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平成２１年度第１回鈴鹿市建築審査会会議録 

 

１． 開催日時 

    平成２１年１１月１１日（水）午前１０時～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，藤枝委員，杉谷委員，瀧川委員，藤田委員，坂井委員，青木委員 

４． 出席職員 

    永納都市整備部長，草川都市整備部次長，小河建築指導課長，片岡副参事， 

林副主幹，堀内副主幹 

市街地整備課 河村副参事 

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】 

白子駅前広場における建築基準法第４４条第１項ただし書き許可（道路内建築）

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。 
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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２１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。 

  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でございますが，公開ということで開催させていただきまし 

たが，傍聴人はなしでございます。 

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。 

  前回の審査会で御協議いただきましたが，委員の発言については，氏名は伏せて，Ａ

委員，Ｂ委員というふうに表記させていただきます。 

【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。 

  本日の審査会の予定でございますが，審議案件は，同意案件２件でございます。 

それでは，まず，議案第１号専用住宅の建て替えに係る『建築基準法第４３条第１項

ただし書許可』について，事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

それでは，議案第１号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） 
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１．申請者 鈴鹿市神戸八丁目 

      Ｘ氏 

２．申請地 鈴鹿市中旭が丘一丁目 

３．用 途 専用住宅１棟，車庫１棟 

延べ面積 207.26 ㎡（住宅 150.71 ㎡ 車庫 56.55 ㎡） 

【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お願いいたします。 

  私からお尋ねしますけれど，許可条件として四つ挙がっておりますが，どこから取り

出されたのですか。 

【事務局】 

  前回，平成 20 年 10 月に，同じような案件をご審議いただきました。 

前回ご審議いただいた内容では，4 メートルの空地を確保するということは，消防上の

空地になるということでございました。 

【委員Ａ】 

  今後お願いしたいのですが，スライドを出していただく際に，番号を付けていただく

とありがたいのですが。 

【事務局】 

分かりました。 

【委員Ａ】 

  スライドの配置図をお願いします。 

  まず敷地と接する前面道路が，対面境界から 4 メートル後退した空地を確保するとい

うのは，どの部分を指しているのですか。 

【事務局】 
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申請地側へ一方的に下がっていただいて，4 メートルの空地を確保していただくという

ことになります。 

  本来，口元については，4 メートルの幅員があれば，この家と奥の家 2 メートルで敷地

の延長でいけますが，この場合は，もうすでにここで店舗が張り付いておりまして，現

在 4 メートルを確保することは不可能です。 

  ただし，こちらで 4 メートルの空地がありますので，消防の活動用場所と避難場所，

それと日照，通風等についても問題ないと思います。 

  消防活動については，前面に市道があるのですが，この辺りに消火栓が設置されてお

りまして，十分こちらからホースを伸ばして消火できるということです。 

  或いは，市道が 6 メートルありますので，前に消防車を停めて消火活動ができると思

われます。 

【委員Ａ】 

  そして，二番目に「通路及び空地は，建築敷地と明確に区分し，…。」とありますが， 

通路及び空地というのは，今見せていただいた緑の部分とどちらの部分になるのでしょ

うか。 

【事務局】 

 通路及び空地というのは，合わせて 4 メートルの空地という意味で，これが通路で，

こちらを含めた形で空地というふうに考えております。 

【委員Ａ】 

 そして，三番目に「道路後退部分は，公衆用道路に地目変更すること。」とありますが，

どの部分を地目変更するのでしょうか。 

【事務局】 

 今現在，ここの通路の部分については，既に公衆用道路になっておりまして，こちら

が既に分筆されているのですが，ここについてはまだ宅地と雑種地という状態になって
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おりますので，この部分を最終的には，公衆用道路に地目変更してくださいということ

になります。 

 地目変更の時期ですが，こちらに建物が建っておりますので，先にこちらを建築して，

完成後にこちらの取り壊しが終わってから，後退部分の整備をして地目変更というかた

ちになると思います。 

【委員Ａ】 

 そうすると，四番目の「建築にあたっては，当該空地を法第 42 条に規定する道路とみ

なし…。」というのは，緑の部分とその部分を合わせてということになるのですね。 

【事務局】 

 そうです。 

【委員Ａ】 

  右端の店舗のある部分の距離はどれ位あるのですか。 

【事務局】 

  11.2 メートルです。 

  これを見ていただくと，市道から 11.2 メートルの所だけは，4 メートルにならないと

いうことです。 

【委員Ａ】 

  それほど長い部分でないので，消防車自体は入れないけれど，消防活動のために人が

出入りするのには問題ないということですね。 

【事務局】 

  そのように考えております。 

【委員Ａ】 

  もしこれを許可しないとすると，実際に建て替えもできないということですね。 

【事務局】 
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  方向としては，物理的にも，口元のＺさんから土地を分けていただくしかないので，

