
平成 18 年度第２回鈴鹿市建築審査会議事録 

 

１． 開催日時 

    平成１８年８月４日（金）午後２時～４時 

２． 開催場所 

鈴鹿市庁舎本館１２階 １２０３会議室 

３． 出席委員 

    栗木委員，杉谷委員，今井委員，瀧川委員，北川委員，小島委員 

４． 出席職員 

    山﨑都市整備部長，江藤建築指導課長，森副参事，片岡主幹， 

濱口副主幹，杉村副主査 

５． 傍聴の可否 

    可 

６． 傍聴者 

    無 

７． 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項ただし書許可についての審議 

【議案第１号】 

排水機場を建築するに当たり，当該建築敷地が建築基準法第 43 条第 1 項に

規定する接道を満たさないため，同条同項ただし書きの規定に基づき許可を受

けようとするものです。 

当該建築敷地は，建築基準法施行規則第 10 条の 2 第 2 号で規定する｢その敷

地が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員 4ｍ以上のものに限

る。）に 2ｍ以上接すること｣という基準に適合し，交通上，安全上，防火上及
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び衛生上支障がないと認めます。 

   【議案第２号】 

   農業用倉庫を建築するに当たり，当該建築敷地が建築基準法第 43 条第 1 項に

規定する接道を満たさないため，同条同項ただし書きの規定に基づき許可を受け

ようとするものです。 

    当該建築敷地は，建築基準法施行規則第 10 条の 2 第 2 号で規定する｢その敷地

が農道その他これに類する公共の用に供する道（幅員 4ｍ以上のものに限る。）

に 2ｍ以上接すること｣という基準に適合し，交通上，安全上，防火上及び衛生

上支障がないと認めます。 

本件につき，鈴鹿市建築審査会は，同意をするものとして，市長に報告した。 

８．議事録（要旨） 

【議長】 

 本日は，ご多忙のところご出席いただきましてありがとうございます。 

 ただいまから，平成１８年度第２回鈴鹿市建築審査会を開催いたします。 

【事務局】 

 本日の委員の出席人数でございますが，審査会委員総数７名中６名の委員にご出席いた

だいており，本審査会は成立しております。 

 それでは，議案第１号『北長太排水機場の増築』及び議案第２号『御薗町 農業用倉庫

の新築』について説明いたします。 

       （事務局提案説明） 

（議案第１号） 

１．申請者 津市広明町１３番地 

      三重県知事 野呂 昭彦 

２．申請地 鈴鹿市長太旭町六丁目 1755 番 39 外 9 筆 
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３．用 途 排水機場 

（議案第２号） 

１．申請者 鈴鹿市御薗町 2189 番地 

       宮崎 敏晴 

 ２．申請地 鈴鹿市御薗町字諏訪前 4911 番 2 

 ３．用 途 農業用倉庫 

【議長】 

 ありがとうございました。 

 何かご質問はございますか。 

【委員】 

 よろしいでしょうか。 

 まず，２号議案からいきますと，申請敷地及びその周辺の土地所有はどうなっています

か。 

【事務局】 

申請敷地は，申請者の父親の所有になっております。 

【委員】 

 周辺の土地はどうなっていますか。 

【事務局】 

 周辺は申請者のものではございません。 

【委員】 

農道と称するものの管理は誰がしていますか。 

【事務局】 

農道は鈴鹿市産業振興部耕地課で管理しています。 

【議長】 
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 もう一度，第２号議案の図を出してください。 

 ○○委員，必要な部分がありましたらご指摘いただけますか。 

【委員】 

 建築審査会でどこまで注文をつけるのかよくわかりませんが，今回の農道等を建築基準

法の道路とみなせれば問題ないのかと思いますが，私が非常に気になっているのは，１号

議案もそうですが，こういう施設が田園地域や海岸地域の景観を壊しているという現実を

強く感じるところです。 

そのことに対して注文がつけられないのかということが一番言いたいことです。 

２号議案の方は個人であるし，建物の色彩だけが気になりますが，１号議案はまた別の

事情があるのでしょうけれど。 

海岸等で景観を壊しているのはほとんど公共施設ですよ。 

もう少し考えていただきたい。 

【議長】 

２号議案は海岸は関係ありませんね。 

【委員】 

２号議案は関係ありません。 

海岸ではなく田園風景です。 

【事務局】 

ほ場整備された典型的な里山です。 

【委員】 

住宅もそうですが，市街化調整区域に包括許可等によって建築された住宅等が，景観を

悪くしていると思います。 

 プレハブの住宅等が建つと，里山のもともとの景観とは全然違ってくると思います。 

農業用施設のものなら，全然合わないこともないという考え方もあると思いますが，こ
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れを木造で作ってくださいとは言いませんが，色彩の問題ぐらいは注文つけることができ

