
建築確認申請書・調査報告書の主な経由　１／２ 更新日　R4.7.6
堺市開発調整部建築安全課　審査係

内線 ５９１９・５９２１
直通 ０７２－２２８－７９３６

すべての建築物
地域地区（用途地域等） ・都市計画法 ・堺市都市計画部都市計画課　土地利用係

内線 ５５１５・５５１６　<高層館16階>
直通 ０７２－２２８－８３９８

下水道関係 ・下水道法 ・堺市下水道管路部下水道管路課　開発調整係
<上下水道局本庁舎2階>

<住所> 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
直通 ０７２－２５０－３４２８

（建築安全課又は宅地安全課で経由できる場合あり）

道路関係 ・市道、府道、国道 ・堺市土木部路政課　境界調査係
※開発協議にかかるもの 内線 ４１２３・４１２４　<高層館18階>

を除く 直通 ０７２－２２８－７４１７
・位置指定道路、建基法43条許可 ・堺市開発調整部宅地安全課　

内線 ５９２７・５９３２～５９３６　<高層館13階>
直通 ０７２－２２８－７４８３

・法施行前道路、建基法42条非該当 ・堺市開発調整部建築安全課　
内線 ５９１９・５９２１　<高層館13階>
直通 ０７２－２２８－７９３６

開発協議にかかるものを除く ・堺市開発行為等の手続に関する条例 ・堺市開発調整部宅地安全課　調査係
すべての建築物 　　図面の経由

内線 ５９３７～５９３９　<高層館13階>
直通 ０７２－２２８－７４８３

開発協議にかかるもの ・都市計画法、堺市開発行為等の手続に関する条例 ・堺市開発調整部宅地安全課　許可係
　　工事完了検査済、建築（特例）承認、 内線 ５９３４～５９３６　<高層館13階>

都計法41条制限　等 直通 ０７２－２２８－７４８３
市街化調整区域内 ・都市計画法 ・堺市開発調整部宅地安全課　調査係
※開発協議にかかるものを除く 内線 ５９３７～５９３９　<高層館13階>

直通 ０７２－２２８－７４８３
地区計画区域内 ・都市計画法 ・堺市都市計画部都市計画課　土地利用係

内線 ５５１５・５５１６　<高層館16階>
直通 ０７２－２２８－８３９８

風致地区内 ・堺市風致地区内における ・堺市公園緑地部公園緑地整備課　緑化推進係
建築等の規制に関する条例 内線 ４４２４・４４２５　〈高層館17階〉

直通 ０７２－２２８－７４２４
福祉施設等 サービス付き高齢者向け住宅 ・堺市住宅部住宅まちづくり課　企画支援係

（用途が共同住宅の場合は、 内線 ５７１６　〈高層館14階〉
　　　介護事業者課の経由は不要） 直通 ０７２－２２８－８２１５

・堺市長寿社会部介護事業者課　指導係
内線 ３１８６　〈本館8階〉
直通 ０７２－２２８－７３４８

有料老人ホーム ・堺市長寿社会部介護事業者課　指定係
内線 ３２０２　〈本館8階〉

老人デイサービスセンター 直通 ０７２－２２８－７３４８
（認知症デイを除く）

老人短期入所事業

老人デイサービスセンター（認知症デイ）、
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所

・身体・知的・精神障害者 ・堺市障害福祉部障害福祉サービス課　事業者係

内線 ３１５４　〈本館7階〉
直通 ０７２－２２８－７８１８

保育所 ・児童福祉法 ・堺市子育て支援部幼保推進課
内線 ３３６１・３３６２　〈高層館8階〉
直通 ０７２－２２８－７１７３

病院・診療所・助産所 ・医療法等 ・堺市保健所保健医療課　医務管理係
施術所（はり・きゅう・あん摩） 内線 ３４４７　〈本館6階〉

直通 ０７２－２２８－７５８２
旅館・ホテル ・旅館業法 ・堺市保健所環境薬務課　営業指導係
簡易宿泊所・下宿 内線 ３４５６・３４５７　〈本館6階〉
公衆浴場 ・公衆浴場法 直通 ０７２－２２２－９９４０
ラブホテル ・堺市ラブホテル建築等規制条例
地下鉄御堂筋沿線 ・府道大阪高石線沿い（官民境界より30ｍ以内）及び ・（株）大阪メトロサービス　近接協議担当

