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平成２５年度第 1 回鈴鹿市建築審査会会議録 

 
１  開催日時 平成２５年８月９日（金）１４：００～１５：００ 

２  開催場所 鈴鹿市庁舎本館１２階 １２０４会議室 

３  出  席  者    

（鈴鹿市建築審査会委員） 

瀧川弥寿夫 

藤枝律子 

杉谷克芳 

岡村佳則 

坂井温子 

（事    務    局）   

都市整備部長 大藪文典 

都市整備部次長 谷口誠 

建築指導課長 服部進二 

副参事兼建築指導グループリーダー 渥美敏彦 

主幹  林則幸，谷口亜梨紗 

副参事兼建築環境グループリーダー 杉山保夫 

主幹  川村裕之，大西由記 

市街地整備課長 小林晋一 

副参事兼公園緑地グループリーダー 村田善之 

副主幹 佐藤靖彦 

防災危機管理課 副参事兼防災グループリーダー 北川肇 

副主幹 西嶋孝之，副主幹 若林隆宣 

４  傍聴の可否 可  

５  傍  聴  者  １名  

６  会議に付した案件及び審議の結果 

  案件：議案第１号 建築基準法第４８条第３項ただし書許可 

議案第２号 建築基準法第４３条第１項ただし書許可（包括同 

意基準の改正）について 

  結果：鈴鹿市建築審査会は，同意するものとして，市長に報告した。 

７  会議録（要旨） 

    

【委員Ａ】  
 それでは，建築基準法第８１条第３項の規定によりまして，代わりに議

長を務めさせていただきます。委員の皆様には平常業務忙しい中，御出席

いただきましてありがとうございます。  
本日は２名の委員が欠席で５名の方に御出席いただいており，委員の２

分の１以上の方が出席をいただいておりますので本審査会は成立しており

ます。  
 まず，会議の公開方法，会議録の作成について事務局から説明をお願い

します。  
 
【事務局】  
会議の公開方法について，公開ということで開催させていただきました
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ところ，１名の傍聴人の方がございます。  
会議録につきましては，録音の上要点をまとめて作成し，後日，内容を

委員の皆様に御確認していただき，鈴鹿市ホームページに掲載させていた

だきます。  
 なお，委員の氏名につきましては，出席委員の個所は公表し，発言個所

につきましては，伏せて会議録を作成しております。  
 
【委員Ａ】  
これは従来どおりですね。  
今の事務局の説明に御意見ございますか。  
意見がございませんので，会議録の作成等につきましては，事務局の案

のとおりにお願いします。  
審査事項は，建築基準法第４８条第３項ただし書による許可案件１件と

法第４３条第１項ただし書による許可に関する包括同意基準の一部改正の

２点でございます。  
また報告事項は，法第４３条第１項ただし書包括同意許可及び法第５６

条の２第１項ただし書包括同意許可の報告でございます。  
 それでは，ただ今より審議に入ります。  
議案第１号 防災公園における防災備蓄倉庫の建築に係る『建築基準法

第４８条第３項ただし書許可』について，事務局から説明をお願いします。  
 

【事務局】  
 本案件は，既存の建築物を防災備蓄倉庫とするに当たり申請されたもの

です。  
 申請地は，準工業地域及び第一種中高層住居専用地域にまたがり，建築

敷地は，第一種中高層住居専用地域が過半を占めております。用途規制は，

過半を占める第一種中高層住居専用地域の制限を受けることになり，防災

備蓄倉庫は建築ができないため，法第４８条第３項のただし書の許可を受

けようとするものです。  
申請内容は，土地利用転換計画が策定された防災公園において既存の建

築物を一部減築整備し，防災備蓄倉庫を整備するものです。  
 

【事務局】  
先程，説明がありましたとおり，第１種中高層住居専用地域内において

は，後で説明させていただく表にある建物は立地可能ですが，それ以外の

建物については，立地ができません。  
しかし，ただし書の規定があり，「鈴鹿市が第１種中高層住居専用地域に

おける良好な住居の環境を害するおそれがないと認め，又は公益上やむを

得ないと認めて許可した場合においては，立地可能」となっています。  
また，これらの許可をする場合には，利害関係者から公開による意見の

聴取を行った上で，建築審査会の同意を得る必要があることから，今回の

建築審査会に至っております。  
それでは，簡単に第１種中高層住居専用地域でどのような用途の建物が

立地可能か説明します。  
住宅，共同住宅，学校，福祉施設，診療所など住居系の建物，公益上必

要な建物は，立地可能となっています。別表第２が立地可能な建物という
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ことになります。  
続きまして，鈴鹿市が立地を認める理由を説明します。  
議案書提案理由の中ほどにもありますように，  
鈴鹿市防災公園は，災害時の避難機能を有する公園として位置付けられ

