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平成２７年度第 1 回鈴鹿市建築審査会会議録 
１  開催日時 平成２７年７月１４日（火）１０：００～１１：００ 

２  開催場所 鈴鹿市庁舎本館１２階 １２０２会議室 

３  出  席  者    

（鈴鹿市建築審査会委員） 

瀧川弥寿夫 

塚越正光 

毛利志保 

山﨑美香 

尾崎幹明 

（事    務    局）   

都市整備部長 湯淺雅文  

都市整備部次長 松上昇司 

参事兼建築指導課長 服部進二 

副参事兼建築指導グループリーダー 山中敏孝 

副参事 樋口よしゑ，主幹 浦川久幸，副主査 鈴枝寛規 

副参事兼建築環境グループリーダー 川村裕之 

副主幹 岡本晃，副主幹 宮本高秀，谷田貴弘 

４  傍聴の可否 可  

５  傍  聴  者  なし  

６  会議に付した案件及び審議の結果 

  建築基準法第 43 条第 1 項ただし書の規定による接道義務の特例の許

可についての審議 

  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，規定により，私が議長を務めさせていただきますので，よろ

しくお願いします。  
 本日は，御多忙のところ御出席いただきありがとうございます。  
まず，本日の委員の出席人数ですが，２名の委員が欠席で５名の方にご

出席いただいております。  
鈴鹿市建築審査会条例第４条により，委員の２分の１以上が出席してい

ますので，本審査会は成立していることを確認します。  
 次に，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求めま

す。  
【事務局】  
会議の公開方法についてですが，公開ということで開催したところ，傍

聴人の方はみえませんでした。  
会議録については，録音のうえ要点をまとめて作成し，後日，内容を委

員の皆様に確認していただき，鈴鹿市ホームページに掲載したいと考えて

います。  
 なお，従来より，委員の氏名は，出席委員の個所は氏名を公表し，発言

個所につきましては，氏名を伏せて会議録を作成しています。  
【委員 A】  
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ただいまの事務局の説明に対して意見ありませんか。  
意見がありませんので，会議録の作成等については，事務局の案のとお

りにお願いします。  
本日の審査会の予定ですが，審査事項は，建築基準法第４３条第１項た

だし書による許可案件１件です。  
また報告事項は，法第４３条第１項ただし書包括同意許可と法第４４条  

第１項ただし書包括同意許可の報告です。  
 それでは，これより審議に入ります。  
議案第１号 建築に係る敷地等と道路との関係である『建築基準法第４

３条第１項ただし書許可』について，事務局の説明を求めます。  
【事務局】  
 それでは，議案第 1 号『建築基準法第４３条第１項ただし書許可』につ
いて，事務局から説明します。  
【事務局】  
平成２７年第１回建築審査会にて審査していただくのは，個人の一戸建

て住宅であり，建てる場所の用途地域は第１種中高層住居専用地域です。 

なぜ，建築審査会の皆さんの同意が必要かといえば，建てる場所が建築基

準法上の道路に接道していないからです。  
建築基準法上の道路と４３条１項ただし書き許可と鈴鹿市建築審査会包

括同意基準について簡単に説明します。  
建築基準法４３条に建築物の敷地は，道路に２m 以上接していなければ

ならないとなっていますが，それでは建築基準法上の道路，住宅を建てら

れる道路とはどのような道路を言うのでしょうか？建築基準法上の道路に

ついて説明します。幅員が４m 以上の道路は，五つに分類されます。１号
道路は道路法で規定される道路で，俗にいう市認定道路，２号道路は開発

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。  
詳しく説明します。建築基準法４２条１項１号道路とは，鈴鹿市，三重

