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平成２０年度第１回鈴鹿市建築審査会会議録 

 

１． 開催日時 

    平成２０年１０月２０日（月）午前９時３０分～午前１１時３０分 

２． 開催場所 

鈴鹿市庁舎本館１２階 １２０１会議室 

３． 出席委員 

    栗木委員，藤野委員，杉谷委員，瀧川委員，板谷委員，坂井委員，後藤委員 

４． 出席職員 

    草川都市整備部次長，今田参事兼建築指導課長，小河副参事，片岡副参事，川村

副主幹，林副主幹，堀内副主幹 

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 

【議案第１号】 

建築基準法第４３条第１項ただし書き許可（敷地と道路の関係）についての審議 

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。 

【議案第２号】 

建築基準法第５６条の２第１項ただし書き許可（敷地と道路の関係）についての

審議 

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。 

【議案第３号】 
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建築基準法第５６条の２第１項ただし書き許可（日影規制）についての審議 

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。 

【議案第４号】 

建築基準法第５６条の２第１項ただし書き許可に関する包括同意基準についての

審議 

鈴鹿市建築審査会は，承認をするものとして，市長に報告した。 

８． 議事録（要旨） 

【委員Ａ】 

  本日は，御多忙のところ御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２０年度第１回鈴鹿市建築審査会を開催いたします。 

  本日の委員の出席人数でございますが，審査会委員全員に御出席いただいており，本

審査会は成立しております。 

【事務局】 

  なお，会議録につきましては，録音のうえ要点をまとめて作成し，後日，内容を委員

の皆様にご確認させていただきまして，鈴鹿市ホームページに掲載させていただきたい

と存じます。 

  なお，従来より，委員の氏名については，出席委員の個所は氏名を公表し，発言個所

については氏名を伏せて会議録を作成しております。 

【委員Ａ】 

  ただいまの事務局の説明に対してご意見ございますか。 

【委員Ｇ】 

  ただいま説明のあった会議録の件ですが，色々な審査会がありますが，委員というだ

けの表記と，委員Ａ，Ｂのような表記の場合があるのですが，私は，できるだけ個人名

はなくても，委員Ａ，Ｂのように発言者が違うということは記録していただきたいと思
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います。 

【委員Ａ】 

  では，委員の中で特定はしなくても，発言者が区別できるようにしたいということで

すね。皆さんいかがでしょう。 

【委員Ｇ】 

  そうですね。よいと思います。 

【委員Ｆ】 

  原則，公開ということであれば，傍聴に来た方は尐なくともわかっていると思います

ので。 

【委員Ａ】 

  原則，公開ということを前提にすれば，委員の名称まで出しても差し支えないとは言

えますが，議事録そのものの公開を考えますと，委員の名称までは出さない方がいいと

思います。 

  今，委員Ｇがおっしゃられたように，委員の中の誰が発言したかということがわかる

ようにする方がいいのではないかと思いますが，いかがでしょうか。 

【委員Ｃ】 

  私もよいと思います。 

【委員Ａ】 

  他の委員の皆さんいかがでしょうか。Ａ，Ｂという表記でよろしいですか。 

【各委員】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  では，委員Ｇから御提案いただいたように，会長も含めてＡ，Ｂという表記でよろし

いですか。 
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【各委員】 

  はい。 

【委員Ａ】 

では，それを付けた方が流れもよく，理解しやすいと思いますので，会長も含めてＡ，

Ｂという表記でいきたいと思います。 

 

  では，これで審議に入らせていただいてよろしいでしょうか。 

  まず，議案第１号から事務局に説明を求めます。 

【事務局】 

それでは，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項ただし書き許可』について，御説明申し上げます。 

       〔事務局提案説明〕 

（議案第１号） 

１．申請者 鈴鹿市国分町１８５４番地の９ 

      鈴鹿エコセンター株式会社 代表取締役 馬場 茂 

２．申請地 鈴鹿市国分町１８５４番地の９外３９筆 

３．用 途 ごみ処理施設 

      延べ面積 23,510.95 ㎡ 

【委員Ａ】 

  事務局から議案第１号について，提案説明を受けました。 

  議案第１号について，御質問がございましたら，御発言をお願いいたします。 

  念のために確認をしたいのですが，４３条というのはどのような規定なのでしょうか。 

【事務局】 

  お手元の関係法令をご覧ください。 
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その中の，建築基準法第４３条を読ませていただくと，「建築物の敷地は，道路に二メ

ートル以上接しなければならない」ということが大原則になっております。 

また，道路というのは何かといいますと，建築基準法４２条で決められています四メ

ートル以上の市道，県道，或いは開発で築造した道路という扱いになっております。 

ただ，この場合のリサイクルセンターにつきましては，敷地に接するものは通路しか

ありません。建築基準法第４３条で言う道路は，県道四日市鈴鹿環状線が道路になって

いるということで，道路と敷地を通路で繋げているということになっております。 

それで，４３条の中のただし書きの許可ということになるのですが，４３条の後段の

部分で， 

「敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の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、この限りでない。」 

