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１ 大牟田校の概要 

 

（１）設置目的・役割 

大牟田高等技術専門校（以下「大牟田校」という。）は、職業に必要な労働者の能

力を開発し、及び向上させ、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済

及び社会の発展に寄与することを目的とする職業能力開発促進法に基づき設置され

た公共職業能力開発施設である。いわゆる『ものづくり』分野を中心とした職業訓練

を実施しており、職業人として必要な知識・技能の習得を目指し、地域社会に貢献で

きる技能者の育成を行っている。 

昭和 27年、石炭と化学工業及び非鉄金属を基幹産業とする大牟田地域における技

能者養成施設「大牟田綜合職業補導所」として設立されたのが現在の場所における大

牟田校の始まりである。それ以降、産業構造の変化や技術革新の進展に応じた訓練科

目の見直しなどを経て現在に至っている。 

 

（２）現校舎の老朽化、災害リスク 

大牟田校で現在使用している校舎は、昭和 42年以降に改築されたものである。建

築から既に 50年以上が経過して老朽化が進んでいる。屋根、外壁をはじめ、各所に

おいて経年による劣化が進んでおり、屋上防水の老朽化により雨漏りが生じている

箇所もある。 

加えて、大牟田校は浸水想定区域に立地しており、令和２年７月豪雨では実習棟が

浸水し、施設・設備に大きな被害が発生した。利用者の安全・安心を確保するために

も、浸水などの自然災害による被害発生リスクが低い場所への早急な移転・建替えが

必要な状況となっている。 

 

施 設 名 大牟田高等技術専門校 

所 在 地 大牟田市歴木４７５ 

施設概要 ○土  地：敷地面積 7,154.48 ㎡ 

○施  設：延床面積 3,666.85 ㎡ 

※主な施設は次のとおり 

建物名称 構造 階数 面積（㎡） 建築年度 

本館棟 ＲＣ造 ３Ｆ 1,104.00 Ｓ43 年 

溶接科実習棟 Ｓ造 ２Ｆ 868.45 Ｓ42 年 

電気設備科実習棟 Ｓ造 ２Ｆ 703.17 Ｈ8 年 

旧ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ棟 Ｓ造 ２Ｆ 218.93 Ｓ63 年 
 

Ｒ５年度 

訓練科目 

電気設備科、ＯＡ事務科、ＩＴエンジニア科、ロボット溶接技術科 

（定員９０名） 
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＜配置図＞ 

 

＜施設写真＞ 

本館棟 旧マシニングセンター棟 

  

電気設備科実習棟 溶接科実習棟 
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２ 建設地の選定 

 

大牟田市から提示された建設候補地について、大牟田校建替え検討委員会において 

① 敷地面積：訓練時の騒音等周辺地域への配慮及び訓練に必要な施設・設備を適正に  

配備するため、現有敷地と同程度以上を確保できること。 

② 利 便 性：最寄り駅又は最寄りバス停から徒歩圏であること。 

③ 安 全 性：浸水などの自然災害による被害発生リスクが低い地域であること。 

の３つの項目について比較検討を行った。その結果、「旧上官小学校跡地」が建設候補地

として最も適しているとして選定された。 

 

＜ハザードマップ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おおむた地図ナビより 

 

※建設地の北東側の斜面は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律に基づく土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）に指定されている。ただ

し、土砂災害防止対策として間知ブロック擁壁を設置済み。 

※土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）：土砂災害が発生した場合に、住民の生命

または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、土砂災害を防止するた

めに警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域。 
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３ 敷地の概要    

 

（１）建設地の位置、周辺概況 

旧上官小学校の跡地であり、ＪＲ大牟田駅及び西鉄大牟田駅から徒歩圏内、最寄

りバス停(上官交差点)から徒歩３分の距離に位置している。その他の周辺概況につ

いては以下の通りである。 

 

・住居表示：大牟田市宮坂町６番地３ 

・敷地面積：約 8,000㎡ 

・用途地域：第一種住居地域 

・建ぺい率／容積率：60％／200％(前面道路 4ｍのため、160％) 

・前面道路：西側／建築基準法第 42条 1項 2号道路 

上官町２丁目宮坂町線(市道 その他) 

・防火指定：法第 22条区域 

・地表粗土区分：Ⅲ 基準風速 34m/s 

・その他：居住誘導区域 

都市機能誘導区域（中心市街地周辺地区） 

景観計画区域（住宅区域）  

 

＜広域地図＞ 

現大牟田校 

建設地 
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＜建設地周辺図・現地写真＞ 
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＜建設地現況図＞ 
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（２）関係法令 

建設に当たり、関係する規制、必要な届出等は以下のとおり。 

  