県，国土交通省の所管する道路法上の道路です。一番数が多いのは鈴鹿市

認定道路，俗にいう市道です。  
２号道路は都市計画法による宅地開発や区画整理事業により築造された

新設道路をいいます。主に民間業者が新設して市に帰属するケースが多い

です。よく新聞広告にでているのはこの道路です。数年後に市道認定が掛

かれば，１号道路になります。  
３号道路は建築基準法という法律ができる前から存在する４m 以上の古

い道路のことをいいます。市道認定が掛かっていない道路です。この道路

も市道認定が掛かれば１号道路になります。  
４号道路予定道路とは将来，公共事業等にて，できるであろう道路に対

して特定行政庁が指定したものです。道路が完成してなくても拡幅部分を

道路としてみなすことができます。  
５号道路は２号道路に比べて，比較的小規模な土地に対して，特定行政

庁が，道路の位置の指定をしたものです。  
２項道路とは幅員４m 未満の道で建築基準法制定以前に建築物が建ち並

んでいる道路をいいます。建築行為の際には中心後退２m が必要です。こ
ちらは両側が後退して４m の道路ができた事例です。  
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では，建築基準法上の道路以外の道路，通常建築することができない道

路とはどのような道路があるのでしょうか？幅員４m 以上としては農道，

林道，湾岸道路，河川道路，堤防道路，鈴鹿市所有地。幅員４m 未満とし
ては里道，赤道等があります。このような道路に関しては建築審査会の同

意を得て，接道の特例許可が必要です。  
ここでもう一度４３条の法文を概略しました。平成１１年５月１日より

ただし書が許可制になりました。４３条１項ただし書による許可は非常に

件数が多いことが当初より想定されておりました。実際には年平均約１０

件以上申請がございます。この申請数に応じて個別に建築審査会を開催し

て許可するという事は事務手続き上，非常に困難です。そこで迅速な事務

処理を行う為には，ある基準の建築物の規模・種類や道路に対してあらか

じめ建築審査会の同意をえたものとして取り扱う建築審査会包括同意基準

があります。この基準に適合する建築物や道路は建築審査会の同意があっ

たものとして特定行政庁が許可します。  
具体的には５つの基準があります。幅員４m 以上のもので，一号が公園

等に接するもので新築が可能です。二号が農道等に接するもので新築が可

能です。幅員が４m 以上の農道です。幅員が４m 以上の堤防道路です。こ
のような農道や堤防道路にしか接していない建築物は鈴鹿市には多数あり

ます。三号 A が幅員２．７ｍ以上の道路法上の道路に接するもので新築が
可能です。三号 B が幅員０．９ｍ以上の公的機関が管理する道路に接する
もので新築はできません，建替えのみです。三号 C が里道等を含んで２ｍ
以上有効に接しているもので新築はできません，建替えのみです。これら

の基準に該当するものについては建築審査会より包括して同意されたもの

として鈴鹿市が許可を発行します。  
今回の審査対象は，幅員２．７ｍ以上の公的機関が維持管理する通り抜

けの出来る道路に接するものへ新築したいというものです。今までの鈴鹿

市包括同意基準に該当しません。よって４３条ただし書許可をする為には

建築審査会の委員の皆様の同意が必要です。  
それでは，具体的な内容について説明します。  
【事務局】  
 議案第１号の申請地の具体的な状況について説明します。  
 申請地は鈴鹿市稲生西二丁目７２０１番１です。  
用途地域は第１種中高層住居専用地域で，防火指定はありません。  
予定建築物は，木造２階建て一戸建て住宅です。  
今回の申請地については，敷地が建築基準法上の道路に接道していない

ため，先ほどの道路の説明にありました４３条１項ただし書許可手続きに

あたり，本建築審査会の同意を求めるものです。  
それでは，画面の地図をご覧ください。鈴鹿市の都市計画図です。鈴鹿

市役所，近鉄白子駅，鈴鹿サーキットがこのあたりです。建築予定地は，

鈴鹿サーキットより東側へ約１キロの場所となります。  
申請地を拡大いたします。申請地は伊勢鉄道稲生駅から南東へ徒歩２分

程度の位置で，約５００ｍ東には稲生小学校がある住宅地です。  
現在の航空写真です。申請地付近は，駅や学校が近い立地条件の良さに

伴い，近年，共同住宅の新築や，宅地開発が特に盛んな地域と言えます。

また，消防水利計画について，３つの消火栓のエリア内に含まれる位置で
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あり，円滑な消火活動が期待できます。  
次は道路に着目していきます。申請地の北側には，幅員１０m の稲生 107

