
 

 

平成２７年度第３回小田原市建築審査会 議事録 

 

 

 

１ 日 時  平成２７年１０月８日（木）午後２時から 

 

２ 場 所  小田原市役所 ３階 ３０１会議室 

 

３ 出席者 

（建築審査会委員 ５人） 

会   長 加 藤 仁 美  （都市計画） 

委      員 加 藤 邦 裕  （行  政） 

委   員 藤 田 由紀子  （法  律） 

委   員 川 口 和 英  （建  築） 

委   員 長 岡  正   （公衆衛生） 

 

（事務局 ４人） 

都市部副部長         片野 誠広 

都市政策課副課長       尾上 昭次 

都市政策課都市調整係主査   佐藤 一弘 

都市政策課都市政策係主任   神田 明香 

 

（特定行政庁 ５人） 

都市部副部長         浅田 健次 

建築指導課長         戸倉 篤 

建築指導課副課長       志村 康次 

建築指導課指導係長      松井 和重 

建築指導課指導係主任     倉橋 慶光 

 

４ 傍聴人   なし 
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議 事 録 

 

加藤会長   ただいまより、平成２７年度第３回小田原市建築審査会を開会する。 

本日の会議は、小田原市建築審査会条例第４条第２項の規定に基づき委

員の２分の１以上の出席があるので成立する。本日の署名委員は、輪番制

により加藤邦裕委員にお願いする。 

 

加藤会長   会議に先立ち、本日の会議の公開及び傍聴希望者の有無について、事務

局から説明をお願いする。 

 

都市部副部長 本日の議題については公開とする。なお、現在のところ、本日の傍聴希

望者はいないが、会議開催中も傍聴受付をしているため、途中で入室する

可能性がある。 

会議の公開及び傍聴希望者の有無については、以上である。  

 

加藤会長   それでは、議事に入る。議題（１）について、説明をお願いする。 

 

建築指導課長 それでは、議題（１）「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の

改正に伴う小田原市総合設計許可基準の一部改正について、議第２７－２

号の説明をさせていただく。 

 

（指導係長、指導係主任 別添資料により説明） 

 

加藤会長   ただいまの説明について、何か意見はあるか。 

 

加藤会長   許可基準を定めているのは７行政庁ということであったが、どこか。 

 

指導係主任  横浜市のほか、越谷市、東京都、名古屋市、大阪市、兵庫県、福岡市で

ある。 

 

建築指導課長 他の行政庁も国の許可準則に倣っている。横浜市は、もともと総合設計

のつくりが特殊であり、独自に強化している。  

 

指導係長   横浜市ではＣＡＳＢＥＥを、小田原市ではバリアフリー条例を取り入れ

ている。横浜市は、総合設計許可基準を地域により定めており、小田原市

と比較しづらい部分があることから、マンション建替型総合設計制度に関

してのみ参考にしている。 
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加藤会長   第１種低層住居専用地域や第１種中高層住居専用地域、容積率 150％の

ところは、小田原ではもともと総合設計制度は無理であるが、他の行政庁

はどうか。 

 

指導係長   把握していない。ただし、平塚市は小田原市と似ている。 

 

川口委員   容積率制限緩和の特例で、「防災備蓄倉庫、保育所等整備」となっている

が、「等」において、他の施設の列挙はあるか。インデックス４の１７頁

に、「保育所等」とあるが、福祉施設ではどこまで入るのか。  

 

建築指導課長 具体的用途は定めていない。相談が出て、周辺の立地状況等を勘案しな

がら判断する。 

 

川口委員   申請が出てきたときに確認するということか。例えば、保育所がテナン

トで入って、その後出て行ってしまうことも考えられると思うが、どうか。 

 

指導係主任  特例で与えた用途については、なくなった時点で緩和がなくなる。特例

の際には、用途を変えないように説明をしていく。特例については、イン

デックス２の１７頁、第１２章に「１０分の１０を限度として」緩和でき

る旨記述している。 

 