ており，その避難機能を確保するため，防災用品の備蓄をする倉庫が必要

であること，自治会・町内会などが設置する小規模な防災備蓄庫などは，

住居専用系地域であっても，公益上必要な施設として一般的には取り扱わ

れており，許可手続不要で立地が認められていること，鈴鹿市防災公園は，

市街地における緑のネットワークを補完し，市民の憩いの場，スポーツを

中心としたレクリエーション施設，防災機能を併せ持った地区公園として

整備することで，都市の健全な発展と円滑な都市活動を確保することを目

的に，平成２２年１２月２２日（鈴鹿市告示第３１４号）に，都市計画決

定されていること，当該建物用途は，第２種中高層住居専用地域では，立

地可能であること，これらのことから，鈴鹿市としては，公益上必要で，

やむを得ない施設と認めますので上程する次第です。  
また，申請建物から敷地境界線まで相当の距離があり，集客性や危険性

のある建物ではないことから，良好な住居の環境を害するおそれがないこ

とは言うまでもありません。  
続きまして，申請概要の説明をします。  
申請者は，独立行政法人都市再生機構 中部支社 支社長 岡本広明  
申請地は南玉垣町字東鼻野３５００番５，６，南玉垣町字玉垣６６０３

番６１，６５，岸岡町字北新田２０７０番１で，用途地域は第一種中高層

住居専用地域と準工業地域にまたがっています。  
予定建築物の用途は，防災備蓄倉庫と事務室，敷地面積は，７３，４７

９．３７平方メートル，建築物の延べ面積は５４９．０８平方メートルで

す。  
 続きまして，事業の概要について説明します。  
申請地は，もともとＮＴＴ西日本の研修センタで，平成１３年３月に閉

鎖されました。  
その後，鈴鹿市が主体となって三重県，ＮＴＴ西日本，旧地域公団（現

都市再生機構）及び学識経験者により「ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地

土地利用転換計画策定協議会」が設立され，平成１６年３月に，「ＮＴＴ西

日本鈴鹿研修センタ土地利用転換計画」が策定・公表されました。  
平成２２年３月，鈴鹿市が，（独）都市再生機構に対し，防災公園街区整

備事業の事業要請を行い，平成２２年６月には市議会で，公園の直接施行

の同意，公園予定区域，債務負担について可決され，鈴鹿市，都市再生機

構間で防災公園に係る基本協定書が締結されました。  
その後，平成２３年２月にはＮＴＴ西日本と（独）都市再生機構間で防

災公園区域の土地取得契約を締結し，平成２３年５月から（独）都市再生

機構が，公園整備の事業を着手し，現在に至っております。  
こちらは，先ほど述べました「ＮＴＴ西日本鈴鹿研修センタ跡地土地利

用転換計画」のゾーニング図です。  
この土地利用転換計画に沿って，大学用地には鈴鹿医療科学大学が誘致

され，防災公園ゾーン，新産業ゾーン，健康・福祉ゾーン部分において（独）

都市再生機構が防災公園街区整備事業を実施しております。  
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次に，簡単に防災公園街区整備事業について説明させていただきます。  
都市再生機構が行っている「防災公園街区整備事業」は，都市の防災機能

の向上を目的とし，地方公共団体から要請を行い，都市再生機構が直接施

行により，防災公園の整備と市街地の整備改善を一体的に行う事業です。  
当該地では，（独）都市再生機構が防災公園用地を取得し，防災公園整備後，

鈴鹿市に引き渡され，市が公園を管理していくこととなります。  
続きまして申請内容の説明をします。  
国道２３号から約５０メートルの所で，第１種中高層住居専用地域と準