号線が，南側には，幅員３．４m の稲生西二丁目 110 号線があり，周辺の
道路基盤は，舗装された良好な環境が整っています。申請地は，この間を

通る通路に面しています。なお，対面地の共同住宅については，西側道路

に接道しています。  
申請地周辺の公図をご覧ください。申請地の前は，赤道と井溝からなる

幅員約３m の通路となっており，古くから，生活道路として使用されてい
ます。申請地へは，概ね北側の広い１項 1 号道路から進入することとなり
ますが，通り抜けも可能な敷地です。計画当初は，南北の基準法上の道路

への接道を考え，隣接地の用地買収交渉を進めましたが，不成立となりま

した。そこで，図に示す紫色部分を空地として，接道の許可を受けて新築

する計画に至りました。  
それでは，現地写真より説明します。稲生 107 号線は，片側１車線の道

路であり，申請地側には歩道が整備されています。電柱の脇が申請地への

入口部分となります。この入口の間口は，約３．０ｍです。  
この３ｍの通路は，申請地前までの距離が約２３ｍで，南側の幅員３．

４ｍの市道稲生二丁目 110 号線へ緩やかに下りながら通り抜けることがで
きます。また，写真のとおり，対面地の共同住宅の造成により，対面側に

は，擁壁があります。今回の建築予定地前については，片側後退とし，１

ｍ後退して４ｍの道路上の空地を確保します。  
南側から建築予定地をみた状態です。このようなイメージになります。

水色で囲んだ部分が建築敷地です。申請地と空地および南側隣接地は，ほ

ぼ平坦な土地です。北側隣接地については，１．５ｍ程度の石積みとなっ

ており，計画建物の日陰によるトラブルも考えにくいと思われます。なお，

現在，空地部分については，蓋無し水路と砂利道となっています。  
そこで，図の紫色部分の空地部分については，アスファルト舗装及び水

路の蓋架けをして，通行上支障が無いようにします。また，道路後退の範

囲は，建築敷地の間口延長１８．８ｍとなります。１ｍの後退用地部分に

ついては，恒久的に４ｍ幅の空地を確保できるよう，鈴鹿市へ公衆用道路

として寄付することとします。  
次に具体的な建築計画を説明します。住宅の配置は，北側は隣地境界線

より約１．１ｍ。東側は隣地境界線より約２ｍという計画です。汚水につ

いては浄化槽を使用し，前面の側溝に排水します。  
平面図です。建築物の概要は，木造２階建て 建築面積 102 ㎡ 延べ床

面積１５１㎡です。１階には LDK と水周り，２階には子供部屋と寝室等

を計画した一般的な戸建住宅と思われます。  
立面図です。最高高さは約７．５ｍであり，周囲の住環境に支障を及ぼ

すものではないと思われます。  
改めて今回の計画について，まとめたものがこちらになります。  
４３条ただし書が特定行政庁の許可の対象となった平成１１年の法改正

施行日以前から存在していた特定通路であること。接する特定通路は，建

築基準法上の道路と建築基準法上の道路へ通り抜けができること。接する

特定通路の幅員は，建築基準法上の道路より建築予定地まで２．７ｍ以上

（今回は３ｍ）確保できること。また，空地許可対象部分については，水
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路の蓋架け及びアスファルト舗装を建築主負担で行うこと。予定建築物は，

