
第 66号議案

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例の件

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例を次のように

制定する。

平成 30年 9月 18日提出

神戸市長久 フE 宣 ::l:I二
lJ:ヨ

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例の一部を改正する条例

神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例（平成 6年 3月条例第51号）の一部

を次のように改正する。

別 表第 1第 1号の表（52）の項を次のように改める。

I ( 5 2) I都市計画法第20条第 1項の規定により告示された神戸国際港都建

設計画名谷町社谷地区地区計画の区域のうち，地区整備計画が定

められている区域（次表において「名谷町社谷地区地区整備計画

区域 j という。）

別表 第 2第 1号の表（52）の項を次のように改める。

(52) 名谷町社谷地 低層住宅 建築物の用途 法別表第 2（し、）項第 3号から第 5号まで及び第 7号に掲げ

区地区整備計 地区 の制限 る建築物（集会所を除く。）

画区域 建築物の敷地 150平方メートル（土地区画整理法第98条第 1項の規定によ

面積の最低限 り仮換地として指定された土地の全部（その土地の一部が

度 法第42条第 1項に規定する道路である場合にあっては，当

該道路の部分以外の部分）をーの敷地として使用する建築

物以外の建築物に係るものに限る。）

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線ま

制限 での距離は， 1メートル以上とすること。

(2) (1）の基準に満たない距離にある建築物等が，それぞ

れ，次に掲げるもののいずれかに該当する場合において

は，（1）の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用し

ない。

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下

であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が 3メートル以下であ

るもの

利便施設 建築物の用途 法別表第 2（い）項第 3号から第 5号まで及び第 7号に掲げ

地区 の制限 る建築物

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線ま

制限 での距離は， 1メートル以上とすること。

(2) (1）の基準に満たない距離にある建築物等が，それぞ

れ，次に掲げるもののいずれかに該当する場合において

は，（1）の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用し

ない。

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下

であるもの
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イ 外壁等の中心線の長さの合計が 3メートル以下であ

るもの

別表 第 2第 1号の表（80）の項中「隣地境界線及び道路境界線」を「道路境界線

及び隣地境界線」に改める。

附則

この条例は，公布の日から施行する。

理 由

地区計画の変更に伴い，当該地区計画の区域内における建築物の制限を変更す

るに当たり，条例を改正する必要があるため。
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（参考）

別表第1 （第21条関係）

(1) 地区計画の区域

略

（現

神戸市民の住環境等をまも

行）

区域

略

(52) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された神戸国際港都建設計画名谷岡？土谷地区住宅地高度利用地区計画の区域のう

ち，住宅地高度利用地区樹首計画が定められている区域（次表において「名谷町？土谷地区住宅地高度利用地区樹首計画区域j

とし、う。）

略 略

(2） 略

別表第2 （第22条－第27条の2，第29条関係）

(1) 地区計画の区域内の制限

計画区域 （ア） （イ）

計画地区 制限

の区分 制限の種類 制限の内容

略 略 略 略 略

(52) 名谷町社 低層住宅 建築物の用途 次に掲げる建築物以外の建築物

谷地区住 街区A の制限 (1) 法別表第2（い）項第1号に掲げる建築物で一戸建てのもの

宅地高度 (2) 法別表第2（い）項第9号に掲げるもの

利用地区 (3) 令第130条の3第6号及び第7号の用途に併する兼用住宅で一戸建てのもの

整備計画 (4) 集会所

区盛 (5) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地 150平方メートル

面積の最低限

度

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から敷地鏡界線までの距離は2 1メートル以上とすること。

制限 (2) (1)の基準に満たなし唱闇佐にある建築物等が，それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては， (1）の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用しなしL

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

盤星主主 建築物の用途 次に掲げる建築物以外の建築物

街区B の制限 (1) 法別表第2（い）項第1号に掲げるもの

(2) 法別表第2（い）項第3号に掲げる共同住宅

(3) 法別表第2（い）項第9号に掲げるもの

(4) 令第130条の3第6号及び第7号の用途に供する兼用住宅

(5) 集会所

(6) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地 150平方メートル

面積の最f邸艮

墨
壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から敷地境界線までのE鴎白土， 1メートル以上とすること。

劃堕 (2) (1）の基準に満たないE鴎釦こある建築物等が，それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては， (1）の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用しなし冶

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートノレ以下であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が3メートノレ以下であるもの

