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令和 2年度 第 1回 草津市建築審査会 会議録 

 

1．日 時   令和 2年 11月 12日（木）午前 10時 00分 から 午前 11時 20分 

 

2．場 所   草津市役所 5階 502会議室 

 

3．出席者  建築審査会 

                  平柿 完治  委員 

         北村 嘉英  委員 

市川 真理  委員 

荒川 朱美  委員 

岡井 有佳  委員 

相井 俊宏  委員 

 

             草津市  

都市計画部 部長    松尾 俊彦  

都市計画部 総括副部長 一浦 辰己 

都市計画部 副部長   荻下 則浩 

             建築審査会事務局（ 建築課 ） 

                  幹事   杉田 貢一 

             田村 貴司 

                  書記   植西 宏晃 

             片山 大士 

       傍聴者 なし 

 

4．議題 

（ 1 ）議案 

    会長および会長代理の選出について 

（ 2 ）許可事後報告 

  建築基準法第 43条第 2項第 2号の規定に基づく許可について 

    （ 事後報告案件 ： 3件 ） 

（ 3 ）その他 

        改正建築物省エネ法の概要について 

 

5．開催形態 

   事後報告案件は非公開、その他報告は公開。 
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6．議事 

 1 議案 

（事務局）本日の建築審査会は委員総数 7名中 6名の御出席をいただいてお 

りますので、草津市建築審査会条例第 3条第 2項の規定により、 

本日の審査会が成立することをご報告いたします。 

 

（部 長）開会挨拶 

 

（事務局）各委員の紹介をいたします。 

     法律部門の平柿委員。 

     経済部門の北村委員。 

     建築部門の市川委員。 

     建築部門の荒川委員。 

     都市計画部門の岡井委員。 

     公衆衛生部門の黒橋委員（ 本日、欠席 ）。 

     行政部門の相井委員。 

     事務局職員の紹介。 

     都市計画部部長の松尾。都市計画部総括副部長の一浦。 

     都市計画部副部長の荻下。 

審査会幹事の田村。書記の植西、片山。私、幹事の杉田です。 

 

 

１．議案 

会長および会長代理の選出について 

  

（事務局より説明）   

 

（平柿委員）会長は荒川委員が適任ではないでしょうか。 

 

（事 務 局）荒川委員との御提案がありますが、賛成の方は挙手願います。 

 

（委員一同）挙手。 

 

（事 務 局）会長は荒川委員に決定いたしました。続きまして、会長代理に

つきまして、御提案はありますでしょうか。 

 

（荒川会長）会長代理は平柿委員が適任だと思います。 
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（事務局）平柿委員との御提案がありますが、賛成の方は挙手願います。 

 

（委員一同）挙手。 

 

（事 務 局）会長代理は平柿委員に決定いたしました。 

 

（会  長）本日の審査会会議録署名についてですが、草津市建築審査会の 

      運営に関する規則第 2 条により、会長および出席委員 1 名以上

が行うことになっているため、出席委員１名につきましては、

相井委員にお願いしたいと思います。 

 

２．許可事後報告  

事後報告基準に基づく建築基準法第 43条第 2項第 2号の規定に基づく 

許可処分の報告（ 3件 ） 

 

（事務局より報告） 

 

（委 員）原則は一敷地一建物となるが、案件 1の別棟増築について、何 

をもって用途上不可分の扱いとされているのか。 

 

（事務局）用途としては、住宅の離れとなっています。図面にありますとお 

り、増築棟の水回りはトイレ・浴室のみとなっており、キッチン 

がない計画となっています。 

トイレ・浴室・キッチンのいずれかでも欠けていれば、1棟のみで 

の生活が成立し難いことから、住宅の離れとして用途上不可分扱 

いとなります。 

 

（委 員）離れの計画を見るといかにもキッチンが整備されそうにも見える 

が。 

 