ないでしょうか。 

【議長】 

 ○○委員の方からご希望があれば提案として出していただくのもいいのではないでしょ

うか。 

【事務局】 

もう一つは住環境の問題から申しますと，こういう農業用倉庫は今までは住宅地の中に

作ってみえたのですが，機械が大きくなりまして，音もしますし肥料も置いたりしますの

で，住環境としましてはこういう場所へ建てた方が住まい，交通を考えるといいのかなと

思います。 

【委員】 

私としては特に反対しているわけではないのですが。 

２号議案については。 

【事務局】 

住宅地にはなかなかこういう大きな倉庫は作りにくい時代になってきたようですね。 

【委員】 

十分，配慮していただきたいと思います。 

【議長】 

建物の周りを緑で囲むというようなことは不可能でしょうか。 

【事務局】 

樹木などでですか。 

そこまでは求めることはできないと思います。 

【議長】 

建物の大きさもですか。 
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【事務局】 

包括同意案件の延べ面積要件は 200 ㎡ですが，今回は倉庫部分については 165.17 ㎡で，

屋根や柱に囲まれた荷降場の面積が 79.91 ㎡です。 

荷降場の部分を倉庫として利用すればその部分も倉庫部分になるのでしょうが，実際の

の倉庫部分は 165.17 ㎡で農業用倉庫としては過大なものではないと思います。              

【事務局】 

○○委員からご意見いただいた景観の関係ですが，平成 16年に景観法が策定されまして，

当市では少し遅れているのですが，今年度からプロジェクトチームをつくり，平成 20 年頃

に景観行政団体になることをめざして動き出しています。 

個別物件に対して，はたして指導がこと細かくできるものなのか，今から鈴鹿市として

は検討してゆく課題であると思われます。 

【委員】 

県は景観行政団体にはなっておりますが，平成 18 年，19 年で景観計画を実施するという

ことで，現在も検討しておりまして，先進都市の状況なども視察していますが，なかなか

義務化するというのは困難です。 

ただ，一定規模以上の建物の表面（ファサード）に関しては届出等で規制することを検

討しております。 

景観問題に関しては，これからかなというところです。 

【委員】 

 これからということで，これらの建物の規制が無いのはいかがでしょうか。 

【委員】 

根拠をもって，行政サイドから指示することはなかなか難しく，提案は可能であったと

しても，規制を加えることまでは出来ていない状況です。 

【委員】 
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そういう状況は理解しておりますが，せっかくこういうところで話題になって出てくる

ものについても，ノーチェックでパスではどんどん景観が悪くなります。 

せめて，公的規制はないにしても，このような場所であまり変な建物を建てることをし

てはいけないと思わせる環境をどう作るかということが大事なので，景観を法で縛るとい

うことで全部終わるということが景観に対して間違っていると思います。 

【議長】 

私はこういう所の景観を少しでも良くするために，どのような方法があるかを検討する

必要があると思いますが，○○委員，こういうことを考えたというお話でも伺えたらあり

がたいのですが。 

【委員】 

先ほど，議長がおっしゃたように樹木で囲むというのも一つの方法ですが，農業生産活

動をしているのですから全部隠してしまうというのも必ずしもいいとは思わないですし，

農業施設があること自体も生活の景観を作っているわけですからそれはそれでいいと思い

ます。 

ただ，２号議案については色彩や材料については少し配慮していただきたいと思います。 

【議長】 

私は，田舎が好きでよく行きますけれど，坂道の所にコンクリートでべた塗りにして格

好悪くて，傷物が一つ出来たような気がすることもあるのですが，まず色を考えるという

ことでしょうか。 

植樹帯も一つの方法として考えるべきでしょうか。 

【委員】 

それは考えた方がいいと思いますが，ただ何でも作って規制という態度では困るという

ことを言いたいです。 

生産活動の場というのが一つの景観だと思いますので，作ること自体は全然駄目だと言
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っているわけではないのですが，里山の風景をいじめないようにしてくださいということ