となっておりますので，今回，支障がないので許可をしていこうということで，審査

会の同意をいただきたいというものです。 

また，省令につきましては，建築基準法施行規則第１０条の２の三号に該当すると思

われます。三号は， 

「その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全

等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効

に接すること。」 

であり，この規定を満たしているというように特定行政庁は考えております。 

【委員Ａ】 

この場合，許可をするのは市長ですね。市長が許可をするには，建築審査会の同意が

要るので，そのために同意するかどうかを審議するということですね。 

【事務局】 
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  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  同意をするにしても，４３条のただし書きに当てはまらなければならないということ

になりますね。 

【委員Ｅ】 

  直接審査には関係ないのですが，これは第２期の計画ですね。第３期はもう決まって

いるのですか。 

【事務局】 

  第３期までいくことは決まっておりますが，第３期はこのあたりに計画していると聞

いております。（資料 位置図により説明） 

【委員Ｅ】 

  これは，耐用年数は何年位ですか。 

【事務局】 

  第２期は，１５年或いは２０年位で計画しております。 

【委員Ｅ】 

  第３期は埋立処分場だけで，建物はまた使われるのでしょうね。 

【事務局】 

建物は，そこまで詳しく聞いてないですが，もしかしたらこちらへ建てるかもしれま

せん。 

【事務局】 

  今回の施設は１５年ほど経っております。多分，このような施設は，１５年程度で更

新が必要になってきますので，第３期についても新しい施設も含めて工事を計画される

と思います。 

【委員Ｅ】 
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  第３期はそちらの県道から接続できそうな感じですが。 

【事務局】 

今現在，搬入搬出をここに限ってしておりますので，地元との関係で，また新たに搬

入路を造るかどうかはわからないです。今，既存のものがありますので，これをそのま

ま使うということになるかもしれませんし。 

【委員Ａ】 

よろしいでしょうか。 

【委員Ｅ】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  念を入れて一つずつ確認させていただきたいのですが，交通上の問題はないでしょう

か。 

【事務局】 

  リサイクルセンターを利用する車両しか入ってきませんので，一般交通に影響を及ぼ

すということはありません。 

  それと，２期事業で新たに建てて，また完成後順次稼働していくのですが，稼働して

いった場合は，１期の施設は使いませんので，入ってくる車両も増えるということはな

いです。ですので，特に渋滞するということもないと考えます。 

【委員Ａ】 

  先ほどの安全上の意味が，尐し曖昧かもしれませんが，土砂崩れその他の問題，或い

は異臭といったような安全上の問題はありませんか。 

【事務局】 

  崖に道路があるということもありませんので，安全上問題ないと思います。 

  それと，臭い等の関係も，施設の関係になると思いますが，環境の基準に沿った計画
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をしておりますので，大気汚染とか，水質，騒音，震動といったものは全てクリアして

おります。 

【委員Ａ】 

  浸水の被害もこの地形でしたら考えられると思いますが。 

【事務局】 

  ないと思います。 

【委員Ａ】 

  防火はどうでしょう。森林火災など。 

【事務局】 

  周囲に火が出るという施設ではありませんので問題はないと思いますし，幅員も 5m か

ら 8m で，緊急車両も十分入っていけるようになっていますので，問題はないと思います。 

【委員Ａ】 

  最後は衛生面ですが，塵，埃，臭気などはどうですか。 

【事務局】 

  既に１期の事業をやっておりますが，それも環境アセスをクリアした中での事業で，

特に周りに問題も出ておりませんし，２期についても環境基準をクリアして計画されて

おりますので，そういった問題はないと思います。 

【委員Ａ】 

  御指名をさせていただいて御発言いただくのは失礼かもしれませんが，よろしければ

委員Ｆいかがでしょうか。 

【委員Ｆ】 

  環境面に関しては，環境担当課の所管でございますので，今回の協議の対象ではない

と理解しております。 

【委員Ａ】 
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  はい，わかりました。 

具体的に一つずつ押さえていきたいのですが，他に何かご意見がありましたら賜りた

いと思います。 

【委員Ｃ】 

  おそらく問題だとすれば，今の１期工事の所から新しい通路の所ですが，それはここ

でいう広い敷地を有する状態と考えてよろしいですか。 

  それと，そもそもこの審査会にかかったのが，１期工事の部分と２期工事の部分とが

事業者が異なって，別の建物になってしまうからなのでしょうか。例えば，それが同じ

事業者であれば審査会にかからなくてよかったと考えてよろしいのでしょうか。 

【事務局】 

  お答えします。 

  ４３条のただし書きの最初に広い空地とありますが，この場合は周りに広い空地とい

うよりも，その他省令で定める基準の三号により，十分な幅員を有する通路があるとい

うことで問題ないというように挙げております。 

  それで，周りの空地ですが，隣が処分場ですのでフラットというわけにはならず，下

へ下がっていくような形になりますので，広い空地というよりも，三号の， 

安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路があるという扱いで 提案をさせ 

ていただいていると考えております。 

  それと敷地ですが，１期の敷地と２期の敷地の事業者が，同じであれ違っても，敷地

としては異となりますので，これは新たな敷地が発生するということで，事業者が同じ

であっても審査会にかけていただくということになります。 

【委員Ａ】 

  他にはいかがでしょう。 

【委員Ｅ】 
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  当然，地元と協議を重ねて計画どおりしていると思いますが，施設を使った時に，こ