（事務局）住宅を母屋・離れとして計画される場合、当初は一体的に居住され

るが、今後の世代交代も視野に入れ、将来的に古くなった母屋を解

体する際に、現在の離れ側にキッチンを新たに整備し、母屋に切替

えられることを見据えた計画とし、給排水用の配管の敷設等も事前

の備えとして行われる事例が多く、図面上はこのような計画となる

側面があります。 
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（会 長）基本的には性善説での判断ということですね。 

 

 （委 員）分かりました。確認までにお聞きしました。 

 

（委 員）通路について、見た感じとてもきれいに整備されており、新設の 

ようにも見受けられるが。 

 

（事務局）はい。先程説明させていただきましたとおり、通路に隣接して南草

津プリムタウン土地区画整理事業が整備を進めており、申請地と通

路は、南草津プリムタウンの区域外ではありますが、申請者が事業

協力者ということもあり、一体的に整備されました。 

  

（委 員）道路でなく通路という扱いになるのか。建築基準法上の道路にし 

てもよいのではないかと思うが。 

 

（事務局）現時点で、建築基準法上の道路には該当しません。 

 

（委 員）通路部分には所有者がいるか。 

 

（事務局）基本的には里道が大部分の通路になっていますが、一部について民

地であり、所有者がおられます。 

 

（委 員）次回以降、説明用資料として、通路部分についての所有関係が分 

かる図を提示願いたい。里道やＡ氏・Ｂ氏等があると分かりやす 

い。 

 

（事務局）通路のどの位置に何人の所有関係者がおられるのかが分かる資料 

     を提示させていただきます。 

 

（委 員）関係権利者の同意とは、通路敷地部分の所有者の同意と理解して 

     よいか。 

 

（事務局）はい。通路部分の所有者になります。 

 

（委 員）市街化調整区域での計画ということですが、都市計画法上の開発許

可・建築許可は関係しているか。 
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（事務局）既存建物が農家住宅で申請されており、その増築であり許可の適 

用除外となっております。 

 

（委 員）続いて、案件 2について、事後報告同意基準 3号の 2に関しては、 

通路中心からの両側 2ｍ後退範囲について、両側所有者の同意が得 

られているという理解でよいか。 

事後報告基準の説明資料にて、片側の後退でよいというようにも 

見えてしまったので。 

 

（事務局）場合により片側一方後退となるケースもありますが、通常の場合、

基本的には通路中心からそれぞれ 2ｍ後退の範囲についての同意

が必要であり、本件もその範囲について市への寄付を受けておりま

す。 

     事後報告同意基準の資料については、修正させていただきます。 

 

（会 長）通路部分の拡幅整備は、間もなく整備完了か。 

 

（事務局）はい。年内に整備完了予定です。 

 

（委 員）通路部分の所有者は市ということであるが、今後、市道に変えて 

いくということはあるか。 

 

（事務局）報告時の説明のとおり、申請通路の通りの西端に面している 2軒 

     について、後退同意が得られず、全線としては 4ｍの幅員でつなが 

     らない状況であることから、市道となる予定はありません。 

 

（委 員）西側 2軒の敷地は、別の建築基準法上の道路に面してるというこ 

とか。 

 

（事務局）敷地西側に南北に走る建築基準法上の道路に面しており、今回申 

請対象の通路がなくても接道が確保されています。 

2軒共に、現在の建築物が後退範囲内に入る現状であることもあり、 

後退への同意が難しいという側面もあります。 

 

（会 長）次の後退機会としては、現状の建物を更新されるときでしょうか。 

（事務局）そうなるかと思われます。なお、現在施工中の整備が完了します 
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と、申請通路の東側から申請地前面までは 4ｍ確保され、土地所有 

も既に市となってることから、今後、通路隣接者の建築計画に際 

して、個別に所有者の同意を得ていただくことなく許可を受けて 

いただくことができる状況にはなります。 

 

（会 長）他に質問はありませんか。 

 

（委 員）案件 2および 3について、改築の考え方について説明して欲しい。 

     確認申請上の改築とは別の考え方なのか。  

 