中百舌鳥検車場付近（長曽根町付近） <住所> 大阪市北区豊崎６－５－８
・木造平屋建ては除く ０６－６１３６－３８９４

・高齢者
（老人福祉
法等）

規制概要等 経由先対象



建築確認申請書・調査報告書の主な経由　２／２ 更新日　R4.7.6

堺市開発調整部建築安全課　審査係
内線 ５９１９・５９２１
直通 ０７２－２２８－７９３６

店舗 ・堺市中規模小売店舗の設置に関する要綱 ・堺市産業戦略部地域産業課
（物品販売業を営む店舗） 〈売場面積〉 300㎡以上1,000㎡未満 内線 ３５２５

・大規模小売店舗立地法、 直通 ０７２－２２８－８８１４　　〈高層館7階〉
堺市大規模小売店舗の設置に関する要綱

〈売場面積〉 1,000㎡以上
臨港地区内 ・港湾法 ・大阪府都市整備部港湾局　施設運営グループ

<住所> 泉大津市なぎさ町６－１
堺泉北港ﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ10F

直通 ０７２５－２１－７２１７
工場 ・工場立地法 ・堺市産業戦略部イノベーション投資推進室

　敷地内に工場があれば全て経由必要 内線 ３５１４・３５１９　<高層館7階>
　（届出不要の場合は不要の印押します） 直通 ０７２－２２８－7６２９

高層建築物等 ・電波法（伝搬障害防止区域） ・近畿総合通信局
<高さ>３１ｍを超える（PH・広告物含む） 無線通信部陸上第一課

＊既存建物の高さが３１ｍを超えているときも経由必要 直通 ０６ー６９４２ー８５５９
・堺市開発行為等の手続に関する条例 ・堺市開発調整部宅地安全課　協議係
　第５条第２項第１号にかかるもの（中高層の届け出） 内線 ５９２７・５９３２～５９３３

直通 ０７２－２２８－７４８３
・堺市景観条例（増築後も含む） ・堺市都市計画部

<高さ> １５ｍを超える 都市景観室
<階数> 地上６階以上 内線 ５５３２・５５３６　<高層館16階>

<延床面積> 3,000㎡を超える　　のいずれか 直通 ０７２－２２８－７４３２
・堺市景観協定

内線 ５５３３～５５３５

福祉まちづくり ・大阪府福祉のまちづくり条例 ・堺市開発調整部建築安全課　審査係
　（事前協議の対象のものに限る） 内線 ５９１９・５９２１

直通 ０７２－２２８－７９３６
都市計画法５３条区域内 ・都市計画法 ・堺市開発調整部建築安全課　指導係
土地区画整理法７６条区域内 ・土地区画整理法 内線 ５９２３～５９２５

直通 ０７２－２２８－７９３６
築港浜寺西町の一部 ・集中浄化槽 ・泉北工業団地協同組合

<住所> 高石市高砂３－６３
０７２－２６８－１２８４

築港新町２丁の一部 ・堺臨海工業団地協同組合
<住所> 西区築港新町２－６－１７

０７２－２４５－７３７３
駐車場整備地区内 ・駐車場法 ・堺市交通部　交通政策担当

<延べ床面積>1,000㎡以上 内線 ５４２１　<高層館16階>
※開発協議にかかるもの及び住宅（共同、長屋含む）、 直通 ０７２－２２８－７７５６

児童福祉施設、学校を除く

密集住宅市街地 ・堺市密集住宅市街地整備促進事業制度要綱 ・堺市都市整備部
整備促進事業地区内 都市整備担当

（堺区西湊町、東湊町、出島町、 内線 ５６２１・５６２２　<高層館15階>
昭和通、菅原通、春日通の一部） 直通 ０７２－２２８－７４２５
宅地造成工事規制区域内 ・宅地造成等規制法 ・堺市開発調整部宅地安全課　許可係
（南区、美原区の一部） 内線 ５９３４～５９３６

直通 ０７２－２２８－７４８３　

●以下については建築確認申請又は調査報告書受付後に建築安全課内で裏書を行います。

・建築協定区域内 ・建築基準法 ・堺市開発調整部建築安全課　指導係
・仮使用承認が必要なもの 内線 ５９２３～５９２５
・建築基準法に基づく 直通 ０７２－２２８－７９３６

特例許認可が必要なもの
・定期報告 ・建築基準法 ・堺市開発調整部建築安全課　審査係
　防災計画書が必要なもの ・高層建築物等の防災措置に関する要綱 内線 ５９１９・５９２１

・社会福祉施設における防火安全対策について 直通 ０７２－２２８－７９３６

●その他（確認申請書、調査報告書に裏書は必要ありません）

・省エネ法（適判・届出） ・適判：延床面積が300㎡以上の非住宅建築物の ・堺市開発調整部建築安全課　指導係
　　　　 新築等 内線 ５９２３～５９２５
・届出：延床面積が300㎡の住宅の新築等 直通 ０７２－２２８－７９３６

・CASBEE ・新築又は増改築に係る部分の延床面積が ・堺市開発調整部建築安全課　指導係
 2000㎡以上の建築物 内線 ５９２３～５９２５

直通 ０７２－２２８－７９３６

お願い：確認申請には、「開発行為等に係る適用法令等判定書」の写しを添付していただくようお願いいたします。
　　　　　計画変更時も経由が必要です。

屋外広告物

対象 規制概要等 経由先

・堺市屋外広告物条例