です。 

【議長】 

景観には配慮するように条件を付けていただいたらいかがでしょう。 

【事務局】 

屋根と壁面の色彩等を確認させていただいて，周りが森ですので逆にあまり際立って浮

くような色を控えていただくような状況であれば，何か話をさせていただきます。 

【議長】 

相当主観的なものが入るのでしょうね。 

【委員】 

景観条例を作ったり，景観でいろいろな制度が出来つつありますが，それで全部クリア

したら景観がよくなるとは思っていません。 

これは民間ですが，行政が率先して醜いものを作っては困ると強く言いたいです。 

【議長】 

規制がかかっているわけではないけれど周囲の景観にも出来るだけ配慮していただく要

望はつけていただくということでいかがでしょうか。 

それでよろしいでしょうか。 

【委員】 

２号議案についてはそうです。 

【委員】 

質問ですが，ここは調整区域だと思いますので，調整区域の方の関係はもうクリアして

いますか。 

【事務局】 

農業従事者ですので開発許可の適用除外です。 
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【委員】 

開発審査もかからないのでしたか。 

【事務局】 

適用除外ですのでかかりません。 

【委員】 

確認したいのですが，１・２号議案共に，もし建築基準法上の道路に接道していた場合

には議題としてはあてはまらなかったのでしょうか。 

【議長】 

 そうです。 

【事務局】 

建築基準法上の道路に接道していれば問題ありません。 

【委員】 

ということは『農道その他これに類する公共の用に供する道』というのを，建築基準法

上の道路と同等のものとみなしていいかどうかを判断するということですね。 

その点でいきますと２号議案の農道について，実際にこの倉庫がこの農道を利用する頻

度はどうですか。 

【事務局】 

先程も議題の説明をしましたように，この付近はほ場整備を行っておりますので，他の

道も４ｍ以上幅員がございます。 

【委員】 

それに農業用の機械を置いてある倉庫ですので，ここに行かれる時に乗用車なり軽トラ

で行かれるという程度の使い方ですね。 

【事務局】 

この辺りが集落になっておりますので，この集落へ通われる程度です。 

 9



【委員】 

例えば，頻繁に一般の方が出入りするということではないのですね。 

【事務局】 

一般の方があまり使われる道路ではなく，あくまで耕作用のもので集落もございません

ので，生活上の道路にはなっておりません。 

【委員】 

この所有者が，自分の耕作する土地が何処にあって，ここからどこの農地へ行くのか，

あるいは農地の収穫物をここへ運ぶのかという資料がないと，この道路でいいのか判断で

きません。 

この人の所有する農地と農業用倉庫の位置関係を明確にしていただきたい。 

【事務局】 

もうひとつは火災等があった時に消防車がどのように入っていくかということもありま

すが。 

【委員】 

それで実質的な道路があるということでしょうね。 

この人がなぜこのような大きな農業用倉庫が必要なのかというのは，こんなに土地を持

っているからですと言っていただければ納得もするのでしょうけれど。 

【事務局】 

申請者の所有する耕作地の面積は２９０アール程ですが，その他にも周辺地域の耕作を

されない方の土地も集約されて自分が耕作を行っているということです。 

【委員】 

それが本当にこの場所でいいのかというのは，資料がないとわかりません。 

【委員】 

現在の所有されている土地と耕作の契約をしている第三者の土地が示してある資料があ
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れば，わかりやすかったかなと思います。 

【事務局】 

この後，１号議案の現地にご案内しますので，その間に地図で確認します。 

借地までは出てこないかもしれませんが。 

【議長】 

２号議案の区切りをつけて１号議案にいきたいと思いますが，お調べいただけるのであ

れば，どの程度の地域を請け負って耕作を行ってみえるかということですね。 

【事務局】 

請け負いまでは難しいと思いますが，現在，所有している土地は確認できると思います。 

【議長】 

それでは現地へ参りますので，現地から戻るまでにわかる範囲でお調べいただくという

ことでよろしいですか。 

ただ一つだけ付け加えたいのは，よく図面からはわかりませんが，ここは相当な傾斜地

なのですか。 

【事務局】 

平坦地です。 

【議長】 

平坦地で危険というようなことは考えなくてもよいと。 

【委員】 

この図面を見る限りはないですね。 

【事務局】 

周囲の里山の方は傾斜地になっておりますが，申請地は全て平坦地です。 

【議長】 

それではせっかく○○委員からご指摘いただいたので，あまりにも当地に比べて倉庫が
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大きすぎるといったものになれば，もう一度考えてゆくということになるかもしれません

