
項目 地域 西 宮 市 （開発事業等におけるまちづくりに関する条例）

適用範囲 １．次の事業に適用する。

（１）開発事業 その敷地面積が５００㎡以上若しくはその換算戸数（規則で定めるところにより算定した住宅（集合建築物に

あっては、住居の用に供する住戸等）の戸数をいう。）が１０以上の建築物の建築又はその土地の区域の面積

が５００㎡以上の宅地造成（建築物を建築するため、土地の区画又は形質に改変を加えることをいう。）をい

う。

（２）小規模開発事業 建築物の建築で、開発事業に当たらないものをいう。

（３）中高層建築物 建築物で建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第６号の規定により算定する高さ

が１０ｍを超えるもの又は同項第８号の規定により算定する階数（地階を除く。）が４以上のものをい

う。

（４）小規模集合住宅等の建築 その住戸等の戸数の合計が１０以上となる一つ又は複数の集合建築物の建築で、開発事業に当

たらないものをいう。

２．次の行為、建築又は事業には、適用しない。

（１）都市計画法第２９条第１項第４号から第１１号までに規定する開発行為及びそれに伴う開発事業

（２）建築基準法第８５条に規定する仮設建築物の建築

（３）規則で定める地域で施行される開発事業又は小規模開発事業

３．換算戸数

建築しようとする住宅又は住戸の数に、次の表の左欄に掲げ住宅又は住戸の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