申請・届出等

概　　　要

計画通知

建築物移動等円滑化基準のチェックリスト

延べ面積2,000㎡以上が対象。計画通知時に建築物移動等円滑化

基準のチェックリストの添付が必要。

特定まちづくり施設新築等届出

延べ面積2,000㎡以上が対象。届出は提出不要だが、適合義務有り。

開発行為事前協議申請

省エネ適合性判定

延べ面積300㎡以上の建築物が対象。計画通知時に省エネ適合性判

定通知書の提出が必要。また、3年ごとの定期報告が必要。

特定建築物についての届出。

学校等その他訓練施設に該当。延べ面積8,000㎡以上で届出対象。

（南筑後保健福祉環境事務所確認済）

※計画の詳細が決定次第、要再確認。

景観法 景観計画に基づく行為通知

大牟田市景観計画
高さ10ｍ以上又は延床面積1,000 ㎡以上の場合等が対象。

事前協議後、建築又は開発行為等着手前に通知。

自転車の安全利用の促進及び

自転車等の駐車対策の総合的

推進に関する法律

努力義務（申請等不要）

給水装置工事申請

設計内容・設備が決定次第、上水道工務課との事前協議が必要。

工事の際、給水装置工事届の提出が必要。

排水設備新設等計画確認申請

工事の際、排水設備指定業者から届出の提出が必要。

建築物のエネルギー消費性能

の向上に関する法律

(建築物省エネ法)

建築物における衛生環境の

確保に関する法律（ビル管法）

上水道法

大牟田市水道事業給水条例

下水道法

大牟田市下水道条例

法令等

建築基準法

福岡県建築基準法施行条例

大牟田市建築基準法施行細則

騒音規制法上の騒音規制基準値以下であれば、「大学、高等専門

学校、専修学校その他これに類するもの」に該当するため第一種住居

地域であっても延べ面積3000㎡を超える建築物を建築可能。

ただし、建築物の完了検査の際に規制基準以下の要件を満たしている

ことが確認できる書面（12条5項報告）を求める。

建築用途については「その他（職業能力開発施設）」用途コード

（08990）となる。（大牟田市建築住宅課協議済）

高齢者、障害者の移動等の

円滑化の促進に関する法律

（バリアフリー法）

福岡県福祉のまちづくり条例

都市計画法

①開発面積（敷地面積）1,000㎡以上が対象。技専校は令第21条の

　公益上必要な建築物に該当するため、法第29条１項３号の開発行為

　の許可申請は不要だが、法第32条により市との事前協議・同意が

　必要。

②都市計画道路等（計画道路、交通広場）の区域内における建築規制

　及び隣接する区域（離隔が10m以内）の建築行為に関する協議。

③都市計画道路等への建築物等の有無確認。
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申請・届出等

概　　　要

特定粉じん（アスベスト）排出作業の届出

特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造、補修する場合、

届出が必要。

①特定施設設置届出

②特定建設作業届出

①騒音特定施設に該当する場合、届出が必要。

　（工事開始の30日前迄に届出）

②騒音特定建設作業がある場合、届出が必要。

　（作業の7日前迄に届出）

①特定施設設置届出

②特定建設作業届出

①振動特定施設に該当する場合、届出が必要。

　（工事開始の30日前迄に届出）

②振動特定建設作業がある場合、届出が必要。

　（作業の7日前迄に届出）

特定施設設置届出

騒音・振動等特定施設に該当する場合、届出が必要。

土壌汚染状況調査など必要

3,000㎡以上の土地の形質変更で、土壌汚染により健康被害が生ずる

おそれがあると県が認める場合に必要。

①計画通知同意、着工・着手届出

②少量危険物の設置届出

①防火対象物は「７項　各種学校その他これらに類するもの」

　に該当。消防車待機場所は不要。避難器具など各種設置基準あり。

②少量危険物の設置届出を大牟田市消防本部予防課指導係に

　提出。併せて現校舎での廃止届出の提出も必要。

建築物の解体工事、新築工事等通知書

建築物の解体工事80㎡以上、建築物の新築・増築500㎡以上が

対象。（着手前迄に提出）

大牟田市土木管理課と協議後、許可申請提出。

広告物を表示し又は掲出物件を設置する場合は市長の許可が必要。

（校名看板は非該当）

大牟田市屋外広告物条例

騒音規制法（※）

振動規制法（※）

福岡県公害防止等生活環境の

保全に関する条例（※）

土壌汚染対策法

消防法

大牟田市火災予防条例

建設工事にかかる資材の

再資源化等に関する法律

法令等

大気汚染防止法
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※騒音規制法、振動規制法、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例における規制

基準等について 

（１）規制基準 

建設地は第一種住居地域であるため、規制区域は第２種区域（住居の用に供されて

いるため、静穏の保持を必要とする区域）となる。 

第２種区域における騒音・振動に係る規制基準は以下の通り。 

※規制基準：特定工場等の敷地境界線上における騒音の大きさ 

 

〇騒音規制法  

区域の区分 
午前８時から 

午後７時まで 

午前６時から午前８時まで 

午後７時から午後１１時まで 

午後１１時から 

翌日の午前６時まで 

第２種区域 60 dB以下 50 dB以下 50 dB以下 

※単位 dB （デシベル）：計量法に定める音圧レベルの計量単位 

  