が。 

２号議案については一度話を中断いたします。１号議案についてどうぞ。 

【委員】 

１号議案については，最大の問題としては景観の問題ですから，立面図にもありますが，

堤防の高さとの関係や，海からどう見えるのかということで実質的には良いと思います。  

質問なのですが，堤防道路が建築基準法上の道路ではないということはよくわかります。

事業計画にはなっていないかもしれませんが，将来的には堤防の補強というか整備が，  

計画されているわけですね。 

そういう時に堤防を市道認定して建築基準法上の道路扱いするようなことはないのです

か。 

今，大学の前が都市計画道路になっていて，都市計画道路を変更して堤防とは別に道路

を作りたいということが話題になっているのですが，堤防の延長として，それは今回の堤

防部分とは関係ないのでしょうか。 

そういう計画との関係が知りたくて，いずれこれは市道に認定せざるを得なくなるので

はないのか，このままではないにしても堤防を拡幅した時に市道認定できるのかというあ

たりを確認したいと思います。 

【事務局】 

基本的に，まず堤防を法的な道路としては堤防管理者が認めておりません。 

【委員】 

それはわかっています。 

【事務局】 

現実に，鈴鹿の海岸線を道路を兼ねた堤防改修という計画が，三重県の方からもきてお

ります。 
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【委員】 

堤防が相当老朽化しているわけですよね。 

ですから何らかの手立てをそう遠くない将来にやらなければならないということは考え

ておられるのではないかと，何らかの計画を持っておられるのではないのですか。 

【事務局】 

三重県の計画でございますので，鈴鹿市の方で事業化ということは無いのですが，鈴鹿

市の方としては逆に三重県の方へ，かなり老朽化している部分があるので早急に対応等お

願いします。 

それと，市内の一部，市道認定がこの同じ堤防でかかっている所がございます。 

これは，それなりの幅を少し拡張し，補強をした所だけ管理者の承認をいただいて市道

認定しています。 

鈴鹿市では，白子港と鼓ヶ浦の海岸堤防の部分です。 

【委員】 

都市計画されてこれだけ宅地化してくると，現実問題として堤防は道路として相当使わ

れていると思われます。 

今もそうですが，将来の計画がなかなか実現しないのでしょうが，何かそういう構想が

あってもしかるべきだなと思いました。 

【事務局】 

これから現地に行っていただきますが，現地では堤防と宅地部分にかなり高低差がござ

いますので，堤防へ乗り入れ出来る道路の本数は非常に少ない状況です。 

【委員】 

これだけ宅地化していると，住民が町に出たりするのに，多分堤防を相当使っておられ

るのではないかと想像しますよね。 

【事務局】 
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現実には使ってみえません。 

【委員】 

現状では，実質的にこのあたりは工事中ですので，実態としては楠の方から鈴鹿の方に

車で通ることはできません。 

【事務局】 

もう少し先に行きますと楠の漁港がありますので，これで海岸沿いは途切れてしまうの

で，元の県道へ出てくるような利用方法になっております。 

【委員】 

堤防の下にある住宅地の避難等を考えたら，何とか堤防に上がれるようにしてあげたら

いいのではないかと思うのです。 

全然発想が逆なのですけれど，行き止まりの堤防にぶつかる道路に家がはり付いていて

いいのかということを言いたいのです。 

むしろ，自主的に市道に認定して避難路を整備するべきだと思うのですが。 

今のままでは無理だということは理解していますが。 

【委員】 

三重県の海岸保全の面からいくと嫌がりますね。 

問題なのは，昭和 3５年当時に作って老朽化が相当進んでいることわかっていますので，

海岸堤防の補修のためには莫大な予算が必要です。 

 どこから優先的にするのかというという話になると思うのですが，そのあたりを検討し

なければなりません。 

【委員】 

今は松阪・津港の松阪寄りからだんだん北へ上がってきているというレベルですよね。

あとは道路で兼用できる部分は兼用するという所も部分的にはやっているわけですから， 

ずっと農業地だった時代とは随分鈴鹿の都市計画も異なりますし，海からの堤防としての
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機能を果たしているだけでいいのかというあたりは，きちんと検討してゆかなければいけ

ないと思います。 

【事務局】 

過去に海岸堤防を利用して道路を造る鈴津海岸道路の話が出ていた時がありました。 

【委員】 

津のあたりは都市計画決定しているわけですよね。 

あれはどこまで出来ているのですか。 

【委員】 

それは津市以外は出来ておりません。 

鈴津海岸道路の計画はあったのですが，津市と連絡するまでに話し合いは終わってしま

ったのです。 

ですからその時の計画は生活道路ではなくて，二車線で安濃川の河口へ橋を架ける計画

でした。 

【委員】 

安濃川の橋は今計画が進んでいますよ。 

【委員】 

河芸まではまだ少し計画が残っているようなのですが，一時は白子から繋ぐ計画を平成

７年頃に三重県と津市と河芸町と一緒にしたのですが，ある程度の絵は書いたのですが都

市計画決定までは出来ないということです。 

中勢バイパスが出来ない前に都市計画は無理ではないかということもありました。 

あくまでも周辺の住民が利用する道路ではなくて，２３号線の交通緩和というか分散す

るという意味の道路でありますので，周辺住宅から直接堤防道路に上がるということはで

きません。 

【委員】 
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当時はそうであったと思いますが，あの図を見せていただくと，これだけ住宅がつまっ

