必要な措置の内容は、次に掲げるものとする。 

(1) 共同受信施設（アンテナ等による個別対策を含む）の措置 

(2) 共同受信施設の維持管理等に関し次に掲げる内容についての協定書等の締結 

イ 維持管理（更改を含む）の責任及び費用負担 

ロ 維持管理を行う者 

ハ 電波障害解消地域内において、将来家屋を新築することにより新たに受信

を必要とする者の共同受信施設の利用と経費負担 

ニ 共同受信施設組合等の設立 

（工事施工中の災害防止措置） 

第６ 建築主は、中高層建築物の建築に係る工事の施工に際しては、次に掲げる事

項について留意して施行するとともに、騒音、振動若しくは土砂の飛散等を防止

又は緩和するために必要な措置を講じて、周辺環境への影響を最小限にとどめな

ければならない。 

(1) 宅地造成の基準 

(2) 災害防止の対策 

(3) 工事関係車両の通行 

(4) 工事施工状況の監理及び記録 

(5) 責任の所在 

２ 前項の措置を講じたにもかかわらず、なお周辺に対し環境悪化の影響を及ぼす

おそれのある場合は、当該中高層建築物の建築を中断して、その原因を究明し、

これを排除しなければならない。 

（敷地内の空間の確保） 



 

 

第７ 建築主は、中高層建築物を建築する場合は、良好な生活環境を確保するた

め、建築物のそれぞれの高さに応じて、それぞれの外壁から次に掲げる計算方法

によって得られる敷地内の空間を確保しなければならない。 

１ｍ＋0.3×（建築物の高さ－10ｍ）／２ 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる部分については、この限りでない。 

(1) 商業地域及び近隣商業地域（容積率300％以上）内で建築する部分 

(2) ４メートル以上の公共空間（児童遊園は除く）に接している部分 

（お知らせ板の設置位置等） 

第８ 中高層建築物指導要綱第10第１項に規定する標識は、中高層建築物お知らせ

板（様式第３号。以下「お知らせ板」という。）とする。 

２ 建築主は、お知らせ板を当該中高層建築物の建築予定地が道路に接する部分

（当該予定地が２以上の道路に接する部分にあっては、原則としてそれぞれの道

路に接する部分。予定地が100メートル以上にわたって道路に接する場合にあっ

ては、100メートル以内ごとの部分。）で、当該予定地の外部から見やすい場所

に設置しなければならない。 

３ 建築主は、お知らせ板が破損し若しくは倒壊しないよう設置し、お知らせ板の

記載事項が不鮮明にならないよう管理しなければならない。 

（お知らせ板設置報告書） 

第９ 中高層建築物指導要綱第10第２項に規定する報告は、中高層建築物お知らせ

板設置報告書（様式第４号）にお知らせ板の設置状況を明らかにした写真（１箇

所につき、遠景・近景の各１枚）を添付して行うものとする。 

（住民への説明項目） 

第10 中高層建築物指導要綱第11第１項に規定する説明事項は、次表によるものと

する。 

 住民への説明項目 説明すべき内容 

１ 事業関係者の紹介  

 建築主、設計者、工事監理者、 

 工事施工者、代理人等の紹介 

会社等の概要 

２ 中高層建築物の予定地に関する事

項 

 

 建築物の場所 

 

建築物の敷地の地名地番、付近の代

表的な目標物からの具体的な位置 

 敷地の規模 

 

敷地全体の整備概要、予定建築物の

位置及び隣接地との距離 



 

 

 駐車施設、ごみ集積施設、 

受水槽施設 

駐車台数、出入り口の位置、ごみ集

積施設の位置及び大きさ、受水槽の

位置 

  及び大きさ 

３ 中高層建築物の概要  

 用途等 建築物の用途（複合用途の場合は各

用途）、住戸数 

 規模、階数 建築面積、延べ床面積、高さ、地上

階数、地下階数 

 構造、基礎の構造 建築物の構造種別、基礎の構造種別 

４ 日影の影響  

 建築物による日影 法日影図による適法性、予定建築物

による実日影の説明 

５ 放送電波の受信障害  

 テレビジョン電波障害の対策 電波受信障害予測図と障害が発生し

た場合の具体的な対策 

６ 工事の施工に関する事項  

 工期、休日、作業時間 工事期間又は総工事日数、休日、作

業日の作業時間帯 

 工事車両の運行 車両の運行経路及び時間（開始、終

了）、車両の種類、１日の車両台数

及び期間 

 安全対策 仮囲い、仮設計画、防塵、交通整理

員の配置 

 家屋調査 調査の内容、措置 

 緊急時連絡体制 連絡先（昼間、夜間、休日）、責任

者 

７ 中高層建築物指導要綱の概要  

 説明・協議、協議経過報告書、

意見書、見解書等 

近隣住民・周辺住民の位置付け、協

議経過報告書、意見書の提出方法及

び公開、見解書の提出についての周

知方法、紛争のあっせんの申出、取

扱い及び公開 

８ その他 関係住民の生活環境に著しく障害を 



 