一戸建ての住宅であること。建築予定地は，一方後退４ｍすること。空地

確保の担保として，後退用地は，鈴鹿市へ寄付すること。周辺環境等に配

慮して，特定通路を道路とみなし，建築基準法の集団規定を順守すること。

市内において，他に建築可能な土地を所有していないこと。  
最後に今後の対応を含め，従前の包括同意案件と今回の個別審査会案件

の相違を整理します。４ｍ未満の通路についての現在の鈴鹿市建築審査会

包括同意の基準は一戸建ての住宅に限ります。その中で，今回の申請地は，

前面通路に市道認定が無いことで，包括基準から外れます。しかしながら，

一方後退による空地確保や通り抜けできる敷地条件など法律で求める基準

に十分適合していると判断します。したがいまして，鈴鹿市建築審査会の

委員の皆様の同意を得て，接道の特例許可をしたい考えです。  
以上です。  

【瀧川会長】  
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，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・御意見がありましたら，発言をお願いし
ます。  
【委員 B】  
今回の案件が包括同意案件に合致するということであるが，説明のあっ

た個別案件のところの通り抜けができるとか一方後退するなどの条件に合

うものについては全て個別案件に合うとして扱うことでよいのか？  
【事務局】  
 今後そのような事例があったときに，前なぜよかったのかと他の市民の

方に説明するために，今後このような基準に合うものにつきましては，個

別であげさせていただくことを考えております，想定件数が非常に少ない

道路ということで，件数が多いときについては改めて包括の中にも加える

こととします。  
【委員 B】  
 これまでこの条件に合うものを扱ってきたということではなく，今回に

あわせて今後扱うものを決められたということですか？  
【事務局】  
 今回，個別審査にあたり，今後のことも踏まえて，ある程度個別基準と

いうものを作らせていただき，これ以上に合致するものについては，公平

性を保つためにも取り扱えるということで，非常に通り抜けの道路という

のは件数が少ないということと，通り抜けの道路についてはほとんどの場

合市道認定が掛かっている場合が多く，件数的には非常に少ないと考えて

います。  
事例が多い場合については包括の中に建築審査会を開かせていただいて

入れることも考えています。  
【委員 B】  
 分かりました。  
【委員 A】  
 ほかに意見ありませんか？  
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【委員 C】  
 包括同意の要件を満たすために市道認定することは大変なことなんです