ているのに堤防にぶつかる道路ばかり作っていいのかと思いますが。 

【委員】 

堤防の改修の計画はあるのですか。 

【事務局】 

いえ，具体的にはありません。 

当然，見直さなければいけないということはお考えいただいていると思いますが，事業

計画的に何年ということまではまだ決まっておりません。 

【委員】 

現在，堤防改修計画は安濃川の南まではあります。 

安濃川から北はないのですが，道路は白塚まで造る計画はあります。 

【議長】 

私も海岸堤防というのは，排水機の能力とも関係しますが，危険を増大させるというこ

とはつくづく感じています。 

海岸堤防を作ったために災害が生じたり，これはよくあることですから希望は出してお

かれたらどうでしょう。 

排水機能力というのは全然わかりませんが，これはちょうど池の淵を作ったようなもの

でしょうね。 

【委員】 

そうですね。上流からの水を止めてしまったのですから。 

伊勢湾台風では高潮で被害を受けたので，堤防もしくは水門で止めて排水機で強制排水

するという感じで整理されております。 

【議長】 

今，お話を伺っていますと，市と県の関係があってなかなか話が持ち出しにくいかもし
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れませんが，何か希望があったらこの機会に出しておかれたらいかがでしょう。 

【事務局】 

当然，加味していただいていると思いますが，道路としてそれなりの構造で作っていた

だければ，いわゆる道路法上の道路として認定することは問題ないと思います。 

ただし，やはりそれだけ余分のお金をかけていかなければなけないということで，なか

なか今，三重県の方も堤防或いは河川の堤防も同じですが，認定等をさせていただきにく

いということです。 

今ご指摘いただいたように，当然，構造的に問題なく出来れば，ある部分は直線的には

通行できたりしますので今後，検討してゆくべきでしょう。 

【委員】 

その計画が無いなら，堤防の内側に一本道路を作る計画を，鈴鹿市の都市計画としてし

なければいけないのではないですか。 

あの辺りの住宅はこのままでいいのかなという感じはしますけれど。 

【委員】 

都市計画道路はたくさん計画決定してますが，出来ているのは何割位ですか。 

【事務局】 

まだ半分いってないです。 

【委員】 

おそらくこれを計画しようと思ったら大変な反対が出ることが予想されます。 

都市計画道路の線を入れるということは，土地利用を規制するだけで予算化ができず実

際工事ができなくなる場合もあります。 

【委員】 

それはよくわかっていますが，このまま放っておいていいのですか。 

【議長】 
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池の中に家を建てるようなものですよね。 

【委員】 

せめて道路を作って，避難路と排水口を作る位のことはしていただかないと。 

【委員】 

こういう集落で一番問題なのは，既存の道路が非常に狭いですので，鈴鹿市の場合は特

定行政庁を設置した後で，今セットバック後に拡幅整備を行う条例を作って行っておりま

す。 

例えば５０年先になったら広がるのではないか，建物の寿命から考えて建築確認の時に

セットバックしていただいて５０年，１００年の計画で広げてゆこうとしております。 

【委員】 

それはもちろん必要だと思いますし，現実的にはそういう対応しかできないのかもしれ

ませんが，それは全部行き止りなのでしょう。 

救援や排水を考えた時に，堤防とは別だというなら堤防の下に一本道路がなくていいの

かと思います。 

【議長】 

大事な議論ですので，こういう意見があったということは記録に留めておいていただい

ていいと思います。 

すぐ実現出来るかどうかは予算の関係がありますので別です。 

【委員】 

排水機場は三重県の申請ですからね。 

【委員】 

昨年は，津市で雨量（約 100ml／時）が３時間続きましたが，その時はこの辺りはそん

なに降ってないですか。 

【事務局】 
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一昨年ですね。 

【委員】 

あの時はこんなに水に浸かってないですか。 

【事務局】 

一部， 部分的には浸かりました。 

【委員】 

私も昔は鈴鹿の住民でしたが，昭和４９年７月８日に田中川が決壊しまして，床上浸水

になっているのですが，伊勢湾台風にもやられてますね。 

ですから堤防が出来たことで伊勢湾台風のようなものは当然今までは整備できているの

ですが，それはもの凄くお金をかけてやっています。 

それは必要でやっているわけです。 

ところがそのことがまた昭和４９年に集中豪雨の時は，田中川が決壊して堀切川を越え

て白子から鼓ヶ浦周辺まで浸かりました。 

そうするとやはり排水機場が当然要るということで，この排水機場もそういう意味で作

っていると思うのですが。 

ただ，それと道路の情勢とが直接的になかなか結びついていかないということです。 

【委員】 

どんどん排水場を大きくしてゆくということになってしまいますよね。 

ですから道路計画と排水計画をもっとリンクすればいいのではないでしょうか。 

【議長】 

一応，考え方としては，排水機の排水ではなくて，自然の排水にまかせると。 

【委員】 

本当はそれが一番よろしいですけどね。 

【事務局】 
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この辺は，鈴鹿の海岸部全部そうなのですが，高潮時になりますと内面の方が低いので，

どうしても強制排水をせざるをえないのです。 

【委員】 

確かこの辺りは新しい町ではなくて，比較的昔ながらの漁村でしたよね。 

ここかどうかは記憶にないのですが，行った時に，道路といっても本当に細くて，戻る

時に苦労したことがあります。 

堤防も確かずっと北まで行くと行き止まりになります。 

いったん上がってしまったら降りる所がなかなか無いので，この堤防まで比較的簡単に

消防車は入ることが出来るのか，入るとしたらどの道を通るのかなということ。 

もう一点，この堤防ですが，なかなか下に降りられなかった気がするので，これが北に

上って降り口があるのかお聞きします。 

【委員】 

楠へ入った所に墓地があるのですが，そこからは降りることが出来ます。 

楠と鈴鹿の境に降りる道がありますが，そこは整備されています。 

【委員】 

ここだけではなくて。 

【委員】 

それはないです。 

【委員】 

ここの住宅地は結構新しいのですか。 

【委員】 

ここは新しいです。 

昔，防空壕などがあった所で広いですね。 

【委員】 
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ではいくつか堤防に上がる道があり，逆に堤防から降りる道もあるということですね。 