低層主主 建築物の用途 次に掲げる建築物以外の建築物

街区C の制限 (1) 法別表第2（し＼）項第1号に掲げるもの

(2) 法別表第2（い）項第3号に掲げる共同住宅

(3) 法別表第2（い）項第9号に掲げるもの

(4) 令第 130条の3第2号，第6号及び第7号の用途に供する兼用住宅

(5) 保育所
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りそだてる条例 ぬきがき

は，改正部分を示す。）

（改正案）

(52) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された神戸国際港都建設計画名谷町1土谷地区地区計画の区域のうち，地区樹首計画

が定められている区域（次表に如、て「名谷町干土谷地区地区樹首計画区域j とし、う。）

(52) 名谷町社 ｛国書住宅 建築物の用途 法別表第2（い）項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる建築物集会所を除く。）

谷地区地 地区 企劃堕

区整備計 建築物の敷地 150平方メートル（土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地

直区盛 面積の最低限 の全部（その土地の一昔日が法第42条第1項に規定する道路で、ある場合にあっては，当該道

度 路の部分以外の部分）をーの敷地として使用する建築物以外の建築物に係るものに限る。）

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は， 1メートル以上と

劃堕 すること。

(2) (1）の基準に満たなし唱団住にある建築物等がE それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては，（1）の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用しなしL

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

到i監笛同 建築物の用途 法別表第2（い）項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる建築物

地区 の制限

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から道路境界線及び隣地鏡界線までの距離は， 1メートル以上と

制限 すること。

(2) (1）の基準に満たないE鴎佐にある建築物等が，それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては，（1)の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの
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(6) 集会所

(7) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地 150平方メートル

面積の最｛邸艮

度

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から敷地鏡界線までのE鴎白土， 1メートル以上とすること。

制限 (2) (1）の基準に満たなし唱国釦こある建築物等が，それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては，（1）の基準は2 当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

E星主主 建築物の用途 次に掲げる建築物以外の建築物

街区A の制限 (1) 法別表第2（し、）項第3号に掲げる共同住宅

(2) 法別表第2（し、）項第9号に掲げるもの

(3) 令第 130条の3第6号及び第7号の用途に併する兼用住宅（共同住宅に限る。）

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離は，次のア又はイに掲げる敷地境界線

制限 の区分に応じ，それぞれア又はイに定める距離以上とすること。

ア 計画図表示の敷地境界線 5メートノレ

イ その他の敷地境界線 3メートル

(2) (1）の基準に満たない距離にある建築物等が，それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては！ (1）の基準は2 当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

ア 車庫等の用途に供し，車初コ高さが2.3メートル以下であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下で、あるもの

中層住宅 建築物の用途 次に掲げる建築物以外の建築物

街区B の制限 (1) 法別表第2（し、）項第3号に掲げる共同住宅

(2) 法別表第2（い）項第9号に掲げるもの

(3) 令第 130条の3第6号及び第7号の用途に供する兼用住宅（共同住宅に限る。）

(4) 集会所

(5) 前各号の建築物に附属するもの

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から敷地境界線までのE間住は， 3メートル以上とすること。

劃堕 (2) (1）の基準に満たない距離にある建築物等が，それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては！ (1）の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

ア 車庫等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下であるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの

センター 建築物の用途 法別表第2（し、）項第1号から第3号までに掲げる建築物

街区 の制限

壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から敷地境界線までのE閥的土， 3メートル以上とすること。

制限 (2) (1）の基準に満たないE田監にある建築物等が，それぞれ，次に掲げるもののいずれかに

該当する場合においては，（1）の基準は，当該建築物等の外壁等の面には適用しない。

ア 車車等の用途に供し，軒の高さが2.3メートル以下で、あるもの

イ 外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下で、あるもの

略 略 略 略 略

(80) 神陵台5 住宅地区 略 略

丁目地区 A 壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から隣地境界線及び道路境界線までのE鴎監は， 0.5メートル以上

地区樹首 制限 とすること。

計画区域 (2）略

住宅地区 略 略

B 壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から隣地境界線及び道路境界線までのE田監は， 0.5メートル以上

制限 とすること。

(2）略

略 略

住宅地区 略 略

c 壁面の位置の (1) 建築物の外壁等の面から隣地境界線及び道路境界線までのE圏在は， 0.5メートル以上

制限 とすること。

(2）略
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道路境界線及び隣地境界線

道路境界線及び隣地境界線

道路境界線及び隣地境界線
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略 略

備考略
(2） 略

住宅地区

D 

略

略

略 略

略 略

壁面の位置の (l) 建築物の外壁等の面から隣地境界線及び道路境界線までの距離は， 0.5メートル以上

制限 とすること。

(2）略

略 略

略 略

略 略
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道路境界線及び隣地境界線
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