れを審査会が認めたということでこちらへ聞かれるということはないですか。 

【事務局】 

  今回の４３条のただし書き許可以外に，敷地の指定ということで，建築基準法の５１

条の指定も併せていただいております。 

  その中で，都市計画審議会の方の同意が必要ということで，10 月 7 日に都市計画審議

会の方でもこの敷地についてご審議をいただいております。その中で，地元の協議会等

の協定書も結んでおりますので，地元との協議は整っているということで説明を聞いて

おります。 

【委員Ｅ】 

  ありがとうございました。 

【委員Ａ】 

  先を急ぐようですが，この件については同意ということでよろしいでしょうか。 

【各委員】 

  はい。  

【委員Ａ】 

それでは，議案第１号については御同意をいただいたものとして，特定行政庁に報告

させていただきます。 

では，議案第２号についてお願いします。 

【事務局】 

それでは，議案第２号専用住宅に係る『建築基準法第４３条第１項ただし書き許可』

について，御説明申し上げます。 

       〔事務局提案説明〕 

（議案第２号） 
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１．申請者 鈴鹿市長太栄町五丁目 

      ○○ ○○  

      鈴鹿市東旭が丘六丁目 

○○ ○○  

２．申請地 鈴鹿市東旭が丘六丁目 

３．用 途 専用住宅 

      延べ面積 244.85 ㎡ 

【委員Ａ】 

  事務局から議案第２号について，提案説明を受けました。 

  議案第２号について，御質問がございましたらお願いいたします。 

  同じように三軒並んでいるのに不公平な感じがしますね。 

【事務局】 

  はい。実際にお家が建てられないのが，この〇○さんと奥の○○さんになります。 

  こちらの口元の○○さんは，ここの土地もお持ちですが，6.8m 建築基準法上の道路に

接しているということですぐに家を建てることができるのですが，奥の二軒の方が，道

路に接続してないということで，現在，建築確認申請が出せない状況であります。 

【委員Ａ】 

  お気持ちとしては何とか救ってあげたいということですか。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

  築４０年経っており，耐震上も問題あるということで，何とか建て替えの方を促進し

ていかなければいけないと考えております。 

【委員Ｅ】 

  建築基準法の目的である，生命の安全とか財産の保全に関しては，一応問題ないとい
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う判断をされているわけですね。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ｅ】 

  その理由だけ説明いただけますか。 

【事務局】 

  まず，道路に進入する所に関してですが，共有名義の私道にはなっているのですが，

地目は公衆用道路に変更されており，全て舗装されています。これにより，三者の方に，

将来的にこの道を確保するという同意をいただければ，避難，通路に関して支障はない

と思われます。 

【委員Ｅ】 

  防火上も問題ないですか。 

【事務局】 

  口元が 2.4m しかないというと，一軒分しかないことになりますが，奥については一方

4 m 後退して道路上の空地ができますので，火事などが起きた場合については，前面の

6.8m の道路へ消防車を着け，そこからホースを伸ばすことになります。そして，その空

地を使えば消防活動もできるということで問題ないであろうと思います。 

  それと，救急車等も入っていけないかもしれないですが，すぐ傍までは行ける状況 

ですので，安全性は確保されていると思います。 

【委員Ｄ】 

  セットバックしてもらって 4m になるのだと思いますが，その部分の担保は，砂利敷き

とか舗装とかどこまでされるのですか。 

【事務局】 

  舗装までは担保したいと思っております。 
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  地目を公衆用道路に変えるには，現況で道路になっているということを確認したうえ

でないとできないと聞いております。その基準については，法務局の判断基準によると

思うのですが，ある程度，道路としての用途がないと公衆用道路には変わらないと思い

ます。 

【委員Ｄ】 

  ということは，ある程度建物が竣工した時点には，そういう形になるということです

ね。 

【事務局】 

  そうです。 

【委員Ａ】 

  先ほど言われましたが，消防車はちょっと入れないのではないかと思いますが。 

【事務局】 

  入れないですね。前の市道に停めるしかないと思います。 

【委員Ａ】 

  入口から二軒目の取り掛かりまでは何 m ですか。 

【事務局】 

  法務局の登記の方で 20m です。ただ，この当時から約 1 m 位道路拡幅されております

ので，実際には 19 m 程度です。 

【委員Ａ】 

  私は，よく消防学校に講義に行きますが，ホースの長さはわかりませんが，どの位の

ものでしょうか。 

【事務局】 

  消防の方で，120 m 包含というのがありまして，120 m 毎に消火栓を置くというのが

一応決まりになっていると思います。多分，それを繋ぎ合わせてホースの届く距離にな
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っていると思います。 