加藤会長   申請であがってきたものを審査会で審議するということか。 

 

指導係主任  そのとおりである。 

 

指導係長   許可するにあたり、審査会の同意が必要になる。 

 

加藤会長   総合設計を許可する際には、委員も現地視察をするのか。 

 

指導係長   審査会に関し、今まで現地に赴くことはしていない。ただし、内容によ

り要請があれば可能である。 

 

加藤会長   特例で容積緩和を認めても、立ち退いた後は容積緩和がなくなるという

ことであるが、その監視や手続きはどうするのか。  

 

指導係主任  インデックス２の１８頁、４（２）赤字部分で、他の用途に変更しては

ならないとしている。将来的に用途が変わる恐れがある場合には、特例を

認めない。 
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指導係長   インデックス２の２１、２２頁のように、公開空地や公共施設等につい

ては看板で見やすいところに掲げてもらうことになる。  

 

加藤会長   社会経済状況が変わって保育所がつぶれてしまうこともあると思うが。 

 

指導係長   確かにつぶれてしまうこともあるが、公共性や担保性の判断になるか 

と思う。保育所でも、どの程度担保性がある計画なのか提示していただき、

緩和の対象になるかどうかを決める。 

 

加藤会長   そこまで確認して許可をするということか。 

 

川口委員   容積緩和のために保育所を誘致し、その保育所が出て行ってしまった場

合、保育所に代わる公益施設は認められるのか。 

 

指導係長   民間の方のみで設置する保育所では無理であると思う。例えば駐輪場の

ように、市が設置し民間が運営するような、何らか官民一体となっていな

いと、担保性を認められない。個別事例での判断になると思う。  

 

加藤委員   公共施設に限らず、備蓄倉庫を私用に使ったりすることも考えられる。

許可基準違反になった際、建築基準法５２条に抵触し、容積率違反となる。

違反処理という方向に進むと、保育園の場合、他の公益施設に合致する、

または、一部面積を使わず容積率をクリアする、という方法が考えられる

が、いずれにしても、違反処理の方法のため建築指導課の仕事の範疇にな

ってくる。ただ、この違反対応は、目に見える違反ではないので分かりづ

らい。特に、所有者が代替わりをしていくとさらに分かりづらくなってく

る。いずれにしても、それなりの担保性があることで特例を認めていくこ

とになろうかと思われる。 

 

都市部副部長 外観が変わらないので、確かに分かりづらい。緩和規定を使うときは、

担保をもって慎重に行う必要がある。 

 

指導係長   インデックス６の写真で、公開空地に看板の表示がある。近隣の方にも

目につくように、公開性があるものとしている。そのため、許可したもの

がすぐに違反になるとは思わない。もちろん違反があれば、建築基準法９

条により是正を求める等の対応をしていく。 

 

加藤会長   公益性があるもので、他の用途に変更したら新たな手続きが必要になる
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か。 

 

建築指導課長 類似の用途に当たらなければ、必要である。 

 

指導係長   例えば、保育所として許可したものを防災備蓄倉庫に変えるとなると、

再度用途変更の許可が必要になり、改めて審査会にかけ同意をとることに

なる。防災備蓄倉庫のような 100 ㎡を超える倉庫をつくるということであ

れば、許可したときの条件も変わり主要用途も変わるので、確認申請も用

途変更の手続きが別途必要になり、再許可の対象となる。違う事業者が同

じ保育所に入るということであれば許可の範囲内であるが、全然違う公共

性のある施設に変わる場合、変わるものが緩和の対象になるかという判断

をしなければならない。その場合、総合設計の許可を取り直す手続きが必

要となる。 

 

加藤委員   建築確認と建築許可は別であるため、用途変更の確認は要らなくても、

許可をした建築物から変わったと特定行政庁が判断すれば、その許可を受

けないと、許可を受けた建築物として見なされなくなる。 

 