今すぐではなく，将来Ｚさんが建て替える時に，この部分を分けてくださいという話を

していくしかないと思います。 

【委員Ａ】 

  Ｚさんの方には，事前にそのようなお話はされるのですか。 

【事務局】 

  そこまで市として言えるものかどうか，難しいかなと思いますけれど。 

【委員Ａ】 

  Ｚさんの方が，今後建て替えられる場合には，出来るだけ指導していただきたいです

ね。 

【事務局】 

 将来のことを考えて，ＸさんやＹさんが，Ｚさんの方へ働きかけていただくというの

が筋道かもしれませんね。 

 そういう話でいけるといった時に，Ｚさんの方から，もしこちらの方へ相談があれば，

下がっていただくと，ここのお家も建築が可能になりますよという説明はさせていただ

けるかなと思います。 

  今回，Ｘさんは，この許可で建築可能ですが，Ｙさんは建て替えされる時，どうされ

るのかなと思いますが，同じ手法を使って許可を取るという方法しか今はないと思いま

す。 

  先々のことを考えて，Ｚさんの方へ 4 メートル確保できるようにするのが望ましいと

思います。 

【委員Ａ】 

  現段階で，どこまで市が立ち入ることができるのかというのは難しいところですね。 

【事務局】 
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  そうですね。 

【委員Ａ】 

  ありがとうございました。他の委員の皆さまはいかがでしょうか。 

【委員Ｃ】 

  基本的には，既存不適格ということですね。 

  基本的に，こう言う物件に関しては，将来的には適合するように解消していくことが

望ましいと思います。 

例えば，建て替えの時がひとつのチャンスですので，その時に，まずこれで許可した

らまた同じ状態が続くわけですから，それが原則だとは思うのですが，ただ，そうは言

っても現実に人が住んでみえてということがあるかと思います。 

  申請者は，今ここに住んでみえる方ということですね。新たにそこに購入して，不適

格のまま家を建てるというのではなくて。 

【事務局】 

  そうです。 

【委員Ｃ】 

  それと，このことに関しては，隣のＺさんやＹさんに，お話いただいて了解は得てい

ただいていますか。 

【事務局】 

  Ｚさんの方は，直接利害が関係しないということもありますので，こちらはそこまで

求めてないのですが。 

  Ｙさんについては，同じ通路の共有者でありますし，同じような状態ですので，4 メー

トル下がって，通路として日常的にきちんと管理していただくという承諾書はいただい

ております。 

【委員Ｃ】 
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  従来から住んでみえる方が建て替えるということと，利害関係者の方にご同意いただ

いていること，その二つの条件があれば，許可してもいいのではないかなと思います。 

【委員Ｅ】 

  特定行政庁として許可しようということは，現状を不許可にして放置しておくよりは，

こういう形で建て替えをしておいて，将来的には，Ｚさんの協力を得て道が拡がるとい

うことや，Ｙさんの建て替えも考えてということなのですね。 

  この平面図を見ておりますと，前面道路は西向いていますね。前面道路に向けて建物

の開口部が多いのですが。向かって右側がちょうど東南面を向いているわけですね。 

【事務局】 

  右側のところに方位があります。 

【委員Ｅ】 

  前面道路に開口部があるようになっているのが，不思議な平面構成だなという気もし

ますが。 

  北側の家はどういう間取りになっていますか。 

【事務局】 

北側の家は，右側の方に開口部を取っておりまして，そちらの方に庭を取っています

ので，採光を取れるようになっております。 

【委員Ｅ】 

  だいぶ接近しますので，その辺りは問題ないですか。 

  Ｘさんの建物の配置図を見ますと，道路側に開口部が多いので，隣の家もそういう状

態であると，ちょっと苦になるのかなという気もしないでもないですが。 

【事務局】 

  そちらの家は，右手の東側の方に開口部を取っておりますので，特に影響はないと思

いますけれど。 
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  二階の方に小さい窓があって，一階部分は，開口部はあまりありませんので，東側の