【委員Ａ】 

  ホースが届くかどうかが大事だと思いますが，十分届くということですね。 

【事務局】 

  そうですね。 

【委員Ａ】 

  そういうこともあって，この場合は，ただし書きの適用を認めてもよいとお考えなの

ですね。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ｇ】 

  申請者がセットバックすることに関して，三軒の同意は得ておられますか。 

【事務局】 

  付加条件として，この同意なくしては許可はできないと考えております。 

【委員Ｇ】 

  では，その辺りの詳しい打合せは三人でできているということですね。 

  まず，2.4m の道路に関しては，持ち分が３等分になっていますよね。○○さんだけが

自分の家を提供し，それを公道にするわけですから，その辺のもめ事が後で起こること

はありませんか。 

【事務局】 

  ○○さんにはセットバックについて御承諾をいただいてます。他の方に関しては，こ

の道路は当然 1/3 ずつで，個人の土地ではありませんので，通行については同意をいただ

きます。 

【委員Ａ】 
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  私から見ますと，入口の方だけが得をする気がするのですが，今後，一番入口の方の

建築確認をされる時に，奥地のことも考慮してセットバックを指導していただればいい

なと思います。 

【事務局】 

  4 m は無理かもしれませんが，ある程度消防車両は入れるようにしたいと思います。 

【委員Ａ】 

  そういう指導はあってもよいのではないでしょうか。これはあくまで行政指導だと思

います。 

【事務局】 

  ただ，実際には，今まで市としては，この方の所を買ってきなさいというか，実際に

は使えるようにしてくださいというように指導してきました。これは，どこの特定行政

庁でも同じと思うのですが，奥に二軒あるということは，ここは 4ｍにしなければいけな

いので，2ｍずつの敷地として出してくださいということで，こちらの方に，実際には借

地は不可能なので，買いにいってくださいと言っているのと同じことになります。 

  それに比べると，自分の土地を痛めるだけで何とか建てられるというのは，前向きな

ことだと思います。 

【委員Ａ】 

  やっぱり行政の腕だと思いますね。 

【委員Ｅ】 

  こういう開発は，市内やこの周辺にもたくさんあると思うので，これからもどんどん

出てくると思うのですが，その度に建築審査会にかけていかなければならないのでしょ

うか。 

【事務局】 

  ある程度，数量を想定したのですが，特に旭が丘の地区に限定して多いです。市街化
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調整区域の方にはほぼありません。私道の所に関して，道路位置指定がかかっている所

もありますので，実際想定される数は 20 件程度であると思います。 

【委員Ｅ】 

  こういう例は，この周辺だけしかないですか。 

【事務局】 

  非常にこの周辺が多く，他の地区に関しては非常に尐ないです。 

【委員Ｅ】 

  ミニ開発がどんどん出てきたような気がするのですが。 

【事務局】 

  その時に，道路位置指定の申請を出して建てていただいている所が多いのですが，こ

の地域だけその手続きなしで建てている所が多いです。 

【事務局】 

  多分，委員Ｅさんは，その包括基準のようなものがどうかということを言われている

と思うのですが，まだ決めかねておりますので，相談があがってきた中で協議をしなが

ら，ゆくゆくは包括基準のようなものを作らせていただきたいと思いますが。とりあえ

ず，今のところは研究しながら見極めていきたいと考えております。 

【委員Ｅ】 

  いろいろケースで考え，勉強しながら基準を作りたいということですね。わかりまし

た。 

【事務局】 

  今回の物件については，昭和 42 年に建築確認がおりていて，その時建築主事がただし

書きで認めているのですが，それと同じ形になっていて，それが特定行政庁の許可の制

度になったので，今回審査していただくということになったわけです。 

【委員Ｃ】 
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  これは，あくまでも建て替えということで許可すると考えてよろしいでしょうか。例

えば，新たな更地であってそこに家を建てたいという場合も例外になるのですか。 

【事務局】 

  一つの基準として，平成 11 年 4 月 30 日に，４３条ただし書きについて建築審査会の

同意を得るという法文ができたのですが，それ以前に出来たこういう敷地に関しては建

て替えのみにしていこうと思っています。 

許可制度以降に作ったものに関しては，断っていくつもりでおります。新たな更地に

作ったものは該当しないという考えでおります。 

【委員Ｃ】 

  私もそのお考えが正しいかと思います。それと，もう一点，昭和 42 年に申請された方

が，そのまま同じ状態で建て替えということですね。 

【事務局】 

  はい。○○さんは所有者そのままで，売買等はありません。 

【委員Ｃ】 

  例えば，直前にそこを買われて，既存不適格ですが建て替えてということではなくて，

以前に許可を受けた方が，現状では建て替え不可能なので許可してほしいということで

すね。 

【事務局】 

  はい。そうです。 

【委員Ａ】 

  平成 11 年に，建築基準法の改正がありましたが，どういう趣旨であったのかはっきり

しないのですが。建築主事だけで許可するのではなく，建築審査会にかけるということ

で，厳しくしようというようにもとれるのですが。 

【事務局】 
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  民間主事がこの頃できまして，それまでは，建築主事が，道路と敷地の関係を判断し