（事務局）確認申請上の改築であり、本許可申請上も同じく改築扱いです。 

同じ敷地内における既存住宅についての、同規模・同用途の建替え 

であるため、改築扱いとなっております。 

案件 2・案件 3共に計画段階での許可申請であり、案件 2における 

申請に対する許可を受けたのち、敷地内の配棟計画を変更されたこ 

とに伴い再度の許可申請をされたのが案件 3となります。 

許可については、許可後の変更手続がとれないため、再度の許可申 

請となっております。 

 

（委 員）通路部分について、途中までという形ではあるが、将来的に市道 

認定で市道になるのか。もしくは、市道にならずとも市が管理す 

ることになるのか。 

 

（事務局）位置付けとしては、市が管理する市管理通路になります。 

     市道認定につきましては、道路部局とも以前より協議を重ねてき 

ておりますが、道路の認定規則に照らし合わせると、4ｍの道路で 

市道間を通り抜けできる形でつながらないと、市道として認定す 

ることは難しいということです。 

 

（委 員）案件 1については、将来的に建築基準法上の道路として扱われる 

ことはあるか。 

 

（事務局）通路末端からの接続先やその間の所有者関係等によるため、現時 

点では判断のつきにくい面があります。 

 

（委 員）長期的な視点で、全体を捉えないとわからないということですね。

わかりました。 
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（会 長）案件 1について、通路と敷地の間に水路があり橋が架かっている。 

     接道長さについては、橋の部分の長さという理解でよいか。 

 

（事務局）はい。 

 

（会 長）他に質問はありませんか。 

 

（委 員）（ 意見なし ） 

 

（会 長）ありがとうございます。以上で終了させていただきます。 

 

 

２．その他  

改正建築物省エネ法の概要について 

 

（事務局より報告） 

 

（会 長）報告内容について、何か質問はありますか。小規模物件について 

建築士からの説明義務が生じるということですが。 

 

（委 員）簡易でも性能計算を行う必要が生じるので、今後大変だなと。 

 

（事務局）従前の評価についても複雑な計算・評価を伴っている現状です。 

小規模なものに対してそこまで求めることに対する負担への配慮 

から、小規模建築物向けの簡易な評価法も出てきてはいるものの、 

普段触れておられない方にとっては、実際には取扱いにくく負担 

感も大きいものです。 

しかしながら、逆に捉えますと、それを踏まえた上でも説明義務 

が制度化される程に、省エネ対策の強化が時代の要請であるとい 

うことでもあります。 

 

（委 員）基本的なことで申し訳ないが、例えば、省エネの評価というと、 

断熱材によりクーラーを使わないようにするとか、床暖房の使用 

量を抑えるとかそういった方法でするということですか。 

 

（事務局）省エネ性能の評価については、様々な要素がありますが、まず、  
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建物自体の性能について、断熱性能を含む外壁性能や屋根性能等 

どういった構成の建物かについて。また、そこに各種設備機器が

設置されますので、設置量や、近年、高性能な省エネ製品も流通

してきているため、そういった機器の性能や仕様を評価し、それ

らを複合的に評価するような評価方法になります。 

 

（委 員）地方公共団体による省エネ基準強化とはどんなことか。 

 

（事務局）制度化された経緯として、市町村により所管するエリアの広さにば 

らつきがあります。所管エリアが広い行政の場合、同じ所管の中 

でも山間部・平野部が共存しており管内でも気象条件が大幅に異な 

る地域があり、例えば、平野部は通常の基準により、気象条件の厳 

しい山間部は通常基準よりも厳しい独自の基準を設定できるよう 

にというのが、今回の制定趣旨になります。 

草津市においても、山手側・琵琶湖側が併存しているものの、基準 

の扱いを変えるほどの気象の差異はないと判断されるため、制定の 

予定は今のところありません。 

  

（会 長）住宅トップランナー制度という名称が気にはなる。 

     たくさん作っている業者がトップランナーという捉え方は、いか 

がなものかとは思う。 

 

（会 長）他に質問はありませんか。 

 

（委 員）（ 意見なし ） 

 

（会 長）以上で、本日の審議事項はすべて終了いたしました。 

      長時間にわたりご審議いただき、ありがとうございました。 

 

（審議終了） 