を乗じて得た戸数とする。

１戸当たりの専有床面積が２５㎡以下のもの ３分の１

１戸当たりの専有床面積が２５㎡を超え４０㎡以下のもの ２分の１

１戸当たりの専有床面積が４０㎡を超えるもの １

市の責務 市は、安全でゆとりのある快適なまちづくりに努めるとともに、まちづくりに関する必要な施策を講じなければならない。

事業主の責務 事業主は、この条例の目的を達成するため、この条例に定める事業又は建築の着手前の手続、公共施設等の整備の基準その他

の事項を遵守するとともに、自らの負担と責任において必要な措置を講じなければならない。

市民の責務 市民は、関係法令を理解し、安全でゆとりのある快適なまちづくりに自ら努めなければならない。

開発事業におけ 開発事業を行う事業主は、当該開発事業において必要となる公共施設等について、規則で定める基準に基づき、自らの負担と

る公共施設等の 責任において整備しなければならない。

整備

建築協定の締結 開発事業を行う事業主は、当該事業区域内の環境の保持と増進を図るため、西宮市建築協定条例（昭和４３年西宮市条例第４

等 ３号）第２条の規定による建築協定を締結するよう努めるとともに、市が都市計画法第１２条の５の規定による地区計画を定め

るときは、これに協力するよう努めなければならない。

防災対策 開発事業を行う事業主は、地形、地質その他の地盤条件の調査を十分に行い、地震、火災、浸水その他災害に対する対策を講

じるよう努めなければならない。

中高層建築物の 中高層建築物（建築基準法施行令第２条第１項第６号の規定により算定する高さが１０ｍを超えるものに限る。）を建築する

電波妨害防止対 事業主は、規則に定める受信妨害範囲調査方法、工事中の電波妨害防止方法及び竣工後の電波妨害防止方法を明らかにし、地上

策 波のテレビジョン電波の受信に係る電波妨害防止対策を行わなければならない。

開発事業におけ １．開発事業を行う事業主は、規則で定めるところにより、都市計画法第３０条の規定による許可の申請、確認申請若しくは建

る届出及び協議 築基準法第６条の３第１項の規定による申請又は同法第１８条第２項若しくは第４項の規定による通知に先立って、事業概要

及び事業計画（開発事業が中高層建築物の建築（規則で定めるものを除く。以下同じ。）に該当するときは、建築計画を含

む。次項において同じ。）を市長に届け出て、市長と協議しなければならない。

２．前項の規定により届け出た事業計画に係る事項のうち規則で定めるものを変更するときは、市長に届け出て、市長と協議し

なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、協議を要しない。

３．第１項の事業概要、事業計画及び建築計画に記載すべき事項、添付すべき書類その他必要な事項は、規則で定める。

協議の内容及び １．前項の規定による協議の内容は、次に掲げる事項とする。

期間 （１） 開発事業の施行に伴い必要となる公共施設等の機能、構造及び管理に関する事項

（２） その他市長が必要と認め、規則で定める事項

２．前項の協議に要する標準の期間は、開発事業の規模に応じ、規則で定める。



項目 地域 西 宮 市 （開発事業等におけるまちづくりに関する条例）

協 定 １．市長と事業主は、第１４条第１項又は第２項の規定による協議が整った場合は、その合意内容に基づく協定を締結するもの

とする。

２．前項の協定は、確認申請その他関係法令に基づく許認可等の申請をする前に締結するよう努めなければならない。

３．第１項の規定により締結された協定は、当該協定の締結の日から起算して３年を経過する日までに、確認申請その他関係法

令に基づく許認可等の申請をしないときは、その効力を失う。

住民等との協議 １．事業主は、条例第２０条第１項各号に掲げる事業を行おうとするときは、当該事業の区域の周辺の住民その他の規則で定め

る者に対し、規則で定める事業計画、工事計画及び管理計画について説明し、及び協議しなければならない。

２．事業主は、前項の規定による説明及び協議を行ったときは、その内容を速やかに市長に報告しなければならない。

３．事業主は、第１項の規定による協議に際しては、当該計画について紛争の生じることのないよう努めなければならない。

宅地事業計画 １．最低面積

条例第１０条に規定する規則で定める面積は、次の表の左欄に掲げる用途地域等の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定