加藤委員   市内で想定されるマンションはどのくらいか。 

 

都市政策課主査 小田原市内の分譲マンションの棟数が、大体１３０棟程度である。その

うち、旧耐震のものは２０棟程度になる。  

 

加藤委員   その２０棟は、用途地域から考えてあてはまるのか。 

 

都市政策課主査 概ねあてはまる。 

 

加藤委員   建替えは、耐震性に相当問題があるものとなるのか。 

 

指導係長   従前の用途がマンション、旧耐震のもので、耐震診断の結果耐震性不足

と判明し、その後マンション建替法により認定を受けたものとなる。そう

でなければ、一般型の総合設計制度によることとなる。 

 

加藤委員   大通りに面する等、要件はあるのか。 

 

指導係主任  用途地域により前面道路幅員が６ｍもしくは８ｍである必要がある。 

 

加藤委員   緊急輸送路は関係ないか。 
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指導係主任  特に関係ない。 

 

藤田委員   パブリックコメントについて、専門性が高くおそらくコメントが寄せら

れなかったと思う。周知方法について、市ホームページへの掲載、意見募

集要項及び関連資料を建築指導課、行政情報センター、支所、連絡所、窓

口コーナー及び地域センターに配布したとのことであるが、市広報紙での

募集はあったのか。 

 

指導係長   パブリックコメントについては、市広報紙で募集されることが多いが、

今回は時期的に無理であったため、市広報紙への掲載はしていない。  

 

藤田委員   形式的な募集に感じられたので、パブリックコメントについてはこの案

件に限らず全市的に積極的に行ったほうがよいと思う。 

 

川口委員   容積率の緩和について、インデックス２の１５・１６頁に、有効公開空

地率による 1.5 倍の割増係数に関する数式があるが、どういう内容なのか。

数式 ki に 1.5 を乗じることにより、どうなるのか。 

 

指導係主任  国の許可準則、インデックス４の１１頁の下線部分をそのまま採用して

いる。インデックス７の総合設計制度とマンション建替型総合設計制度に

おいて、縦に貫通通路がある、なしでの比較となっているが、面積自体は

17,250 ㎡と変わらない。マンション建替型は、空地が少なかったとしても、

1.5 倍の割増係数により、一般型の面積により近づくことができる。 

 

加藤会長   国の法律改正のとき、各行政庁にヒアリングはあったのか。 

 

指導係長   ヒアリングはない。平成２６年１２月の直前に、許可準則に関し国の説

明会があり、出席した。関東の特定行政庁に対する説明であった。 

 

加藤会長   その際、質疑はあったか。 

 

指導係長   説明会後の質疑はいくつかあったかと思われる。 

 

加藤会長   建築行政会議では、話題に出たのか。 

 

指導係長   マンション建替法に関する改正であり、通常の建築基準法の改正とは異

なる。マンション建替法での読替えでの許可となる。ただ、最終的には国
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も建築指導課が説明会で説明をしていた。  

 

加藤会長   他に意見がないようなので、諮らせていただく。 

       議案第２７－２号について同意するということでよろしいか。 

 

（各委員同意） 

 

加藤会長   議案第２７－２号については同意する。 

       最後に事務局から何かあるか。 

 

（都市部副部長から、①第６６回神奈川県特定行政庁建築審査会連絡会、②地域分権一

括法の施行に伴い、建築審査会委員の任期を各自治体の条例で整備することになったこ

と、③次回建築審査会の日程案について説明） 

 

（各委員の予定を確認） 

 

都市部副部長 それでは、次回開催日は、１２月１７日（木）午後２時からとする。 

 

（建築指導課長から、次回建築審査会案件について説明） 

 

都市部副部長 事務局からは以上である。 

 

加藤会長   本日の会議はこれで終了する。 

 

 

署名 

 

会長                    

 

 

 

加藤邦裕委員                  