方に開口部を取っておるということです。 

【委員Ｅ】 

  分かりました。 

【事務局】 

  施主から北側の方に説明をして，了解を得ているということは聞いております。 

【委員Ａ】 

  よろしいでしょうか。 

  人によって見方は色々あるでしょうから，今後は，建物の耐用年数からいって，こう

いう案件は多くなるのではないかと思います。 

  それに対応するためにも，今日尐し時間をかけていただいた方がいいかと思います。 

【委員Ｄ】 

  建て替えということでやむを得ないのでしょうが，建物の規模も，前の道路からみて，

あまり大きな物は好ましくないかと思います。 

  住宅で，この位の程度であれば，生活する面でやむを得ないと思いますけれども。   

  前の公衆用道路の所に，公共下水管や水道管が多々走っているわけですが，公衆用道

路という地目であるとはいえ，民有地ということですね。 

  そういうところで，将来，住宅は長期に渡って使用されると思いますので，維持管理

等の問題で難しい面は多々あるとは思いますが，できたら公の者が，底地を持つという

ことが，この道を将来も安定的に確保するという意味において望ましいような気がしま

すけれど。 

【委員Ａ】 

  確認させていただきますが，委員Ｄのご意見によると，配置図でいいますと，緑色の

部分と，その上の斜線の部分を公の物にするということですか。 
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  利用の面からだけではなくて，所有の面からもそのようにしたいということでしょう

か。 

【委員Ｄ】 

  望ましいということです。 

【委員Ａ】 

  望ましいところですが，大変な費用がかかるのではないでしょうか。 

【委員Ｄ】 

  寄付というかたちですね。 

【委員Ａ】 

  有償取得しようとしたら，ちょっと市の予算では無理ではないでしょうか。 

【委員Ｄ】 

  あくまでも無償で，当該関係者の方が希望されるならということです。 

【事務局】 

  今の寄付というお話ですけれど，道路を管理している部署によりますと，建築基準法

の道路でない道路は，寄付でも取得しないことになっておりまして，担保されるという

ことでは，市の名義に変わるというのはいいことなのですが，管理している部署の方に

は，なかなか取っていただけないというのが現状であります。 

【事務局】 

寄付も基準がありまして，基本は 4 メートルないとだめですということと，舗装をし

ているものになるのですが，今現在，4 メートルありませんし，舗装もありませんので， 

市としては，寄付したいと言われても受けるのはかなり難しいということです。 

【委員Ａ】 

 委員Ｄに言っていただいたような方法が取れれば，極めて安定はすると思いますけれ

ど。 
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【事務局】 

 将来，ここを口元の人から譲ってもらって，4 メートルの道を確保して，基準に合うよ

うな舗装なりをしていけば，市が寄付で取るということは可能かなという感じです。 

【委員Ｇ】 

  公衆用道路という地目で処理がされているわけですから，固定資産税は減免されてい

るのではないですか。 

【事務局】 

  減免されていると思います。 

【委員Ｇ】 

  ですから，減免申請によって減免するのかどうか，その辺りは確認していただいた方

がいいかなと思います。 

【委員Ａ】 

  固定資産税を減免するというかたちで，安定化を図るということで妥協するしかない

のでしょうか。 

【事務局】 

  公衆用道路という地目は，登記上，誰が通ってもいい道路ということを表しているこ

となので，通路ではなく道路なんですよということを示すためにも，地目変更してくだ

さいねというところで，要件をいただいたというところです。 

【委員Ａ】 

  お聞きしますと，委員Ｄが言われた方法を取りうれば一番すっきりはするのでしょう

けれど，実際問題なかなか実現が難しいかもしれません。 

  今の話の進めてきた方向と逆行するのですが，今度建て替えをする方は，緑の部分に

上乗せする通路を設けることに異論はございませんでしたか。 

【事務局】 
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  先に協議している中で，前回審議いただいた内容を伝えさせていただいて，4 メートル

