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平成２４年度第1回鈴鹿市建築審査会会議録 

 

１ 開催日時 平成２４年８月２３日（木）１４：００～１５：３０ 

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）栗木悟，藤枝律子，杉谷克芳，岡村佳則，中島喜代子， 

瀧川弥寿夫，坂井温子 

（鈴   鹿   市）  副市長 宮﨑守 

（事    務   局）  都市整備部長 草川喜雄，都市整備部次長 西田謙司， 

             建築指導課長 松上昇司， 

            建築指導グループ 副参事兼グループリーダー 今村隆之， 

            主幹 林則幸，谷口亜梨紗， 

            建築環境グループ 主幹兼グループリーター 西野耕治， 

            主幹 川村裕之，副主幹 若林隆宣， 

建築審査グループ 主幹兼グループリーダー 伊藤実， 

環境部参事兼開発整備課長 河内正成， 

開発整備課建設グループ 副参事兼グループリーダー 匹田大樹 

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：建築基準法第４３条第１項ただし書許可について 

  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】 

 それではまず，事務局から会議の成立について報告を求めます。 

【事務局】 

本審査会におきましては，審査会委員全員に御出席いただいており，鈴鹿市建築審査会条例第４条

第２項の規定により委員の２分の１以上が出席しておりますので，本審査会は成立していることを報

告いたします。 
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【委員Ａ】 

ありがとうございます。 

 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ございますが，公開ということで開催いたしましたところ，１名傍聴人

がございます。 

 なお，会議録につきましては，録音の上，要点をまとめて作成をし，後日，内容を委員の皆様に御

確認いただき，鈴鹿市ホームページに掲載いたします。 

 なお，平成１４年度鈴鹿市建築審査会から，出席委員の氏名は公表し，発言箇所につきましては，

氏名を伏せて会議録を作成しております。よろしくお願いいたします。 

【委員Ａ】 

 ありがとうございました。 

これについて何か御意見はございますか。会議の方法，会議録の作成について，事務局から説明が

ございました。意見がないようですので，これに従って会議を進めていきます。 

今回の審査会におきましては，同意案件と包括案件について御審議をいただくことになります。 

まず，同意案件から審議をしたいと思いますが，これについて事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

議案第１号鈴鹿市不燃物リサイクルセンターに係る『建築基準法第４３条第１項ただし書許可』に

ついて， 

事務局から説明申し上げます。 

【事務局】 

                 ＜提案説明＞ 

【委員Ａ】 

ありがとうございました。 

何か建てる際は，敷地が道路に接していなければいけないということですね。 

【事務局】 

 そうです。建築基準法の道に接していなければなりません。今回は接していないというものです。 

【委員】 

建物を建てる際は，敷地は道路に接していなければならない。しかし，市長が建築審査会の同意を
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得て許可を出した場合はその限りでない。という仕組みですね。 