める面積とする。

用途地域 最低敷地面積

第１種低層住居専用地域 １５０㎡

第２種低層住居専用地域 １２０㎡

第１種中高層住居専用地域・第２種中高層住居専用地域 ９０㎡

第１種住居地域・第２種住居地域・準住居地域・準工業地域・工業地域 ８０㎡

近隣商業地域・商業地域 ７０㎡

用途地域の指定の無い地域 開発区域に最も近接した用途地域の区分に応じ

た面積

２．中高層建築物を建築する場合の敷地面積は、規則で定める規模以上でなければならない。

標識の設置等 １．事業主は、次の各号のいずれかに該当する事業を行おうとするときは、第１４条第１項（第１８条において準用する場合を

含む。）の規定により、事業概要又は事業計画を市長に届け出た日から規則で定める期限までに規則で定める標識を設置する

とともに、当該標識を設置した状況を示す写真を市長に提出しなければならない。

（１） 開発事業。ただし、規則で定めるものを除く。

（２） 小規模開発事業。ただし、小規模集合住宅等の建築に該当するものに限る。

（３） 中高層建築物の建築。

２．前項に規定する標識の設置は、事業予定地内の道路に面した箇所その他公衆の見やすい位置に、規則で定める期間行わなけ

ればならない。

３．市長は、第１４条第１項の規定による開発事業(規則で定めるものを除く。第２２条において同じ。)の届出があったとき

は、開発事業受付簿を調製し、保管するとともに、これを公衆の閲覧に供しなければならない。

道 路 １．開発区域内の道路、開発区域に接する道路及び進入道路については、市の道路計画及び技術基準に適合するよう計画するこ

と。

２．開発区域内の道路は、車両及び歩行者の通行を支障なく安全に処理できるものであること。

公 園 開発区域の面積が３,０００㎡以上の住宅の建築又は宅地の造成を目的とする開発事業にあっては、公園を整備すること。

（設置基準）

１．次に定める算定式に基づき算定した公園基準面積以上の公園を整備すること。

基準面積 ＝ ６．８㎡×換算戸数

２．前号の規定にかかわらず、次のア又はイに該当する場合は、それぞれア又はイに定めるところによる。

ア 過去の開発事業等により公園の整備を行ったことのある敷地において開発事業を行う場合

基準面積 ＝ ６．８㎡×（換算戸数－既存住宅の戸数に相当する換算戸数）

イ 開発区域が、施工中又は換地処分後１０年以内の土地区画整理事業の区域を含む場合

基準面積 ＝ ６．８㎡×換算戸数－開発区域のうち土地区画整理事業の区域の３％に相当する面積

３．前２号の規定にかかわらず、算定した基準面積が開発区域面積の１０％に相当する数を超える場合は、当該１０％に相当

する面積を、開発区域の３％に相当する数に満たない場合は、当該３％に相当する面積を基準面積とする。

４．次のいずれかに該当する開発事業は、公園の整備を要しない。

ア 前３号の規定により算定した基準面積が１５０㎡未満である開発事業

イ 集合建築物の建築を目的とする開発事業のうち、既に開設された街区公園（２，５００㎡以上のものに限る。）、



項目 地域 西 宮 市 （開発事業等におけるまちづくりに関する条例）

公 園 近隣公園、地区公園、広田山公園、夙川河川敷緑地（山手線から臨港線までの区間に限る。）又は甲子園浜海浜公園

（市長が別に定める部分に限る）からの直線距離が２５０ｍ以内の区域であり、かつ、歩行距離が５００ｍ以内の区

域で行う開発事業であって、当該事業敷地内に基準面積に相当する面積の自主管理の公園整備を行うもの

排水計画 １．排水計画は、西宮市の定める「西宮市公共下水道事業計画」に整合することを原則とし、当該開発区域内を含む集水区域全
体を考慮し、かつ、当該開発区域内の雨水及び汚水を適切に排除する施設計画とすること。

２．排除方式は、公共下水道の排除方式に整合させること。ただし、宅地内の排除方式は、分流式とし、自然流下により排除す
るものであること。

３．排水施設計画については、河川、水路又は公共下水道の管理者及び利害関係者と協議し、計画すること。仮設の排水設備を
計画する場合も、同様とする。

４．開発事業によって、流域の変更をしないこと。

給水施設 開発区域内における給水施設の設置基準は、西宮市上下水道局が定めた「給水装置工事設計・施行基準」によること。

消防水利施設 個人が使用する目的をもって開発する専用住宅用地を除き、開発区域内には、次に定めるところにより消防水利施設（消防水

利の基準（昭和３９年消防庁告示第７号）第２条第２項に規定する消防水利をいう。以下この表において同じ。）を設置するも

のとする。

（１） 設置数

ア 消防水利の設置数は、開発区域の面積を、次の表に掲げる用途地域の区分に応じ当該区分ごとに定める基準面積で除し

て得た数に、建築する住戸の戸数を５６で除して得た数及び建築する建築物の延面積を５，０００で除して得た数のう

ち、いずれか大きい方の数を加えた数（１未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。）とすること。

用途地域 基準面積

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 ３１,０００㎡

その他の用途地域 ４５,０００㎡

イ アの規定により算定した設置数が零となる場合であって、当該開発区域内のすべての範囲を既設の消防水利施設の有効

範囲に包含できないときは、アの規定にかかわらず、次号の基準に準じて設置すること。

（２） 配置及び種別の基準

ア 消防水利施設から開発区域内のすべての部分までの水平距離が次の表に掲げる用途地域の区分に応じ当該区分ごとに

定める距離となるように設置すること。

用途地域 水平距離

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 １００ｍ以下

その他の用途地域 １２０ｍ以下

イ その３分の１以上を防火水槽とすること。ただし、前号の規定により算定した設置数が２以下の場合は、そのうちの１

を防火水槽とすること。

ウ 消防長が別に定める水利標識を設置すること。

（３） 構造基準

ア 消防水利の基準第３条及び第６条に定める基準に適合すること。

イ 防火水槽は耐震性能を有すること。

工事完了の届出 １．事業主は、当該開発事業が完了した後、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