ていたのですが，それを民間主事の方にさせるのは難しいということで，道路と敷地の

判断を特定行政庁がしなさいという規定に変わったと思っております。 

【委員Ａ】 

  そうですね。そう言われましても，やっぱり厳しくしようというようになったように

思うのですが。 

【委員Ｄ】 

  結局，建築基準法が，建築主事の判断によるとされていたと思うのですが，民間指定

検査機関が，なかなかその判断に迷ってしまうということで，中身をある程度許可制等

に移行して，判断ができるようにするというようになっていますので，許可にいってし

まうことが多いわけです。 

【委員Ａ】 

  それを言われますと，逆に，民間指定検査機関が頼りにされなかったということもあ

るわけですね。 

【委員Ｄ】 

  ですから，建築主事の判断がもの凄く広かったわけですね。それを，あまり判断とい

うことではなく，許可というように変えたのだと思われますが。 

【委員Ａ】 

  そうですね。私も改正の趣旨が正確につかめないのですが。 

【委員Ｂ】 

  よろしいでしょうか。 

新築や建て替えの話ですが，建て替えだろうと，誰かに売った所に建てようと，安全

上，交通上の問題は変わりがないと思うのですが。それにも関らず，建て替えだからと

いうのは，４３条のただし書きの解釈の中ではなく，その判断基準の中に入るというこ
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となのでしょうか。 

【事務局】 

  更地である場合は，道路に接していなければいけないことが原則です。それをするた

めに，道路位置指定をしていくというのが本筋になりますので，そういう面からみて，

新築は，現行法の中でできることをやりなさいということになると思います。 

  建て替えについては，救済的な意味もかなりあるのですが，そういう意味で建て替え

を認めないというのも気の毒といいますか。そう見た時に，安全であるかどうかを判断

し，安全であると認めます。 

ただ，新築の場合は，現行法の中でまずやりなさいということですので，最初から更

地の場合に新築というので，いきなりただし書きというのはあまり考えられないと思い

ます。 

【委員Ａ】 

  言葉を濁されましたが，私は，気の毒である，可愛相というのはあると思いますよ。

ずっと前からのルールに従うのは我慢できるでしょうが，後からどんどん法則が改正さ

れ，不利益を強いられるとしたら，やっぱり救済措置はあってもいいのだと思います。 

【委員Ｆ】 

  一番近い消火栓はどこにありますか。 

【事務局】 

  給水台帳がありますが今手元にはございません。 

【委員Ｆ】 

  ではまた後でお願いします。 

【委員Ａ】 

  消火栓がどこにあるかは大事なことかもしれませんので，一度確認しておいてくださ

い。 
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【事務局】 

  はい。また，鈴鹿市のホームページから見られるかどうかも確認してみます。 

【事務局】 

  また，終了して委員さんがお帰りになる前までに，資料を作ってお渡ししたいと思い

ます。 

【委員Ａ】 

  入口の土地をお持ちの方は，めいっぱい家を建てていると思われますが，今度建て替

えをされる時には，セットバックをお願いされるつもりはあるのでしょうか。 

【事務局】 

  資料の方にもあるのですが，実は，口元のお家の方は，平成 15 年に建て替えをされて

います。その時，建物自体は，4m の所にあたらないように当時の建築指導課の方で指示

させてもらっています。カーポート等の軽易な建物に関しては，指導できかねたわけで

すが，建物自体には任意で下がっていただけないかという指導はさせていただいて，承

諾は得ておりますが，当然，通行上にある門塀に関しては，そのまま除却もなしになっ

ています。 

【委員Ａ】 

  今度，何十年先になるかわかりませんが，よくなるように指導していただければと思

います。 

  大体，ご意見は出尽くしたようですがいかがでしょうか。 

【委員Ｃ】 

  現実的には，家が古くなっているわけですから，許可しないとかえって安全上問題が

あると思います。 

【委員Ａ】 

  セットバックすると言っていただいてますので，同意をしていただくということでよ
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ろしいですか。 