【事務局】 

ただ，こちらの道路は狭いと思われます。 

各道路の間隔としては 200ｍ位です。 

【委員】 

ここで緑色に塗られている道路も細くないですか。 

【委員】 

緑色の道路も細いです。 

４ｍないと思われます。 

【事務局】 

緑色は４ｍ未満で，二項道路です。 

【委員】 

昔の漁村の密集ですよね。 

道路が細くて密集しているということころがやはり漁港を中心にしてあります。 

【委員】 

ちょっと大きめの消防車だと下からは入れないですよね。 

【委員】 

入ってきてもぎりぎりいっぱいですね。 

【委員】 

堤防のところで回れないですよね。 

【委員】 

緑色のところまでもいけないですよね。 

【事務局】 

ここに関して申し上げますと，これは北長太川という河川ですけど，排水機場の改修と

 21



合わせて河川改修も鈴鹿市で行っております。 

右岸側は３ｍ，左岸側は４ｍの管理道路で，取り付きまではわかりませんが，こちらへ

はそういった道路整備を河川改修により行う予定です。 

【委員】 

そのようなことは起こらないと思いますが，火事が起こった時にそこへどうやって行く

のかということを教えていただきたいのですが。 

【議長】 

水が一番怖いと思われますが。 

水の出口を塞ぐような格好で堤防が出来ていますよね。 

とりあえず，そういう問題があるということだけは意識しておいていただかないといけ

ないと思います。 

【委員】 

建物の建つ場所は，どこを基準にしていいのかわかりませんが，堤防の天端を基準にす

ると何ｍ下がったところに建つのですか。 

【事務局】 

４ｍ位です。 

【委員】 

それは，そこの周辺の地盤面から上がっているのですか。 

【事務局】 

同じ高さです。 

【委員】 

この施設自体が水に浸かることを心配するのですが，それはいいのですか。 

【事務局】 

その計画は三重県で設計しております。 
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【委員】 

現場を見た方がいいですね。 

【事務局】 

現場に三重県の担当職員も控えておりますので，質問等については現場の方で説明をさ

せていただきます。  

         （議案第１号 北長太排水機場 現地視察） 

【事務局】 

（２号議案）申請者は，申請地の隣の徳田町の方にも農地を持ってみえます。 

【議長】 

随分，散在してますね。 

【事務局】 

御薗町と徳田町の方に分けて散在していますが，地区が異なることによってほ場整備    

の区域が異なっていますし，当初から御薗町と徳田町に農地をお持ちであると思います。 

御薗町と徳田町を合せてほ場整備をするということは非常に難しいことなので，それぞ

れでほ場整備した結果このような形になりました。 

【委員】 

参考のためにお聞きしますが，ほ場整備をしてもなお農地が分散していますが，ほ場整

備というのは一箇所にまとめるというということをやるのではないのですか。 

【事務局】 

一つの大きなまちをつくることがほ場整備の目的ですが，そこにもっていくための権利

関係がございますので，従前地を明示しながら換地計画を立てられるということを聞いて

おります。 

【委員】 

この農地が分散しているのは特殊な状況ですか。 
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一般的にこのようなものなのですか。 

【事務局】 

場所によってもめるということもよくあるようです。 

まとめた時に，一部の人が前よりもいい場所に固まるということがあるみたいですので，

従前の持っていた所を拠り所にしながらというのはあるようです。 

【事務局】 

いびつな形を四角に整備して広い道を付けていくというのがほ場整備の考え方かと思い

ます。 

それと，今まで給排水機能がなかった耕作地に給水することもできますし，冬季でも耕

作ができるということです。 

【委員】 

この倉庫から毎日車で農地へ行かないといけない訳ですか。 

【事務局】 

申請地ですが，こちらに集落がございまして集落の中に自宅がございますので，自宅か