か？  
【事務局】  
 市道認定基準について都市整備部は，取り扱う部署ではないのですが，

鈴鹿市の場合，鈴鹿市道路認定基準に関する要綱が昭和５６年に制定され，

その中で認定基準とは道路幅員は，４ｍ以上あるものというしばりがあり

ます。過去には通り抜けの農道的な機能を有していた道路が，周囲の宅地

状況，開発によって，今はさらに市道に格上げするような議論が出てくる

場合もあるのですが，その場合も，鈴鹿市として幅員４ｍというしばりが

ありますので，たとえば今回の法定外道路について現状のまま，市道認定

をするというのは難しい。例えば近隣の地元要望を受けて，用地提供の協

力をいただき，幅員４ｍの道路用地が確保できますと，道路改良を行い，

幅員４ｍの道路に格上げして市道認定という法の網をかぶせた維持管理は

可能かと思いますが，今のところはこのような認定の見通しはなく，道路

法に基づかない地元管理に委ねざるを得ない，通行上必要な法定外道路と

して管理していく性質の道路です。  
【委員 C】  
基準に合う省令第１０条２の２の第３号の A に記載のある幅員２．７ｍ

以上４ｍ未満の道路法上の道路（鈴鹿市認定道路）とは，古い道路ならば

ありうるけれども，新しく取得するのはなかなか難しいという話なのです

か？  
【事務局】  
昭和４９年に鈴鹿市の市道として航空写真に基づいて一斉認定してい

るのですが，一斉市道認定した当時，道路認定に関する要綱はありません

でしたので，建ち並び，通り抜けがある現況の中で，道路法に基づく道路

網というものを作り，４ｍ未満である道路も含めて告示し，道路管理すべ

き市道として認定を行えば良かったわけですが，その後４ｍ無い道路は

市道認定出来ないという新規の認定基準が出来たので，過去に市道認定

した道路については今から基準をあてはめようとすると，幅員を４ｍに

改良するようなハードとしての改良作業が必要で，ソフト面だけでの対

応は難しい。  
【委員 C】  
分かりました。  
【委員 A】  
申請者が周辺私有地を購入して，幅員４ｍの市道に合うような道路整備

をし，申請をすれば市道になるということですか？  
【事務局】  
行政が道路網として道路を造って管理して行こうとすると，鈴鹿市が投

資して，道路を拡幅していくことがあるべき姿でありますが，周辺の方の

協力が得られない状況ですと，基準法の中で位置指定道路，私道を個人で

造ってもらうこともあるのですが，今回はなかなか難しい。周辺地権者の

協力が得られないので今回の申請に至りました。  
【委員 A】  
分かりました。  
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他に質問はございませんか？  
衛生上の影響について，排水関係の説明をお願いします。  

【事務局】  
下水道区域ではないので合併浄化槽を設け水路へ放流する計画です。  
また，水路の蓋かけも行います。  
【委員 A】  
前面道路に公共下水は入っていないが，市道には公共下水は入っていま

すか？  
【事務局】  
稲生地区はまだ下水道が整備されていません。  

【委員 A】  
稲生地区の汚水処理は合併浄化槽で処理しているのですね。  
分かりました。  
他に意見はありませんか？  

【委員 B】  
今後の類似案件についても個別に扱うということですが，鈴鹿市包括同

意案件の条件が一つかけたものについては，他の事例についても個別案件

として扱うことになるのでしょうか？  
【事務局】  
基本的に包括同意から外れるものというのは，状況を見た中で個別案件

としてあげさせていただく，様々な条件を見た中で個別案件としてあげさ

せていただく。  
【事務局】  
平成１１年５月から改正になりまして，４３条ただし書で個人住宅の個

別審査会をあげさせていただいたのが今回で４件目になります。私道が２

件と三－ C の里道を含んだ建築が１件，今回については通り抜けの道路。
個別審査会にあげさせて頂くのは４件目です。  
【委員 B】  
個別案件というのは，連発するものではない。今回のように１回個別案

件であがると，ある程度条件が出来て，それに合うものについては，包括

ではないのですが，個別であげることが可能であると認識されてしまう。  
あまりそうならないものが個別案件だと思う。  
条件を付けることが出来ないのか？  

【事務局】  
三例目の里道を含んで建築した個別案件につきましては，今後も非常に

件数が多いことが想定されましたので，議案第２号というかたちで包括に

組み入れさせていただいたのですが，今後件数があまり無いと想定される

ので包括に加えることは今回見送りました。  
【委員 C】  
鈴鹿市建築審査会包括同意という資料の中で，平成１１年１２月１日に

承認がとられて，２回改定がされているのですが，どの項目が改定された

のですか？  
【事務局】  

平成２５年の改定で三－ C を改定しました。平成２３年の改定で４ｍ
の農道等に接するものについて建物用途を住宅と農業用倉庫の限定を解
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除しました。両方の規定にあったときに空き家問題が非常に問題になっ

てきて，従前に建て替えでなければだめだとしていたところ，古くなっ

た家も建て替えする為に残していかなければならない条件になっていま

したので，平成１１年にただし書きが許可制になる前に建っていた家に

ついては対象となるため，壊しても建て替えとしてみなせる事を，包括

同意の中に組みこみました。   
【委員 A】  
 意見は出尽くしたように思います。  
議案第１号につきまして，採決を取ります。  
本件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４名〕  
全員賛成と認めます。  
したがって，本件について，鈴鹿市建築審査会は，同意をするものとし

て，市長に報告します。  
 次に，敷地と道路との関係の包括同意許可の報告について，事務局の説

明を求めます。  
【事務局】  
 それでは，包括同意許可について，報告します。  
【事務局】  
 お手元に配布しております資料をご覧ください。報告事項と記載した資

料です。  
 これより，「敷地等と道路との関係の包括許可の報告」６件分と「道路内

建築の包括許可の報告」１件分を続けて報告をします。  
 今回の報告につきましては，平成２６年５月７日に開催された前回審査

会以降について報告します。  
 最初に「敷地等と道路との関係の包括許可の報告」です。  
 資料を１枚めくりますと，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ということで会議の冒頭で説明のありました