【各委員】 

  はい。 

【委員Ａ】 

それでは，議案第２号については御同意をいただいたものとして，市長に報告させて

いただきます。 

【委員Ｆ】 

  すみません。よろしいでしょうか。 

  議事録ですが，この方は個人名で，番地も出てくるのですが，これはどのように記載

されるのでしょうか。 

【事務局】 

  個人の特定される情報になりますので，非公開という形にしようかと思っております。 

【委員Ｆ】 

  個人名を出さなくてもわかってしまいますよね。 

【事務局】 

  場所の地番と地名は伏せた形で議事録を作ろうかと思います。 

【委員Ｆ】 

  そうすると，何を議論したかもわからないのでは。 

【事務局】 

  内容については，安全上大丈夫であるとか建て替えという議論はされていますので，

個人の名前がなくても大丈夫だと思います。 

【委員Ｆ】 

  地番としては，旭が丘までは入れるのですか。先ほども，今後こういう件が出てくる

のではないかという話が出ましたので。 
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【事務局】 

  東旭が丘ぐらいまでですね。 

【委員Ａ】 

  せっかくの御意見ですので，議事録を作っていただいて確認の時に，ちょっと表に出

すぎだとか，これはなしでもいいだろうということをチェックして指摘いただいたらよ

ろしいと思います。 

【事務局】 

  個人情報は無理ですが，条例等も見ながら決めたいと思います。 

【委員Ａ】 

  先ほどの委員Ｅの発言の絡みの中で，包括という言葉を使われましたが，その意味を

御説明いただけませんか。 

【事務局】 

  包括同意基準という言い方を先ほどさせていただきまして，今，４３条のただし書き

を二件させていただきましたが，実際，私道で本審査案件という形で審査いただきまし

た中で，その通路が赤道という場合がありますが，それについては建て替えが可能です

という基準を既に設けてあります。 

それは，例えば赤道で幅が 0.9m 以上あるとか，2.7m 以上あるとか，あるいは，公園

や広い空地があるものとか，それらが一つの基準として類型化して，審査会で事前に同

意をいただいたものとして，取り扱うということにさせていただいています。 

申請があがってきましたら，その基準に適合しているものについては，特定行政庁の

方で，審査会に個別にあげずに許可をします。それが，包括同意基準に基づいて許可を

していくということになります。 

  包括という言葉は，いろいろなパターンを全て類型化，標準化したものという言い回

しかと思います。 
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【委員Ａ】 

  要するに，同じような事例がたくさんあがってくるということは，一つ一つ審査して

いたのでは時間がかかり，能率も上がりませんので，あらかじめ基準を作っておいて，

それにあてはまるものならどんどん処理していこうという考え方だと思ってよろしいで

すか。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  委員Ｅが途中まで言いかけていただいたのは，議案第２号のような，三，四軒並んで

旗ざおのような道路が付いている所がたくさんあると予測されるのであれば，包括的な

処理をした方がよいのではないかということなのでしょうか。 

【委員Ｅ】 

  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  ですから，たくさん出てくるようでしたら改めて一度考えてみるということで，その

点はよろしいでしょうか。今ですと２０件位あるというお話でしたが。 

【委員Ｅ】 

  そうですね。私はもっとたくさん，１００件以上あるかなという気がしたものですか

ら。 

【事務局】 

  具体的にはまだこれからの申請ということで，いつ頃出てくるかというのは不明でご

ざいますが，予定されるような案件としてはそれ位はあるだろうというところです。 

【委員Ａ】 

処理が遅れますと市民の方にも迷惑をかけるかもしれませんから，それも考えながら 
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 進めていくということでよろしいでしょうか。 

【委員Ｅ】 

  わかりました。 

【委員Ａ】 

  それではそのようにしたいと思います。 

では次に，議案第３号についてお願いします。 

【事務局】 

それでは，議案第３号鈴鹿サーキットに係る『建築基準法第５６条の２第１項ただし

書き許可』について，御説明申し上げます。 

       〔事務局提案説明〕 

（議案第３号） 

１．申請者 鈴鹿市稲生町７９９２番地 

      ㈱モビリティランド鈴鹿サーキット 取締役総支配人 樽井 良司 

２．申請地 鈴鹿市稲生町７９９２番 

３．用 途 屋外観覧場 

      延べ面積 1,479,541.61 ㎡ 

【委員Ａ】 

  事務局から議案第３号について，提案説明を受けました。 

  議案第３号について，御質問がございましたら，御発言をお願いいたします。 

  非常に専門的なことが多いので，私も理解できないことが多かったのですが，日影の

問題というのは非常に測り方が複雑で，どの程度害が及ぶのかとらえにくい気がします

ね。規定どおりにすると駄目なことがたくさん出てくるようですね。 

  例えば，同じ敷地内にある既存不適格のものがあって，その中で建物を建てると，そ

の新しい建物の日影は絶対外に出ないけれど，許可を得なければいけないということで
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す。それこそ削ったらどうかと思うことさえあるのですが。 

【事務局】 

  一応，法の規定上はそうですね。敷地全体で考えるということです。 

【委員Ａ】 

  敷地全体で考え直しなさいということですね。 

  今回の場合は，要するにどうなのですか。 

【事務局】 

  要するに，法の適用と実質の部分との不合理がありまして，そういった部分というの

は，実際，周辺の住環境において害を及ぼすものではないので，認めていこうというも

のです。 

【委員Ａ】 

  型どおりの計算をすると日影が出るということですが，実際には出ないんだというこ

とですね。 

  どうぞ御質問なり御意見をお願いします。 

【委員Ｅ】 

  実害もないし，昭和 61 年に適切な運用をせよという国からの通達もきておりますし，

あまり議論の余地がないのかなという気がしますが。 

【委員Ａ】 

  私が心配しなくてもいいかもしれませんが，市民の方々が大きな負担をしなければい

けないですよね。手数料を払うのですから。 

【委員Ｃ】 

  質問ですが，平均地盤面というのは敷地全体の平均ですか。それとも建物の建ってい

る部分の平均ですか。 

【事務局】 
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建物の建っている部分のそれぞれ周りを拾っていって，それを合計し平均地盤面とし

ています。 

【委員Ｃ】 

  敷地全体ではないのですね。そうすると，新たに建物が建つごとに平均地盤面が変わ

っていくということですね。 

【事務局】 

  そうです。遊園地等が，サーキットの比較的下の部分に多いですので，平均地盤面は

だんだん下がっていくということです。 

【委員Ｃ】 

  たとえ適格であっても，下の方に新たな施設が建ってしまうと，平均が下がって既存

不適格になってしまう可能性があるということですね。 

【事務局】 

  可能性はありますね。 

【委員Ａ】 

  実態に即した法改正があってもいいのではないかと思います。私の記憶に間違いがな

ければ，建築基準法は建物ごとに敷地を考えるのですね。 

【事務局】 

  基本はそうです。 

【委員Ａ】 

  基本はそうですが，それが実態に即さない場合は，ある意味関連をもった建物等の場

合には個別に敷地を考える。そうするとかえって，異論が出てくることもあると思いま

すが。 

【委員Ｃ】 

  実態に即するということで，同意するというのでどうでしょうか。 
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【委員Ａ】 