らこの道で通われるということで自宅に近いところに計画しております。 

【議長】 

それでは２号議案の審議つきまして，いかがいたしましょう。 

【委員】 

異議ございません。 

【議長】 

他の委員はいかがでしょうか。    

【委員】 

十分，景観に注意して計画していただきたいと思います。 

【議長】 
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それでは，異議なしということにさせていただきます。 

【委員】 

それは２号議案ですよね。 

１号議案の方は，異議なしというだけの答申書を作るのか，こういうことに注意してや

っていただけるのであれば結構ですよという答申書を作るのかどちらなのですか。 

【議長】 

私は希望があればと。 

【委員】 

今まで異議なしという答申書しか作っていただけないので，何のために議論しているの

かという気持ちはあります。 

【事務局】 

２号議案につきましては，景観に配慮するように条件を付けて許可します。 

【委員】 

 答申書はもう問題無いということだけにするのですか。 

【事務局】 

建築基準法上は問題無いということで，許可を与える時に指導を行います。 

【委員】 

お願い位は言えないですか。 

【事務局】 

色彩等までは決めるのは不可能です。 

【委員】 

建築審査会でこういう意見がありましたので，出来ればこういうことをお願いしたいと

いう程度しかできませんね。 

【事務局】 
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そうです。 

【委員】 

 それで構わないとは思いますが，ただ，これで良しという結論だけで終わってしまうの

はどうなのかなと思いますが。 

【委員】 

 議事録の中には載りますね。 

【事務局】 

 こういうご意見があったということは議事録に載せます。 

【事務局】 

議事録の中で許可書に配慮されたいというのを指示するという形でまとめさせていただ

きたいと思います。 

【議長】 

今までもそういう形にしてきたと思いますが，○○委員のような強い形で要望書として

付けるというのも一つの方法であると思います。 

【委員】 

私も法的にあまり根拠はないのかなと思いながら言ってはいますけれど。 

今後，どこまで建築審査会で基準法に適合しているのかどうかのチェックだけすればい

いのかどうか。 

【議長】 

私の考え方では，建築審査会というのは意見表明をできる場であると思っております。 

ですから強いご意志があればそういう形でとらせていただいても結構です。 

より時間がかかることは事実だと思います。 

【委員】 

 実績は行政の指導の方法だと思いますのでお任せしますけれど。 
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【委員】 

 議事録を作り，それを基にして許可をする時に，その辺を配慮し指導する形になると思

います。 

【議長】 

議事録を作っていただいて，議事録にこういうことが記載されてということをはっきり

表現していただくという方法があると思います。 

こういう強い要望があったという書面を付けていただくというやり方もあり，いろいろ

あると思います。 

 今回は，○○委員いかがいたしましょうか。 

【委員】 

 行政がどれだけ熱心にやっていただくかということにかかっておりますので，行政にお

任せします。 

【議長】 

 そうですか。 

では行政に任せるということで，建築審査会で強い意見表明をしても勿論構わないとい

うことですね。 

【事務局】  

 建築審査会としましては，審査会の場でお話があったように景観に配慮した色彩を考え

ていただきたいということをお願いしようと思っております。 

【委員】 

 行政指導ではなくてお願いになるわけですね。 

行政指導ではできないですものね。 

【議長】 

 法律的には行政指導も命令ではないので同じなのですけれどね。 
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ただ，お願いだけしても従ってくれるかどうかということは，行政指導を受けた人の良