工業地域が分かれています。  
平成２３年の航空写真でございます。赤く色付づけした部分が申請地と

なり，マルで囲んだ部分が申請建物です。現在は，もう少し公園整備され

ております。  
次に，配置図です。申請建物位置は，敷地境界から，北側が約２００メ

ートル，南側が約４５メートル，東が約６０メートル，西側が約１４０メ

ートルと何れも相当の距離がございます。  
申請敷地東側ほぼ中央部，既存交差点部分に，駐車場乗入口約２０．９

メートルを新たに設ける予定です。  
こちらは，平面図でございます。  
青く塗った部分が，防災備蓄倉庫の部分となります。  
緑に塗った部分が，公園管理用の施設部分で，主に倉庫となっており，

こちらは，事務室となっています。  
黄色部分は，非常用発電機室，ピンクの部分は，公園利用者も利用可能

なトイレでございます。  
こちらは，後で説明させていただきます，利害関係者の意見の聴取の範

囲です。申請地から３０メートルの範囲の土地・建物所有者，使用者等を

対象としまして，該当が１５７件で，うち，意見の聴取会出席者は，１３

名でした。  
以上，今回申請に係る概要説明でした。  
御審議よろしくお願いします。  
 

【事務局】  
 次に，特定行政庁は建築基準法第４８条第３項ただし書の許可をするに

当たり，利害関係を有する者に公開による意見の聴取をしなければならな

いことになっておりますので，聴取会の結果について，説明いたします。  
 
【事務局】  
平成２５年７月３０日（水）午後２時から，鈴鹿市ふれあいセンターに

おきまして，公開による意見の聴取会を開催いたしました。  
意見といたしましては，５点出されました。  

 １点目は，公開による意見の聴取会の案内の送付に関する件で，一部マ

ンションに居住する方への通知が遅れたことが原因でした。  
２点目は，周辺の野鳥の調査に関することで，防災公園の工事を開始し

たことにより，野鳥の行動範囲が変わり被害を受けるようになったとのこ

とで，事前に野鳥の調査を実施したのかとのことでした。  
３点目は，減築の際のアスベスト調査に関することで，当該建築物は，

昭和４０年代に建築されており，当時の建築物にはアスベストが使用され
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ているものが多く，リストも作成されているはずであり，旧ＮＴＴが建築

物を壊す際，簡易なシートをかけるだけであったが今回の工事については

どのような工法を予定しているのかとのことでした。  
４点目は，防災公園の工事の排水に関すること。  
５点目は，防災備蓄倉庫を当地に建築しなくてはならない理由でした。  
事業者及び担当課から説明し，防災備蓄倉庫の建築に反対の意見ではな

く，建築することに異議はないとのことでした。  
 

【委員Ａ】  
ありがとうございました。  

 事務局から議案第１号についてと，意見聴取会の意見の内容について提

案説明を受けました。  
 これより，審議に入ります。  
 議案第１号について，御質問・御意見がございましたら，御発言をお願

いいたします。  
 
【委員Ｄ】  
 既存の建物があるということで，申請書にありますように，基準法上は

用途変更ということでよろしいでしょうか。  
 
【事務局】  
 そうです。  
 
【委員Ｄ】  
 説明の中で，都市計画決定されているということでしたので，私として

は特に支障がないものと認めます。  
 
【委員Ａ】  
 用途変更について，説明していただけますか。  
 
【事務局】  
 この建物は，ＮＴＴ西日本の研修センタの実習棟でした。それが残って

いまして，いくらか減築して，実習棟であった用途を防災備蓄倉庫に変更

するものです。  
 
【委員Ａ】  
 都市計画決定されているため，良いのではないかということですね。  
ほかにございませんか。  

 私から一点，これは第一種中高層住居専用地域ではだめですが，第２種

なら良いということですね。  
 
【事務局】  
 はい。  
 
【委員Ａ】  
 １段階違うだけですね。  
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 この防災公園は地区公園ですね。地区公園というのは，規模や内容など

いろいろランクがありますが，どういった内容なのか教えてください。  
 
【事務局】  
 地区公園といいますと，標準で４ヘクタール以上です。  
 
【事務局】  
 ４ヘクタール以上で１０ヘクタールぐらいまでの地域に限定した公園で，

都市計画では地区公園という位置付けになっており，都市計画の決定をさ

せていただいています。  
 
【委員Ａ】  
 ４ヘクタール以上１０ヘクタール未満に限定した公園ということですね。 
 
【事務局】  
１０ヘクタール以上になると総合公園といって，大規模な市全体の公園

という位置付けとなります。  
 

【委員Ａ】  
 全市的になるのですね。  
 
【事務局】  
防災公園については，都市計画決定の種別として，地区公園となります。  
 

【委員Ａ】  
 ほかに第１号議案について，御質問はよろしいでしょうか。  
 ないようでしたら，採決をさせていただきます。  
 議案第１号につきまして，同意することに賛成の方の挙手を求めます。  
 