【事務局】 

はいそうです。 

【委員Ａ】 

 審査会は同意をする場合，どういうことを考慮するのかということですが，どういったことを考慮

しなければならないのでしょうか。 

【事務局】 

 道と同等の機能がその空地にあればよいのですが，具体的には交通上，安全上，防火上，衛生上支

障がなければよいと，ただし書の規定の中で定められています。 

【委員Ａ】 

 防災と言われますが，どのような災いが考えられますか。 

【事務局】 

 火災等です。火災等が起きた場合に，避難ができるかということが問題となってきます。 

【委員Ａ】 

 衛生上ということは，どういったことですか。 

【事務局】 

 日照や通風の問題です。日照や建物の風通し等は，道の空間の中で確保するものと考えます。 

【委員Ａ】 

 まず，災いということは起きないようにする。もし災いが起きたらどうするか。というように分け

て考えることになると思います。今回の場合は，これだけの道があれば災いは起きないようにできま

すか。 

【事務局】 

起きないようにできると考えています。基本的に４ｍ以上あり，道路と遜色もなく，鈴鹿市が適正

に管理をしています。また，基準法の中でも４ｍ以上の道と謳われている関係で，その整合性を考え

たとしても問題はないと思います。 

【委員Ａ】 

 何か起きた時も，車の出入りには支障がないと思われますか。  

【事務局】 

 はい。 
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【委員Ａ】 

 それでは，災いが起きないように考えており，起きた時の救助ということも考えているということ

ですね。 

【事務局】 

 はいそうです。 

【委員Ａ】 

非常に奥まった土地なので，手を打つと言ってもなかなか難しいかもしれません。逆にいえば，こ

のような土地であるため廃棄物処理場に使えるのかもしれません。ここから後は委員の皆様の意見を

伺いたいと思います。 

【委員Ｂ】 

 市が管理されている通路の底地はどこが所有しているのですか。 

【事務局】 

 底地は，一部民間ですが，借地等の契約をしておりまして，市が適正に管理をしております。 

【委員Ｂ】 

 ありがとうございます。底地が一時的に安全上，防火上支障がないというのではなく，この建物は

将来にわたり恒久的にあると思いますので，この建物がある限り通路が担保されるということを聞き

たかったので，質問させていただきました。 

【委員Ａ】 

 一時的に道を管理していて，この道が潰されてしまうということになれば，大変ですからね。その

点はいかがですか。 

【事務局】 

 一部民地はありますが，基本的には市が大半を持っていまして，継続的に借地契約をしております

ので，問題はないかと思います。 

【委員Ａ】 

 はい。よろしいでしょうか。 

【委員Ｂ】 

 はい。ありがとうございます。 

【委員Ａ】 

 半永久的という言葉が適切かどうかはわかりませんが，道が潰されることがないようにはしてある
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ということです。 

 水が溜まって腐るということはありませんか。 

【事務局】 

排水施設をシートの下に設けてありますので，もし水が土に浸み込むことがあれば，排水施設で適

正に水を流すという仕組みになっています。 

【委員Ａ】 

滞った水が腐敗して細菌が繁殖するなど，そのようなことについても配慮がなされているというこ

とですね。 

【事務局】 

はい。 

【事務局】 

 先程のお話の中で，遮水シートに降った雨が腐って，ということについてですが，処分場はこのよ

うな鉢の形をしておりまして，その中に汚れたゴミがあり，雨が降ると汚れた雨水が下に溜まってい

きます。これは浸出水と言うのですが，汚水を浄化して鈴鹿川に放流しなければならないという規定

もありますので，この施設を造って放流基準に見合った水に処理をし，放流するというシステムをと

ります。 

【委員Ａ】 

 このような工作物については，どういった災害が起きるか想像しにくいため，質問させていただき

ました。 

あと考えられることは，この施設に勝手に人が入り込んで何か起きるといった問題だと思います。

これは人命に関係するため，進入する道の幅も大切な命に関わることではないかと思います。 

【事務局】 

誰かが侵入してきて怪我をするおそれがないかということですが，この処理場の外周には，人が侵

入しないように門扉がありまして，そのほかには柵がしてあり，外部の方がむやみに入らないように

してございます。また，今回造らせていただきます最終処分場埋立地でございますが，フェンスとガ

ードレールを処分場の周りに二重に設けてございます。 

【委員Ａ】 

 それに加えて，どの程度の見回りが行なわれるのですか。 
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【事務局】 

 通常は業務をしていますので，働いている職員が監視をし，夜間や休業時は２時間ごとにガードマ

ンが見回りをすることで監視を行うと聞いております。 

【委員Ａ】 

 子供が入り込むといったことは考えられないですか。 

【事務局】 

木田橋を渡ってリサイクルセンターに入る入口の部分にも門扉が３つあります。木田橋に近いとこ

ろ，カーブを曲がって旧リサイクルセンターの手前，つきあたりを右に曲がったところの３つでガー

ドしている状態です。 

【委員Ｃ】 

 平成５年から整備をされだして，まず平成２０年に同じ４３条ただし書の許可をとられたと言うこ

とですが，それまではどうされていたのでしょうか。 

【事務局】 

旧リサイクル処理施設の建築の接道に関してですが，今は許可制度ですが，当時は主事の判断によ

って行われていました。平成１１年の５月から許可制度となっています。そのため，当時は審査会を

開かず，主事がただし書として許可しました。 

【委員Ｂ】 

真空ポンプ棟は年に何回か点検に入るという建物ですが，建築基準法の性質・目的は国民の生命，

健康，財産の保全であり，この意味から考えると，これを建てるということに関しては建築基準法上

問題がないと判断できるのではないかと思います。 

【委員Ａ】 

 このような施設は慎重に検討しなければいけませんが，これをできなくしてしまうことは避けなけ

ればならないと考えております。非常に長い目でみますと，このような処理施設がいいのかどうか，

永久に残ると言ってもいいものですから。現在の状態が少しでもよくなるような方向に努力するのが

精一杯だと思います。 

ほかに御意見はございませんか。 

【委員Ｂ】 

今回の同意案件は基本的には人が住まないので，これに関して問題はないかと思います。建築審査

会としてもそれほど心配することはないのかと思います。 
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【委員Ａ】 

