
 平 成 ３０ 年 度

 第１回 浜松市建築審査会

 会  議  録

 平成３０年１０月３日

 浜松市役所本館５階 ５１会議室



 平成３０年度 第１回 浜松市建築審査会会議録

１ 日  時  平成３０年１０月３日（水） 午前９時３０分

２ 場  所  浜松市役所本館５階 ５１会議室 

３ 審議案件等の概略及び審議結果

 １．委員の委嘱

 ２．議題

 （１）会長及び会長職務代理者の選任について

・会長の互選      （  会  長    村田 和彦 氏） 

・会長職務代理者の互選 （職務代理者  松本 直己 氏） 

（２）建築許可取扱基準等について

（３）報告

  ・建築基準法ただし書きによる包括的許可

（４）建築許可に係る同意について

・道路内において許可を必要とする建築物の新築(上空通路) 

審議結果 同 意 

   （５）その他

４ 出 席 者
＊浜松市建築審査会    会  長         村田 和彦
              委  員         松本 直己
              委  員         神谷 守

委  員         中野 江里香
委  員         仲村 秀子
委  員         藤村 有希子
委  員         森川 恭徳

＊特定行政庁建築行政課    建築行政課長       大村 兼資 
                   建築安全グループ長    足土 真一 
                   建築安全グループ     金子 亮太 
                   建築安全グループ     伊藤 浩 

              建築安全グループ     鈴木 裕人 

＊事務局建築行政課    建築行政課長補佐     鈴木 吉弘 
建築総務グループ長    石塚 正通
建築総務グループ     早津 陽一郎

５ 傍 聴 人  

（報道関係者） １名 



６ 会 議 録 

１．委員の委嘱

（開会に先立ち、職員の自己紹介） 

委員委嘱式

（委員の自己紹介） 

都市整備部長（代理 都市整備部次長） 挨拶  

２．議題

（１） 会長及び会長職務代理者の選任について

事務局 本来は建築審査会条例第３条第１項の規定により、会長が会議の議長を

務めていただくこととなりますが、只今、新たに委嘱書をお渡しし、新規

委員での最初の委員会となることから、まだ、会長が決まっておりません

ので、この後、選任により会長が決まるまでの間、建築行政課長が進行役

を務めさせていただきます。

建築行政課長 それでは、議題（１）につきまして、会長の選任を行って参ります。選

任につきましては、建築基準法第８１条第１項に互選により会長を選任す

るよう規定されていることから委員の皆様で決めていただくこととなり

ます。よろしくお願いいたします。

互選により、村田委員を会長に選出 

建築行政課長 会長が決まりました。村田委員よろしくお願いいたします。この後は、

会長が会議の議長として進行していただきます。

まずは、会長が会議に出席できない時、職務を代理していただく方を互

選により皆様で決めていただきます。

それでは、村田委員、会長席へ移動をお願いいたします。

村田会長挨拶 

村田会長 それでは、規定に基づき議長として、進行役を務めさせていただきます。

先ほど、事務局からの説明の通り、会長の職務を代理していただく方を、

選出したいと思います。どなたか、いかがでしょうか。

互選により、松本委員を会長職務代理者に選出 

村田会長 続きまして、浜松市建築審査会条例により会議録を作成し、委員２名が

署名をすることが規定されておりますので、ここで今回の議事録の署名人

を指名させていただきます。

本日の署名人は松本委員と仲村委員にお願いします。 

村田会長 それでは、審査会の定例日時を決めたいと思います。

これまで、毎月第１水曜日の午前９時３０分から開催しておりますが、



支障なければ、従来通りの日時で開催していきたいと思いますが、皆様ご

都合はいかがでしょうか。 

（毎月第１水曜日の午前９時３０分からの開催で決定） 

（２） 建築許可取扱基準等について

村田会長 議題（２）につきまして、事務局より説明をお願いします。

事務局 『浜松市建築審査会資料』のⅠ．建築許可実績及びⅡ．不服申し立て制

度について説明

特定行政庁 『浜松市建築審査会資料』のⅢ．建築審査会関係規定集（資料）につい

て説明 

また、建築基準法の一部改正（H30.9.25施行）により以下の基準の改正

について説明 

１．建築基準法第43条第2項第2号許可運用基準 

 （改正前：建築基準法第43条ただし書許可運用基準） 

 ２．建築基準法第43条第2項第2号による包括許可基準について 

 （改正前：建築基準法第43条第1項ただし書による包括的許可基準につ

いて） 

※２．の説明に関連し、包括許可基準の運用について県の取扱いと整

合を図るべく一部運用の緩和について説明 

１．建築基準法第43条第2項第2号許可運用基準の改正について 

全員同意

２．建築基準法第43条第2項第2号による包括許可基準について 

全員承認 

（３） 報告

イ．建築基準法ただし書による包括的許可

資料に基づき事務局から報告

（質疑等なし） 

（４） 建築許可に係る同意について

・道路内において許可を必要とする建築物の新築(上空通路) 