〔挙手 全員〕  
 全員賛成ということで，第１号議案につきまして当建築審査会は同意を

するものとして，市長に報告させていただきます。  
引き続き，議案第２号 鈴鹿市建築審査会包括同意（建築基準法第４３

条第１項ただし書による許可）の一部改正について，事務局の説明をお願

いします。  
 

【事務局】  
議案第２号建築基準法第４３条第１項ただし書許可，包括同意の基準改

正について，説明します。  
建築基準法第４３条のただし書が平成１１年５月に追加されており，建

築物の敷地は，道路に２メートル以上接しなければならないとなっており，

ただし，道路に接していない場合は，その他国土交通省令で定める基準に

適合する建築物で，特定行政庁である鈴鹿市が交通上，安全上，防火上及

び衛生上支障がないと認めて，建築審査会の同意を得て許可したものにつ

いては，この限りではないこととなっております。つまり基準法上の道路

に接していない建物については，建築審査会の同意を得て鈴鹿市が許可す
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る必要があります。  
建築基準法上でいう道路の定義を説明します。４メートル以上の道路で，

１号道路は俗にいう市認定道路，２号道路は開発道路，区画整理道路，３

号道路は既存道路，４号道路は予定道路，５号道路は位置指定道路と分け

られています。   
 建築基準法上の道路以外の道路，審査会の同意を得て許可が必要な道路

とはどういった道路なのかについて説明いたします。  
まず，幅員４メートル以上の道路につきましては，農道，林道，港湾道

路，河川・海岸の管理用道路，鈴鹿市が管理する４メートル以上の道路，

また，幅員４ｍ未満の道路としては，里道，赤道といわれる昔からある４

メートル未満の道路があります。事例としまして，これは土地改良法によ

る農業用道路で，非常に通行もしやすくて支障のない道路ですが，農道と

いうことで許可が必要な道路となります。  
もう一つは堤防道路で，海岸の管理用道路です。こちらにつきましても，

市道認定のない区間につきましては，建築審査会の同意を得て，許可が必

要な道路となります。海岸線の多くの堤防道路のみに面する場合，許可が

必要になるということになります。  
平成１１年に基準を作っており，今回２点だけ改正したいと考えており

ますので，説明します。  
まず，幅員４メートル以上の農道・堤防道路について，今の基準では基

本的に個人の住宅又は農業用倉庫に限っております。  
もう１点は，４メートル未満の赤道，里道については，現在居住してい

る住宅の建替えに限るという基準があります。  
この２点の改定をさせていただきたく提案させていただきます。  

 ４メートル以上ある農道等については，個人の住宅，倉庫に限らず，建

物の用途をなくし，事務所などについても許可させていただきたいという

ことと，４メートル未満の道路の場合，今のところ現在居住している個人

の住宅の建替えに限っております。平成１１年の建築審査会で，今住んで

いる人の救済のために認めていただいたのですが，平成１１年４月３０日

以前から建っていた建物の敷地についても，基準に適合することと改定さ

せていただきたいと考えております。  
この平成１１年４月３０日以前に建っていた敷地に改定する理由は，社

会問題となっております空き家・廃屋対策のためです。居住していなくな

った建物について，防災危機管理課では早期撤去の指導をしており，建替

えに限るという項目が入っている建築指導課では，新しい建物が建つまで

壊してはいけないと指導をしておりました。申請が建替えに限るというこ

とで，一旦更地にしてそれから建築すると新築になってしまい，救済にな

らないということで，他部署でやっていることと建築指導課で指導してい

ることが矛盾していました。  
 そのため，許可制になった以前から建っていた敷地は，その後更地にな

っていても，許可の対象となることとさせていただきたいということです。 
これで，説明を終わります。  
 

【委員Ａ】  
ありがとうございました。  
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議案第２号の包括同意の改正案について，１点目は農道等については用