心の問題になるのですね。 

【委員】 

 そういうこともあるでしょうが，やはり行政がどういう態度をとられるかが最大の問題

であると思います。 

【議長】 

 もう一度確認しますが，１号議案，２号議案とも，議事録に意見表明があったというこ

とを留めるという形でよろしいですか。 

 他に何かありますか。 

【委員】 

１号議案の方はどうなったのですか。 

【議長】  

 一応確認したつもりですが，あらためて確認の必要がありますか。 

【委員】 

 先程は２号議案の話をしていましたが，１号議案も同様だと考えてよろしいですか。 

【議長】  

 私は１号議案，２号議案も先程の報告で終わったと思っております。 

【委員】 

 それならばよろしいですが。 

【議長】  

 ２号議案の方は，もう一度繰り返しますと，周囲の景観を考えてデザイン等を工夫する

ということであったと思います。 

【委員】 

私はより１号議案の方を，同じことを言いたいのですが。 
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決してこの周辺が景観がいいとは言いませんが，海岸や伊勢湾上から見た時に何かそこ

に真四角の公共施設が建っているなというだけでいいのかと，堤防から建物を出すようで

すし，どうすればいいかわかりませんが少しは考えていただけないかという感じはします

けれど。 

 長良川沿いのこういう施設は，決して良いデザインとは言いませんが，もの凄くいろい

ろなことをやっていますよね。 

あれは河口堰がらみでいろいろ検討されたのかなと思いますが。 

【委員】 

 あの辺りは六華苑もあって配慮しているのですね。 

【委員】 

 建物が堤防の天端から出ると，出ること自体は仕方ないのですが，少しこの周辺の景観

のモデルになるような物を行政が作っていただきたい。 

単純な屋根を掛けるとか何か考えていいのかなという気がします。 

地域も何かがさつな感じになっていますよね。 

いずれこういう所も民間の手がかかってくることと思いますが。 

【議長】  

 一つのランドマークになるような建物で良いような気がしますけれど。 

【委員】 

ああいう形に必然的になるというなら，そのように絵を書くというのも一つの方法だと

思いますが，これはそういう建物ではないし，それほど面積が大きくなるわけでもないの

で，少しシャープにすればいいのかなと思いますけれど。 

そうお金をかけるのではないけれど，少し配慮してくださいということを書いておいて

いただければ。 

【事務局】  
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 三重県が行いますので，予算的なことはあると思いますがお願いはします。 

【議長】  

 建物の屋上は何かには利用できませんか。 

【委員】 

 今の建物は小さいので屋上を利用することは出来ないと思いますが，白塚の下水場も三

重県だと思いますが，あの施設は屋上をグリーンにしてもらうような話をしましたね。 

【委員】 

 まだ地元が完全に了承しておりません。 

【委員】 

 そういう要望を津市として三重県に出すような話はお伺いました。 

具体的に設計がどうなるかはわかりませんが。 

【議長】  

 建築審査会の会議でも，もう少し積極的にいろいろな提案をしていったらどうか，ただ

単にいいか悪いかではなく，もう少しアイデアを出していくことを今後考えていかなけれ

ばならないと思います。 

【委員】 

 例えば１号議案についても，着工予定日が平成１８年９月１日とありますが，排水機場

を作るわけですが，事業としては既に始まっているのですよね。 

ですから申請の時期もあるとは思うのですけれど，作るのはわかっているのですからも

っと早い時期に申請をすれば，そういった話をして反映できると思うのですが。 

早くわかっているのでしたら，事前に情報が入ると思いますので，ここで話をしてもな

かなか反映もできないかなという気がしますね。 

【議長】  

 もう少し申請時期が早ければ，他に議論が出来たと思います。 
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【委員】 

 審査会でそこまで議論するのであればですね。 

【議長】  

 行政の方で屋上等の利用方法があるかもしれないので検討していただけますか。 

【事務局】  

 今日のこの場でご意見があったことは議事録に載せます。 

【議長】  

 よろしくお願いします。 

他にはよろしいですか。 

ではこれで第２回建築審査会を終了いたします。 

長時間有難うございました。 

【事務局】 

暑い中長時間にわたり，ご審議賜り有難うございました。 