村田会長 建築許可に係る同意について事務局より説明をお願いします。

事務局 資料に基づき、物件について概要説明

説明概要 

該当条項 法第４４条第１項第４号（道路内の建築制限）

建物概要  用  途  上空通路

構造規模  鉄筋コンクリート造

建築面積  ２０．７３㎡

延べ面積  ２０．７３㎡



用途地域  第一種住居地域

防火地域  指定なし

特定行政庁 資料に基づき、処分庁意見について説明

本計画は、学校敷地を分断している道路の上空に渡り廊下（以下、上空

通路）を設置するものであり、生徒の通行の危険を防止し、道路交通を

阻害しないことを目的としています。

上空通路の設置により道路交通の視界を妨げることもなく、上空通路自

体の構造安全性についても十分な配慮がされているため、安全上、防火

上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそ

れがないと認められます。

また、浜松市アーケード等連絡協議会においては、設置にあたり支障は

ないとのことで出席者全員の意見が一致したため、許可の対象としまし

た。

事務局 浜松市アーケード等連絡協議会の結果について報告

９月５日に警察、消防及び道路管理者が出席しアーケード等連絡協議会

を開催しましたので、その結果を報告します。

出席者から上空通路の設置計画に反対する旨の意見は出されず、全員一

致で問題ないと認められました。

警察からは、上空通路を設置した際、市道天神向宿１号線を通行する自

動車の運転者が、上空通路に気を取られたことが原因で、横断歩道の横断

者を見落としてしまう事故が危惧される為、新１号館の敷地から３号館へ

の敷地の横断について、上空通路のみで事足りるのであれば、交通事故を

未然に防ぐ観点から、既設の横断歩道の廃止を検討頂きたいとの付帯意見

が出されました。

設計者は、申請者の意向を確認し、既設の横断歩道の継続利用に関し、

警察（浜松東警察署）と協議（9/26）を行い、問題ない旨回答を得たという

ことです。

特定行政庁

許可担当

資料に基づき、物件について説明

校舎の老朽化と看護科設立計画に伴い、新１号館と３号館の建築計画に

至ったとのことです。計画建築物は、市道天神向宿１号線により敷地が分

断されており、多い日で７００人程度の生徒の往来が見込まれるとのこと

です。

既存の１号館と２号館についても、道路により敷地が分断されており、

平成１７年に建築許可した廊下幅１．８ｍの上空通路が既に設置されてい

ます。

現状、授業間の生徒移動時に混雑することが問題となっていることから、

本計画の上空通路は、建築基準法による学校の校舎で両側に居室がある場

合の廊下幅の基準である２．３ｍを確保しています。

上空通路の床から高さ１．５ｍまでは、落下防止のためコンクリートの

立ち上がり壁とはめ殺し窓の設置により開放不可となっています。それよ

り上部は引違いの排煙窓（防火設備）の設置を計画しています。

【審 議】

村田会長 この件について、ご意見、ご質問等をお願いします。

松本委員 床から高さ１．５ｍ以上の部分は、クレセント式の引違い窓を計画して

いるが、落下防止の観点からオペレーター式の窓の方が適当ではないか。



特定行政庁 申請者の落下防止策を施したい意向と十分な排煙開口部を確保したい意

向との折り合いによりクレセント式の引違い窓の設置を計画していると思

われます。

村田会長 上空通路が設置されることで、常時における道路交通の視界の妨げ及び

落下物の危険、災時における火災及び通路本体の落下の危険等の可能性が

少なからず有るため、十分な安全確保に努めていただきたい。

特定行政庁 安全確保に十分配慮された計画であるよう改めて申請者（設計者）へ伝

えます。

村田会長 本計画について、地元への説明は行っていますか。

特定行政庁 新１号館及び３号館は、高さが１０ｍを超える建築計画であることから、

浜松市の紛争予防条例により、申請者（設計者）は、建築計画について隣

接住民に説明しています。

これまでに建築計画に反対する意見は出されていないとのことです。

神谷委員 上空通路部分の日影についての規制はありますか。

特定行政庁 道路区域内に係る上空通路部分については、日影規制の制限はないもの

として取扱っています。

村田会長 ご意見、ご質問等が無ければ、同意してよろしいですか。 

全員同意

（５） その他

・事務連絡 

事務局 今後の建築審査会につきまして、案件があれば開催の２週間前までに

委員の皆様へ資料を送付します。案件がなく非開催になる際は、メール

にてお知らせいたします。 

続きまして、会長にご出席いただく会議のお知らせです。全国建築審

査会長会議が１１月に開催されます。また、東海ブロックの建築審査会

長会議が例年７月に開催されていますので、よろしくお願いします。 

３．閉会 午前１１時３０分