 

 与えるおそれのある事項 

（協議経過報告書） 

第11 中高層建築物指導要綱第12第１項に規定する協議経過報告書は、様式第５号

によるものとする。 

２ 中高層建築物指導要綱第12第１項に規定する項目は、次に掲げるものとする。 

(1) 説明の実施日 

(2) 説明を受けた近隣住民及び周辺住民の住所及び氏名 

(3) 説明を行った者の氏名（同席者を含む。） 

(4) 説明の内容及び使用・配布した図書 

(5) 説明に対して出された意見 

(6) 出された意見に対する措置又は建築主の考え方 

(7) 近隣住民の名簿一覧表及び周辺住民の範囲を示す図 

(8) その他市長が必要と認めるもの 

３ 中高層建築物指導要綱第12第２項の規定による報告は、お知らせ板記載報告書

（様式第６号）にお知らせ板に記載した事項が確認できる写真を添付して行うも 

のとする。 

（協議経過報告書に対する意見等の提出） 

第12 中高層建築物指導要綱第13第１項に規定する中高層建築物に関する意見書

は、様式第７号によるものとする。 

２ 中高層建築物指導要綱第13第２項に規定する意見書の写しの送付は、意見書等

送付書（様式第８号）によるものとする。 

３ 中高層建築物指導要綱第13第３項に規定する意見書に対する見解書は、様式第

９号によるものとする。 

４ 中高層建築物指導要綱第13第４項に規定する見解書の写しの送付は、見解書等

送付書（様式第10号）によるものとする。 

（協議経過報告書等の閲覧） 

第13 中高層建築物指導要綱第14に規定する協議経過報告書等（以下「報告書等」

という。）の閲覧場所は、都市整備部審査指導課とする。 

２ 報告書等の閲覧日は、市の執務日とする。 

３ 報告書等の閲覧時間は、午後８時45分から正午まで及び午後１時から午後５時

15分までとする。 

４ 市長は、報告書等の整理を行うときその他必要があると認めるときは、前項の

規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更することができる。 

５ 報告書等を閲覧しようとする者は、都市整備部審査指導課に申し出なければな

らない。 



 

 

６ 報告書等は、第１項の閲覧場所以外で閲覧してはならない。 

７ 市長は、報告書等を閲覧しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、報告書等の閲覧を禁止し、又は制限することができる。 

(1) 報告書等を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められ

るとき。 

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(3) 職員の指示に従わないとき。 

（協議経過報告書の承認） 

第14 中高層建築物指導要綱第15第１項に規定する承認は、事前協議開始承認書

（様式第11号）によるものとする。 

２ 中高層建築物指導要綱第15第３項の規定により協議経過報告書の内容について

の補正、説明の追加等を求めようとするときは、協議経過報告書内容補正等通知

書（様式第12号）により行うものとする。 

（紛争のあっせんの申出） 

第15 建築主又は関係住民（以下「当事者」という。）は、中高層建築物指導要綱

第16に規定する紛争のあっせんの申出をしようとするときは、紛争のあっせん申

出書（様式第13号）を市長に提出しなければならない。 

（あっせんの開始） 

第16 中高層建築物指導要綱第17第４項に規定するあっせんに付することの決定通

知は、あっせん開始通知書（様式第14号）によるものとする。 

（あっせん出席の求め） 

第17 中高層建築物指導要綱第19第１項に規定する当事者又は工事施工者等の出席

の求めは、あっせん出席通知書（様式第15号）によるものとする。 

（あっせん関係図書の提出） 

第18 中高層建築物指導要綱第19第２項に規定する当事者又は工事施工者等に対す

る関係図書の提出の求めは、あっせん関係図書提出通知書（様式第16号）による

ものとする。 

（あっせんの終結） 

第19 中高層建築物指導要綱第20第３項に規定するあっせんの終結通知は、あっせ

ん終結通知書（様式第17号）によるものとする。 

（代表当事者の選定） 

第20 中高層建築物指導要綱第22第１項に規定する代表当事者の選定は、代表当事

者選定届（様式第18号）によるものとする。 

 （工事着手の延期の要請） 

第21 中高層建築物指導要綱第24に規定する工事の着手の延期又は工事の停止の要



 

 

請は、工事着手延期・工事停止要請通知書（様式第19号）によるものとする。 

 （市地域外にわたる場合の措置） 

第22 中高層建築物指導要綱第２第１項第２号及び第３号に規定する者が、

市地域外にわたる場合は別途協議とする。 

 （その他） 

第23 この基準の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

 

 附 則 

この基準は、平成15年４月１日から実施する。 

附 則 

この基準は、平成16年１月１日から実施する。 

附 則 

この基準は、平成25年１月１日から実施する。 

附 則 

この基準は、平成29年９月28日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この基準は、令和３年６月１日から実施する。 

（経過措置） 

２ この基準の実施の際、この基準による改正前の基準によって定められていた様式

による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨

げない。 