及び確認 ２．市長は、開発事業が完了したときは、遅滞なく、その開発事業に係る第１４条第１項又は第２項の規定による協議において

合意に達した事項に適合して施行されているかどうかを確認しなければならない。

３．市長は、前項の規定により確認した場合は、その結果を事業主に通知するものとする。

指導、勧告及び 市長は、第７条、第１０条、第１１条、第１２条若しくは第１３条（第１８条において準用する場合を含む。）の規定による

命令 基準を遵守しない者、第１４条第１項若しくは第２項（第１８条において準用する場合を含む。以下この条において同じ｡)の規

定による協議を行わないで開発事業若しくは小規模開発事業に着手した者、第１４条第１項若しくは第２項の規定による届出を

しなかった者又は第２０条第１項の規定による標識を設置しなかった者に対し、必要な措置を講じるよう指導し、勧告し、又は

命ずることができる。

公 表 市長は、前条の規定による命令に従わなかった場合においては、その者の氏名又は名称、命令の内容、従わなかった事実その

他規則で定める事項を公表することができる。



項目 地域 西 宮 市 （開発事業等におけるまちづくりに関する条例）

事業主の公害・ １．事業主は、工事中の騒音及び振動の防止、工事用通過車両の安全対策その他付近住民の住環境を害さないための必要な措置

安全対策 （以下「公害・安全対策」という。）を講じなければならない。

２．市長は、事業主が公害・安全対策を講じず、付近住民の住環境を害していると認めるときは、当該事業主に対し、工事中の

公害・安全対策を講じるよう指導し、又は勧告することができる。

立入調査等 １．市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該市職員に、土地若しくは建物に立ち入り、当該土地若しくは建物若し

くは当該土地若しくは建物において行われている行為の状況を調査させ、又は関係者に対し必要な指示若しくは指導を行わせ

ることができる。この場合において、土地又は建物に立ち入る時間は、日の出から日の入りまでとし、あらかじめ、立ち入ろ

うとする建物の居住者（当該建物を開発事業又は小規模開発事業において建築した事業主を除く。）の承諾を得るものとす

る。

２ 前項の規定により、土地又は建物に立ち入ろうとする当該市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があっ

たときは、これを提示しなければならない。

罰 則 １．次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。

（１）第１４条第１項（第１８条において準用する場合を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

（２）第２０条第１項の規定による標識を設置しない者

（３）正当な理由なく第２８条第１項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑又は科料刑を科する。

敷地内緑化 敷地面積に対する緑化面積（植栽し、緑地にする面積をいう。以下この表において同じ。）の割合（以下「緑化率」とい
う。）は、市街化区域内にあっては２０％以上、市街化調整区域内にあっては３０％以上とすること。
ただし、次に掲げる場合は、それぞれの定めるところによる。
ア 近隣商業地域又は商業地域の場合 １０％以上
イ 都市計画法第８条第３項の規定に基づき定められた建築物の建ぺい率が８０％である第１種住居地域の場合１０％以上
ウ 角地等建ぺい率の緩和を受ける場合 （１００－使用建ぺい率）／２（％）以上
エ 簡略協議事業であるモデルルームの場合 ５％以上
オ 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する学校（運動場を有するものに限る。）及び児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施設(運動場を有するものに限る。)の場合 市長が別に定める割合
以上

駐車場 １．自動車車庫及び自動車駐車場（以下「駐車場等」という。）の設置基準は、次に定めるとおりとする。

（１）その全部又は一部を住宅の用に供する建築物にあっては、住居の用に供する住戸等の数（以下「住宅戸数」という。）

に、次の表に掲げる建築物が存する用途地域の欄及び住宅戸数の欄の区分に応じ、それぞれ同表設置率の欄に定める率を乗

じて得た数に相当する台数以上の自動車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規定する普通自動車をいう。