  では，実害は出ないということですので，同意していただいたということでよろしい

でしょうか。 

【各委員】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  ひとつお願いをしたいのですが，非常に重要な基準が出来上がったように思います。

というのは，特に鈴鹿の場合ですが，形式だけにこだわらず実態に即していくというこ

とを言っていただきましたので，この事例は今後ひとつ参考にするようにしていただき

たいと思います。 

  有難うございました。 

では次に，議案第４号についてお願いします。 

【事務局】 

それでは，議案第４号『建築基準法第５６条の２第１項ただし書き許可に関する包括

同意基準』について，御説明申し上げます。 

       〔事務局提案説明〕 

（議案第４号） 

【委員Ａ】 

議案第４号について，御審議をお願いいたします。 

  これは，新しい包括基準を認めてほしいということですね。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  形式的なことですが，かっこ書きがわかりにくいので，何か記号を考えてもらえない
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でしょうか。ローマ数字やアルファベットを使っていただくのはどうでしょうか。 

【委員Ｅ】 

  いろいろ要件がありますが，基本的には現在より悪くならない場合のものですか。 

【事務局】 

  そうですね。軽微なものですね。 

【委員Ａ】 

  現在より悪くなっても，ごく軽微であるということが御提案の趣旨だと思います。 

【事務局】 

  これでいくとほとんど悪くならないです。 

【委員Ａ】 

  日影規制に関する建築基準の規定は，形式的すぎるような気がしておりましたが，か

といってどのように改正したらいいのかというとわかりかねますが。 

  日影規制は合理的ですか。 

【事務局】 

  日影規制ができた当時，まだ自分で設計をしておりましたが，ある中学校の体育館の

改築をする中で，どうしても敷地に制約があり，周辺は市街地で住宅もはりついており，

日影許可を取らざるを得ないような条件がございました。 

その時は，隣接の地権者や住民の方の同意は得て体育館は無事完成させたのですが，

それ以降，自転車置場一つを作るにしても，三重県に許可をあげなければならないとい

ったことで，確かに不合理を感じておりました。そういったごく軽微な不合理を整理す

るためには，包括基準の中で整理していくのが一番いいのかなと思います。 

  あと，法改正に関しまして，法の条文自体はそのままなのですが，天空率という考え

方がでてきまして，そういう面で検討すると，日影規制よりももう尐し緩和ができると

いうような手法も別ルートであります。数年前からそういった法改正もされております
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ので。そのような流れでございます。 

【委員Ａ】 

  手数料を取られる側はきついですね。 

  年間何件位，適用を受けることになりそうですか。 

【事務局】 

  何年かに一件というレベルだと思います。今現在，日影の許可をしている物件に関し

ては，ほとんど片手に納まるぐらいでおそらくそれほど件数はないと思います。 

【委員Ｅ】 

  建築基準法の改正から，建築確認が非常に遅れていると聞いておりますが，建築審査

会にかけることによって確認は何か月位遅れますか。 

【事務局】 

  申請が 9 月 10 日に出ておりまして，既に一か月経っておりますので，大体二か月位は

軽くかかると思います。 

  ただ，今回の目的としては，サーキットを包括でということを考えてはいたのですが，

大分広い敷地であり，高低差もかなりありましたので，一般的な事案で作らせていただ

いた包括基準にのっていかないということでしたので。 

【委員Ａ】 

  特定の対象を念頭に置いて包括基準を設けるのは，やっぱりまずいと思います。サー

キットを含めて包括基準を作るというのなら合理性がありますが。 

ですから，サーキットを念頭に置いて包括基準を作るのはやめた方がいいと思います。 

  ただ，包括基準を作ることによって，許可の遅れをある程度は取り戻せると思います。 

 

  ただ，申請してから二か月も三か月も待たされるというのではもたないのではないで

しょうか。 
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この包括基準の設定については御賛成いただけますでしょうか。 

【各委員】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  では，全員賛成ということで処理させていただきます。 

【委員Ｆ】 

  確認だけいいですか。サーキットのスタンドは，これでいくと既存不適格建築物等に

入るということでよろしいですか。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ｆ】 

  はい，わかりました。 

【事務局】 

  それでは，資料の報告事項を御覧いただきたいと思います。 

  建築敷地と道路の接道に関する許可でございますが，前回の建築審査会以降，建築基

準法第４３条第１項ただし書き許可に関する包括同意基準に基づき８件の許可を行いま

した。 

  以上，報告させていただきます。 

【委員Ａ】 

  念を押すようですが，疑問が残るようなものはなかったですか。 

【事務局】 

  基準に沿った形で全て許可できておりますので外れることはないと思います。 

【委員Ａ】 

  開発審査会の場合ですと，基準に尐しずつ外れるような場合がありまして，その時は
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説明いただいておりますがそういうものはなかったわけですね。 