〇振動規制法 

区域の区分 午前８時から午後７時まで 午後７時から翌日の午前８時まで 

第２種区域 65 dB以下 60 dB以下 

※単位 dB （デシベル）：計量法に定める音圧レベルの計量単位 

 

〇福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 

[騒音に関する特定施設] 

 

 

名称 条例 騒音規制法（参考(注)）

金属加工機械

1 圧延機械 原動機の定格出力の合計が 22.5ＫＷ未満のもの
原動機の定格出力の合計が 22.5
ＫＷ以上のもの

2 ベンディングマシーン ロール式で、原動機の定格出力が 3.75ＫＷ未満のもの
ロール式で、原動機の定格出力が
3.75ＫＷ以上のもの

3 せん断機 原動機の定格出力が 3.75ＫＷ未満のもの
原動機の定格出力が 3.75ＫＷ以
上のもの

4 ブラスト タンブラスト以外のものであって密閉式のもの及びタンブラスト
タンブラスト以外のもの
（密閉式のものを除く）

5
高速切断機及び
プラズマ切断機

すべて対象

6 研磨機
工具用研磨機及び板金作業場で使用する研磨機を除く。
亜鉛板研磨機以外は、2 台以上であること。

クーリングタワー 原動機の定格出力が 3.75ＫＷ以上のもの

ドラム缶洗浄機 原動機を用いるもの

ロータリーキルン すべて対象

重油バーナー 重油の使用量が 1 時間あたり 50ℓ以上のもの

電気炉 変圧器の定格容量が 1000ＫＶＡ以上のもの

(注) 騒音規制法については、条例の対象となっている施設のみ記載。

ヘ

記号

対象外

イ

ロ

ハ

ニ

ホ
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（２）測定結果 

規制対象となる可能性のある特定施設とその騒音レベル測定結果は以下の通り。 

 

※騒音レベルは、機器から１ｍ離れた位置に騒音計を設置して測定。 

 

騒音の距離による減音量の計算式は次の通り。 

減音量(dB)＝N1－N2＝20xlog10(
 r2 

 r1 
) 

r1：機器の騒音レベル測定時における 

音の発生源からの距離(m) 

r2:機器から敷地境界までの距離(m) 

 

 

測定結果より、特定施設の最大の騒音レベルは 80dBとなる。計画対象敷地は第２種区域に指定

されており、敷地境界線上における騒音の大きさを午前８時から午後７時までは60dB以下、午後

７時から午後11時までは 50dB以下に抑える必要がある。 

騒音の大きさを50dB以下とするために必要な敷地境界から機器までの離隔距離は次の通り。 

 

30＝20xlog10(
 r2 

 1 
)   ⇒ r2＝32(ｍ) 

 

上記より、騒音レベルは 80dB の機器の配置計画を行う場合は、機器を敷地境界から 32ｍ以上

離した位置に配置する、もしくは、機器に消音パネルを設置する等の騒音対策を行うこととする。 

機器種別 機器名称 メーカー 型番 該当科 使用頻度 騒音（dB） 振動（m/s2）

三本ロール 松本製作所 HBRHA ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年20時間程度 72 0

三本ロール ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 70 0

動力シャー （株）アマダ ESH1213 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 ほぼ毎日 78 0.2

動力シャー （株）コマツ SHS10×205 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年20時間程度 78 0.2

高速カッタ 日立工機 H-12B 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
77 0

ロータリーバンドソー 日立工機 CB １２FA 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
75 0

ロータリーバンドソー Panasonic EZ45A5LJ2G-B 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
76 0

高速切断機 大波機械製作所 NH-5A ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 76 0

高速切断機 大波機械製作所 OMH-405 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 76 0

高速切断機 高速電機製作所 KOM-370N ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 80 0

プラズマ切断機 ダイヘン A-70 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 74 0

プラズマ切断機 小池酸素工業 OXYCUT-80 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 74 0

両頭グラインダ 日立工機 GR26 電気設備科
年1～2回

（数分程度）
78 0

両頭グラインダ 淀川電機製作所 FG-255T ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 79 0

両頭グラインダ 淀川電機製作所 FG-355T ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 78 0

両頭グラインダ 日立工機 GR31 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年10時間程度 80 0

機械プレス プレスブレーキ コマツ産機（株）PHS80×200 ﾛﾎﾞｯﾄ溶接技術科 年30時間程度 65 0

ベンディングマシン

（機械が古く不明）

せん断機

研摩機

測定結果特定施設 使用状況

高速切断機および
プラズマ切断機

測定点 

騒音発生源 音圧ﾚﾍﾞﾙ 
N1（dB） 

音圧ﾚﾍﾞﾙ 
N2（dB） 

r1 

r2 

敷地境界線 
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振動に関しても、発生源からの距離により減衰していくが、地盤の状態等によりその数値は大

きく変動してくることから、設置する周辺床の縁切りを行う等により、振動を確実に伝えないよ

うな措置を施すこととする。 

機器配置が決定する基本設計段階において、再度、機器ごとに測定及び詳細な検証を行う。 