途が限定されていたが，用途の限定を無くしたい。もう一点はみなし道路

について，現在建っていなければ，基本的にだめだったが，更地であって

も過去に建物があったという確定や認定ができれば，それで行こうと。老

朽住宅を放置しておくと周囲にも迷惑をかけるということもあって，たと

え壊してしまっても，それが平成１１年にあったということが確認できれ

ば認めていこうとの２点を改正するとのことですね。  
以上，事務局より説明がありましたが，御意見ありましたら。  
 

【委員Ｃ】  
 第２号に関しては，結局農道等をいわゆる道路と同じ扱いにするという

ように理解して良いですか。  
 
【事務局】  
 そうですね。幅員が４メートルあるということで，許可は要りますがそ

ういった用途の指定はしないと。通常の４メートルの基準法上の道路はそ

のままですが，許可は必要ということです。  
 
【委員Ｃ】  
 許可は要るけれども，道路と同じような扱いで。  
 既存不適格だけれども既に建っているものは，認めざるを得ないという

ことで，その住宅等の建替えに関してということですね。  
 
【事務局】  
このただし書許可ができる前は，主事がそういった空地というものを含

めて確認をおろしていたものもあったのですが，それを許可と言うのがあ

りまして，既に建っていてそれを建替えという訳ではなく，既に建ってい

たものについては建てられるように許可するということでございます。  
 

【委員Ａ】  
 本来，建築基準法上では道路でないが，２メートル以上ないし，ただ過

去に建物があった場合は，生活実態も考えながら許可していく。それを今

までは，現在まで建物が残っていないとだめだとしていたのを，確認でき

れば良いと，そう扱いたいということでよろしいですか。  
 
【事務局】  
 そうです。  
 
【委員Ｃ】  
 これは，住んでいなくてもいいというだけではなくて，建物がなくなっ

ていても良いということですね。  
 
【事務局】  
 建物が建っていたというのであれば，危険家屋があって危ないので壊し

なさいとなったときに，元々の基準でいくと建替え，いわゆる居住してい

たものでないといけなかったものを，そういった状況の中で先に壊してし



 

 ９

まったということがあるので，危険な部分を解消しながら，なおかつ救済

をしていくというものです。  
 これを包括の基準としたいということです。  
 
【委員Ａ】  
 これを第三者は，建てられないですか。  
 
【事務局】  
 第三者でも建てられます。  
 
【委員Ａ】  
 第三者が土地を買って，そこへ建築できるのですね。  
今まではそれがだめだったと。包括基準でなくてもだめですか。  
 

【事務局】  
 個別であればいいのですが，通常たくさん出てきますから。その都度審

査会に諮ると時間的なこともありますので，それを包括基準として使える

ようにしたいと思います。  
 
【委員Ａ】  
 ということは，もしこれを直しておかないと，こういう案件が出てくる

ごとに審査会を開いて，個別に審査しなくてはならない。それを変えたい

ということですね。  
 ほかによろしいでしょうか。  
 
【委員Ｄ】  
 第３号のＢのところですが，確認済証のあるなしは，関係するのですか。  
 
【事務局】  
 確認済証は，鈴鹿市では確認証等は確認していません。  
 
【委員Ｄ】  
 関係ないのですね。  
 
【事務局】  
 そこまでは縛っておりません。  
 
【事務局】  
 三重県，津市，松阪市では，「建築確認があった」という１つ基準がある

のですが，実際には，そこの法に合えば，建替えを認めざるを得ないとい

うことで，要件になっておりません。  
 
【委員Ａ】  
 建築確認があるかないかということは，違反建築であるかないかという

意味ですか。  
 確認のないものについては，審査会に諮る。  
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【事務局】  
 確認そのものがないからと言って，実体的な違反であるかどうか，手続