包括同意の基準について， 3 の「包括同意の基準」の部分に太字にて 5 つ
記載をしました。  
 資料を１枚めくってください。横書きの一覧表があります。  
 なお，こちらの表は，これまでの審査会資料と同様に申請者については，

アルファベットにて記載をし，また，申請地の記載については，町名まで

とし，字名・地番等は記載をしていません。  
 一番右側に記載の包括基準の分類によって集計したものが，表の一番下

の右半分です。  
 件数について申し上げます。  
 一  公園，緑地，広場等に接しているもの 0 件  
 二  幅員４ｍ以上の農道等に接しているもの １件  
 三－A 幅員２．７ｍ以上の市道等に接しているもの ２件  
 三－ B 幅員０．９ｍ以上の公的機関が維持管理する道路に接している
もの ２件  
 三－ C 道路と敷地が主として里道等にて接続しているもの１件の計６
件となります。  
 引き続きまして，「道路内建築の包括許可の報告」です。  
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 資料を１枚めくってください。鈴鹿市建築審査会包括同意建築基準法第

４４条第１項第２号ただし書による許可ということで記載をしています。  
 資料を１枚めくってください。横書きの一覧表があります。  
 記載のとおり，建築基準法第４４条第１項第２号の包括同意基準による

道路内建築の許可は１件となります。  
 以上で報告を終了します。  
【委員 A】  
 以上の報告について，質問ありますか？  
【委員 B】  
 ４３条第１項ただし書許可包括同意案件の４について鈴鹿市管理道路と

あるのはどういう道路ですか？  
【事務局】  
 この案件は非常に特殊な事例です，もともと市道認定がかかっていた道

路ですが，農道整備のパイプライン事業にあたり所管が国土交通省である

と農業用水のパイプライン事業が出来ませんので，一旦認定をはずして農

道に戻してから，農道のパイプラインを入れ，パイプライン事業が終わっ

てから再び認定をかける。たまたま建築される方が認定をはずした段階で

建築を計画され，国土交通省と農林水産省の所管の考え方によって，４．

５年先にはまた認定がかかるという路線ですが，今の状態では認定がかか

っていない農道扱いになっており，ただし書の許可により建築する事例で

す。  
【委員 B】  
 通行上問題はありませんか？  
【事務局】  
 数年前まで市道認定がかかっていて，建ち並びもあり，問題ないです。  
【委員 B】  
４３条第１項ただし書許可包括同意案件の５について道路に幅員２．７

ｍの赤道で接続するとあるが，赤道だけで２．７ｍあるのか？  
【事務局】  
旗竿敷地であると思っていた土地が，旗竿部分が赤道であった。赤道の  
払下げを個人さんに要請したのですが，近隣住民も通行するとのことで払

下げが困難であり，ここを空地とみなして建て替えを許可した。  
【委員 B】  
分かりました。  

【委員 A】  
 白子駅駅前のバス及びタクシー待合所ですが，今までも過去に道路上の

建築物で扱った事例があったが，今回で白子駅前の整備は完成ですか？  
【事務局】  
 完成です。  
【委員 A】  
 バス及びタクシー待合所は以前に審議しましたよね？そのときは包括で

なかった，その後，このようなものは包括にするということで変えたので

すか？  
【事務局】  
ここには包括の基準が明記していないのですが，２００㎡以下の小規模
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なものは包括にする。以前に個別審査していただいた案件は非常に大きな

上屋を設けた案件であった。  
【委員 B】  
 今後，包括同意案件については，代表事例を簡単な配置図等で示してい

ただけると，わかりやすくていいと思う。  
【事務局】  
分かりました。  

【委員 A】  
 他に何か質問はありませんか。  
これで，平成２７年度第１回鈴鹿市建築審査会をこれで終了いたします。 

委員の皆様長時間にわたりご苦労様でした。  
【事務局】  
 御審議ありがとうございました。  
 