【事務局】 

  基準どおり処理させていただいています。 

【委員Ｆ】 

報告事項の日付ですが，これは何の日付ですか。 

【事務局】 

  包括同意基準を作って審査会で承認をいただいた日付です。 

【委員Ｆ】 

  平成 11 年 12 月 1 日の案件という意味ですね。 

【事務局】 

  その時の包括基準に基づいて許可したもので，前回の建築審査会から今日の審査会ま

での分です。 

【委員Ａ】 

  私は，最初理解することが難しかったのですが，包括基準が作られますと，それにあ

てはまるものについては担当部局の方から同意があったものとして，市長にご連絡いた

だくわけですね。そして，市長の方がそれに基づいて許可をされるということですね。 

ですから，本審査案件に比べると相当迅速に処理されるということですね。 

  本審査案件ですと，審査会の準備をして，会議を開き，同意があると初めて市長の許

可をしていただくということになりますね。 

  その場合の建築確認申請との絡み合いを説明していただけませんか。大体，建物を建

てる時はどういう順番でいくのですか。 

【事務局】 

  まず設計をされるには，大工さんなりの所へ行かれてプラン作りからになりますが， 

請け負ったゼネコンや設計事務所等が，その道路がどうであるか，公共施設の関係はど 
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 うであるかということを，市役所や関連部局と調整して，どういった形で建物を建てる

手法がよいのかを検討します。 

  その中で一番大事なのが，建て替えといえども接道基準を満たしているかということ

になってくると思います。一般的に，4m 以上の道路に接道している場合ですと，確実に

建て替えでも新築でもよいのですが，鈴鹿市も 4m に満たない部分が非常にあります。そ

のような道路の性格により包括基準をお示しいただいて，平成 11 年から運用させていた

だいています。 

  その中で，包括基準の一覧表の数字が入っておりますが，大きい漢字の一，二，三と

ございます。 

包括基準一は，周囲に公園等の広い空地を有するもの。 

  包括基準二は，4m 以上の農道に接するもので，農家住宅から農業倉庫等を許可の条件

にしております。 

  包括基準三は，ＡＢＣと分かれておりまして， 

 Ａは，幅員が 2.7m 以上 4m 未満の公的機関が維持管理する道路に接道するもの 

 Ｂは，幅員が 0.9m 以上 2.7m 未満の公的機関が維持管理する道路に，現在居住している

住宅の敷地が 2 m 以上有効に接するもの。 

 Ｃは，里道，赤道等公的機関が所有する公衆用道路に接するもの。 

  こういった形で包括基準を整理させていただいています。 

【委員Ｆ】 

報告事項の平成 11 年 12 月 1 日の案件というのが，今先程の包括基準の分類でいくと

どれにあてはまるのかがわからなかったのでこの日付を尋ねたのですが。 

  一覧表の一番右端の欄の数字が，先程の包括基準の分類にあてはまるのですね。 

【事務局】 

  はい，そうです。 
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【委員Ｆ】 

  そうしますと，先ほど議論された第５６条の日影の規制も許可するということでした

ので，今度は報告事項が，「建築基準法第５６条の２第１項ただし書き許可包括同意 

（平成 20 年 10 月 20 日）案件」となるわけですね。 

【事務局】 

はい，そうです。 

【事務局】 

  表現がわかりにくかったので申し訳ありません。もう尐しわかり易くさせていただき

ます。 

【委員Ａ】 

包括基準で処理してしまい，包括基準にあてはまらなかったのではないかということ

になると対処がしにくいですよね。そのようなことがありますので，包括基準として処

理するのは明確なものというのが前提になっております。疑いの余地が後から出てくる

ことがないようなものに限って包括基準で処理するということでよろしいですね。 

【事務局】 

私共も，相談等があった時は包括基準に合うような形で，例えば是正等の指導もさせ

ていただいていますので，基準法を出るようなことはないと思っております。 

【委員Ａ】 

  包括基準にあてはまるかどうか疑問があるものは，本審査案件にするということです

ね。 

【事務局】 

  先ほどの議案第２号の，第４３条ただし書きの件ですが，消火栓の位置についての資

料をお配りさせていただきました。申請地は青で塗ってある所で，前面の市道上に消火

栓が二箇所配置されております。 
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【委員Ａ】 

  これですとホースは届きますよね。 

【事務局】 

  十分届くと思います。 

【委員Ａ】 

  有難うございました。 

【事務局】 

  それと，審査会の包括同意基準も一緒にお配りさせていただきました。これが，平成

11 年 12 月 1 日に建築審査会で承認をいただきました同意基準ということです。 

消火栓の位置につきましては，こちらの情報ではないものですから資料は御確認いた

だき回収させていただきたいと思います。 

【委員Ａ】 

  それでは，議事録については，各委員にお送りいただいて内容について御意見を伺う

ようにしてください。 

  その他にはよろしかったでしょうか。 

それでは長時間ありがとうございました。  

これで第１回鈴鹿市建築審査会を終了いたします。 