 建築審査会としては，建物に関してですので，全体的にどう考えるかは開発のほうでもお考えいた

だくことだと思います。 

ほかに御意見はございませんか。 

【委員Ｄ】 

基本的には問題ないかと思うのですが，前回の許可要件等がわかれば教えていただきたいのですが。 

【委員Ａ】 

 引き込みの道がどのくらいの幅かということは議論したと思います。 

【事務局】 

 今議事録を見ておりますが，これに関しまして特別に条件を付けたようなことはございません。同

意をしたいということで，会長様がみなさまにお聞きしたところ，問題はないという御意見をいただ

いています。 

【委員Ａ】 

 御意見をいただいていない委員の方はいかがでしょうか。 

【委員Ｅ】 

平成２３年度の航空写真がありますが，現在とほとんど変わっていないのでしょうか。 

【事務局】 

はい。ほとんど変わっておりません。 

【委員Ｅ】 

 それであれば，周辺の状況からしても問題ないと思います。 

【事務局】 

２日前に現場へ行きましたが，こちらとほとんど変わっていない状況でした。 

【委員Ａ】 

防災上，安全上，衛生上問題がないとして同意いただけますか。 

【全委員】 

はい。 

【委員Ａ】 

それでは，全員から同意をいただいたものとして，処理をいたします。 

 



 ８

【事務局】 

 ありがとうございました。 

【委員Ａ】 

次に，建築基準法第４３条第１項ただし書包括許可の報告について，事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

＜包括許可報告（９件）＞ 

【委員Ａ】 

気になるような案件はありませんでしたか。 

【事務局】 

全て個人の専用住宅でございまして，特に問題となるものはありませんでした。 

８番が４２８㎡と大きいように思いますが，増築がありまして実際に許可した部分については１１６

㎡の個人の住宅であり，既存の３１２㎡と合計して，４２８㎡と大きなものになっております。 

【委員Ａ】 

 包括基準については，事前許可の案件ですが何か少しでも疑問になることがあれば審査会のほうに

御相談ください。 

【事務局】 

 はい，お願いいたします。 

【委員Ａ】 

 包括基準について，見直しをしなければならないということはありませんか。 

【事務局】 

平成２３年に新たに１つ追加させていただき，現在は改正を考えておりません。 

【委員Ａ】 

 わかりました。ありがとうございました。 

【事務局】 

 続きまして，建築基準法第４３条以外の包括の報告をさせていただきます。 

＜包括許可報告＞ 

・建築基準法第４４条第１項第２号ただし書許可  １件 

    ・建築基準法第５６条の２第１項ただし書包括許可 ４件 
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【委員Ａ】 

処理される際に，何かお気づきの点はありましたか。 

【事務局】 

特にございません。 

【委員Ａ】 

ありがとうございました。 

委員の皆様，御意見はございますか。 

それでは最後に，平成２１年度第１回建築審査会で同意した，白子駅前広場における建築基準法第

４４条第１項ただし書許可の経過報告について，事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

平成２１年度第１回建築審査会において同意をいただきました，議案第２号 白子駅前広場におけ

る建築基準法第４４条第１項ただし書許可，いわゆる道路内建築についてでございますが，経過を報

告させていただきます。 

＜経過報告＞ 

【委員Ａ】 

 ありがとうございました。 

 なにか質問はございますか。 

【委員Ｃ】 

 どのような理由で面積が減少したのでしょうか。 

【事務局】 

計画段階で審査会に提案させていただき，その後実際に詳細設計でバス，タクシー，身障者の方の

駐車のスペース等を割り振っていきました。歩行者の動線をシェルターで囲うということを原点とし

て，修正設計をして配置をした結果，面積が今回の最終的な面積に確定しました。 

概略の中で進めていましたので，結果的に面積が減少することとなりました。 

【委員Ａ】 

わかりました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 今日の案件は以上ですか。 
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【事務局】 

以上でございます。 

 これをもちまして，平成２４年度第1回鈴鹿市建築審査会を終了いたします。 

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。同意書に委員の皆様の印鑑を頂戴したいと存じますので，よろし

くお願いします。 

【事務局】 

 本日は，長時間にわたりまして御審議賜りまして，ありがとうございました。 

今後もいつ何時この審査会を開催させていただくか分かりませんので，その際はよろしくお願いい

たします。本日はどうもありがとうございました。 