以下同じ。）を収容できる駐車場等を設けること。ただし、単身者住宅については、当該住宅戸数に１００分の２５を乗じ

て得た数に相当する台数とすることができる。

建築物が存する用途地域 住宅戸数 設置率

近隣商業地域 ・ 商業地域 １００分の３５

その他の用途地域 ５０戸以下 １００分の６０

５１戸以上～１２４戸以下 １００分の８０

１２５戸以上 １００分の１００

（注）１．建築敷地が２の用途地域に属する場合は、住宅戸数をそれぞれ敷地部分に係る面積であん分して算定する。

２．算出した設置台数に１未満の端数があるときは、これを切り上げる。

２．換算戸数が５０戸を超える場合は、戸数が５０戸を超えるごとに、前号の規定により算出される設置すべき駐車場台数のう

ち１台を来客者用駐車場とすること。

３．その全部を住宅の用に供する建築物以外の場合は別途規定あり。

４．敷地内に宅配等のサービスを住民に提供する事業者の業務用車両が１台以上駐車でき、かつ、有効に作業等のできる駐車場

等を設けるよう努めること。

５．小規模集合住宅等を建築する場合は、「開発事業におけるまちづくりに関する条例施行規則別表第１２第１項」に定めると

ころにより駐車場等を設置すること。

その他の措置 １．自転車駐車場

（１）自転車駐車場は、自転車等（道路交通法第２条第１項第１０号に規定する原動機付自転車及び同項第１１号の２に規定す

る自転車をいう。）の駐車できる場所をいう。
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その他の措置 （２）設置基準については、「開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則 別表第１２第２項」に定めるところによ

る。

２．清掃施設

宅地造成において設置すべき一般廃棄物の集積場（以下「ごみ集積場」という。）の基準は、「開発事業等におけるまちづく

りに関する条例施行規則 別表第９」に定めるところによる。

３．集会施設

（１）宅地造成を行う開発事業にあっては、次に定める基準により、建築敷地が１５０㎡以上の集会施設を設置すること。

区画数 箇所数

１２５以上 ３００以下 １

３０１以上 ５００以下 ２

５０１以上 ８００以下 ３

※区画数が８０１以上の場合は、８０１以上の３００ごとに１の割合で箇所数を加算すること。

（２）換算戸数が５０戸以上の集合建築物を建築する開発事業にあっては、次に定める基準により集会施設を１箇所設置するこ

と。

換算戸数（戸） 延床面積（㎡）

５０以上 １００未満 ７０以上

１００以上 ３００未満 １００以上

３００以上 ６００未満 １５０以上

６００以上 １０００未満 ２００以上

１０００以上 ３００以上

４．その他の施設等

（１）連絡表示板の設置

単身者住宅の戸数が１棟当たり１０以上の建築物を建設する開発事業にあっては、当該建築物の出入口の見やすい場所

に、管理者の氏名又は名称及び連絡先を明示した表示板を設置すること。

（２）管理人室の設置

単身者住宅戸数が１棟当たり３０以上の建築物を建築する開発事業にあっては、当該建築物の出入口を見通すことができ

る場所に、受付窓を有し、及び管理人室と明示された管理人室を設置するとともに、管理人が使用できる便所を設置するこ

と。

（３）一時避難施設の整備

津波発生時に避難を要する地域として市長が定める地域に鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であって、か

つ、地階を除く階数が３以上の建築物を建築する開発事業にあっては、当該建築物を津波及び洪水時における一時避難施設
として適切な構造に整備し、利用できるものとするよう努めること。

施行改正年月日 平成27年 7月15日条例改正 令和 3年 4月 1日施行規則改正

＊記載したもの以外の事項、詳細が記載されていないもの等があるので、各項目の取扱いについては事前に十分協議すること。