を怠っていたというものもあって，なかなか明確なところがはっきりしな

いものですから，確認の有無は要件としないということです。  
 
【委員Ａ】  
 御意見はいかがですか。  
 
【委員Ｂ】  
 共同住宅や長屋建て住宅は除くとなっていますが。  
 
【事務局】  
 これは包括基準ですので，審査会があらかじめ同意したものということ

で，個人の住宅に限り，共同住宅や特殊なものを建てる場合については改

めて審査会を開かせていただいて，同意をいただきたいと思います。  
 個人の住宅については，非常に早く建てたいというのがありますので，

迅速に対処するためにも，包括同意の中に入れさせていただくのは個人の

住宅のみということで。  
 
【委員Ａ】  
 今まで個人の住宅以外で審査会に諮った案件は過去にありますか。  
 
【事務局】  
 リサイクルセンターの最終処分場があります。真空ポンプ棟です。ほか

に個人の大規模な倉庫で２００平方メートルを超え審査会に諮らせていた

だいたことがあります。  
 
【委員Ａ】  
 ほかにいかがですか。  
 
【委員Ｃ】  
 全く建っていなかったら，新たに建物は建てられない。  
 
【事務局】  
 更地，畑，田んぼについては，だめだということで。  
 
【委員Ｃ】  
 結局，建替えの許可をするということは，不適格を温存することになる

ので，本来ならば好ましくない。しかし，空き家のまま放置すれば，近隣

の方に迷惑をかける可能性がある。廃墟になって迷惑をかけるのが心配。

いろいろな問題が起こる可能性があるので，このような同意をして建替え

を認めようということですね。  
 
【委員Ａ】  
 許可することを基本とすることですか。  
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【委員Ｄ】  
 今の二つについて，包括で行かれる訳ですが，特に許可に対して条件と

かは付けられないのですか。  
 
【事務局】  
 ２項道路と同じようにセットバックと下がった後については鈴鹿市に寄

附という形です。  
 
【事務局】  
 基本的に２項道路と同様で，許可に付してあるのは，集団規定でありま

して，そういったものがあります。  
 
【委員Ａ】  
 一般的な条件だと，そのような特別な条件を審査会でつけるようなこと

はないのですか。  
 
【事務局】  
 そうですね，今申し上げたような，いわゆる道路であったときにかかる

ような規制についてかけるものです。  
 
【委員Ａ】  
 どうですか。  
それでは意見もないようですので，採決を取りたいと存じます。第２号

議案について，同意することに賛成の方の挙手を求めます。  
 

〔挙手 全員〕  
 全員賛成ということで，審査会として同意いたします。また，市長に報

告させていただきます。  
 次に，敷地と道路との関係の包括同意許可及び日影に関する包括同意許

可の報告について，事務局から説明をお願いします。  
 
【事務局】  
 敷地と道路との関係の包括許可が１６件で，いずれも基準どおり許可し

ております。  
 日影規制に係る包括許可が２件で，これも基準どおり許可しております。 
以上包括許可の報告でございます。  
 

【委員Ａ】  
 ありがとうございます。この件数は例年並みですか。  
 
【事務局】  
 敷地と道路の関係の許可は，多かったようです。日影は既に許可をとっ

たところなどが受ける案件ですので，毎年２件程度です。  
 
【委員Ａ】  
 包括同意の報告について，何か質問はありませんか。  
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【委員Ｄ】  
 ４３条ただし書の中で，専用住宅で，下にカッコして農業用倉庫とあり

ますが，これについて説明をお願いします。附属の倉庫という意味ですか。  
 
【事務局】  
 そうです。附属の倉庫です。  
 農業用倉庫というのは，調整区域ですので，農業従事者証明で建てられ

たということです。  
 
【委員Ａ】  
 二段書きしてある建築行為はカッコしてあるのですか。  
 
【事務局】  
 カッコしてあるものは，一旦専用住宅で農道でおりているのですが，さ

らに倉庫を増築したいということで出てきたということです。  
 敷地が一体として，増築のような形で出てきたもので，建てるものは，

倉庫なので，このような書き方になっています。  
 
【委員Ａ】  
このような表現の仕方をするのですね。  
 

【事務局】  
４３条の申請の用途が，住宅でも間違いではないのですが，申請書が農

業用倉庫となっており，恐らく申請者の方が，敷地抜きに考えられて農業

用倉庫と申請をされていたということで，許可の内容を確認した上で，そ

のような書き方としています。  
 

【委員Ａ】  
敷地全体が専用住宅で，今回申請がカッコ内と言うこと，それで良いで

すね。専用住宅だけというのもおかしいし，農業用倉庫でもはっきりしな

いし，そういった表現だったのですね。  
 ほかに何か質問はございませんか。  
それでは，ないようですので，平成２５年度第１回鈴鹿市建築審査会を

これで終了します。  
１時間余り御審議いただきました。ありがとうございました。  
 

【事務局】  
 御審議ありがとうございました。  