の確保が最低条件というかたちにさせていただいていましたので，ただ分筆までは先に

してくださいということは，審議会で同意いただけるかどうか分からないので，こちら

からは言ってなかったのですが，これは分筆を先にやってしまったということです。 

当然 4 メートルについては大丈夫であるということです。 

【委員Ａ】 

  市民の方からすれば，今まで茶色の部分も含めて，敷地として使っていたのに，なぜ

それが敷地から外されるのかという考え方をされるかもしれませんね。 

  でも，遠い将来のことを考えますと，どうしてもここは欲しいですからね。 

【事務局】 

  最終的に，二軒ということは，4 メートルということですので，最低 4 メートルはない

とだめですよということは言っていますので，それは致し方ないと思います。 

【委員Ａ】 

  出来れば，こういう事例があったことをＰＲしていただくと，今後同じような事例が

出てきた時に，説得し易いかもしれませんね。 

  規則を見る限りでは，この事例で，緑の部分だけで許可を出せないとも言い切れない

ですね。 

  入口の部分も確かに狭まってますけれども，十数メートルですから，それ程長くない

じゃないかという見方もできないとは思いませんが。 

  今後，そういう主張をする方が出てくるかもしれませんが，出来れば努力していただ

いて，4 メートル確保していただきたいと思いますね。 

【委員Ｅ】 

  その方が現状よりよくなるということですね。 

【委員Ａ】 
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  そうですね。 

【事務局】 

  道路は基本 4 メートルということがありますので，それを許可していくうえで，他の

通常の建築確認をあげている道路の考え方と比べて甘いということになってしまいます

ので，4 メートルは最低確保してもらわなければいけないということです。 

【委員Ａ】 

  施行規則そのものは，そういうことには何も触れていませんからね。 

【事務局】 

  触れてないですね。 

【委員Ａ】 

  委員Ｅが言っていただいたように，いい方向にもっていけるような話を進めていただ

かないといけないということですね。     

  他にご意見ございませんか。 

  ご発言を伺っておりますと，やむを得ないだろうというように思いますけれど，同意

ということでよろしいですか。ご異論ございませんか。 

  では，議案第１号については，全員同意していただいたということで市長の方にご報

告いただきたいと思います。 

次に，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項ただし書き許可』

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２号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） 

１．申請者 鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号 
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      鈴鹿市長 川岸 光男  

２．申請地 鈴鹿市白子駅前３０１１－１の一部外４４筆 

３．用 途 バス及びタクシー停留所，公衆用便所 

      延べ面積 690.55 ㎡ 

【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。 

  今回の駅前の建築については，ちょっと規模が大きくなりますし，包括ではいけない

ということで，審査にかけたというように理解してよろしいでしょうか。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  ご意見いかがでしょうか。 

【委員Ｂ】 

  建築基準法第 44 条二項ですと，通行上支障がないということですが，こういうふうに

することによって，通常の支障は緩和されるということでしょうか。 

【事務局】 

  道路内の建築制限で，道路区域内に通行上支障があるとだめということで，今回は，

全体が道路区域になっておりまして，見た目上は広場なのですが，これら建物が建つ部

分が道路区域ということで，見ていただいたとおりに，建物が建つことによって支障が

あるということではありませんので，許可をしていこうということです。 

【委員Ａ】 

  よろしいでしょうか。 

【委員Ｂ】 

  はい。 
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【委員Ａ】 

  絵を見せていただくと，ずいぶんきれいになるなぁという感じがしますけれど。 

  タクシーは，これでどこかに行くわけですか。それとも，タクシーも共存でいくので

すか。 

【事務局】 

  共存ということです。 

【委員Ａ】 

  実際，タクシーが沢山おりますと，一般の方は，駅に近寄りにくいところがあります

ね。 

【事務局】 

  現在は，車道というか間の所に，一般の方は車を停められるわけですが，その後ろに

バスが来たりしてなかなか不自由な部分がありますけれど。 

【委員Ａ】 

  私もよく人と待ち合わせをするのですが，やっぱり海岸沿い側の方が楽ですよね。 

【事務局】 

  待ち合わせするにはそちらの方が楽ですね。邪魔になりませんので。 

【委員Ａ】 

  こういう計画については，皆さん喜ばれると考えていいでしょうか。 

  反対される方がみえるとか。 

【事務局】 

  一応，こちらを計画するにあたって，検討委員会を設けて，ご審議いただいて，こう

いう結果になったと聞いております。 

【委員Ｅ】 

  意見ではなくて，感想なのですが，今までの広場は，人口 2～3 万人の街の玄関口かな
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という感じだったのですが，ようやくこれで，20 万都市の玄関口にふさわしい駅前広場

になるのかなと思います。 

  だいぶ民間の立ち退きにも協力していただいたと思うのですが，これから鈴鹿市もあ

まり人口は伸びないですかね。何万人位の人口に対応できる広場なのでしょうか。 

  この第 44 条に関しては，支障はないと思いますけれど。 

【事務局】 

  人口ということではなく，白子駅の乗降客数の状況や推移をみています。人口と同じ

ように右肩上がりに伸びてくるものではないですが，それに対応できる適切な規模であ

ろうということになっています。 

  使い勝手もかなり良くなっていますので，待ち合わせ等の時間も縮小していただける

と思います。 

【委員Ａ】 

  この機会ですからもう尐しＰＲしていただいて。 

【委員Ｅ】 

  心配ないということですね。 

【委員Ｃ】 

  この許可に対しては直接関係ないのですが，一般の車の方の乗り入れが，こちらから

になるわけですね。 

  私は，時間ぎりぎりでもそこに停めようかと思うのですが，一般の方は，今と同じよ

うなかたちで，バスとタクシーの所に停められるわけですよね。 

まして，雤の日などは，そちらの駅に近い方が屋根があって，反対側には屋根がない

ですしね。 

  そうなると，本当はいけないのですが，バスとタクシーの乗降所の方に車を停めて，

乗り降りされるケースがかなり出てくるようなことが想定されるのですが。 
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  実際，反対側に停めると，駅に行くまでに 2～3 分はかかりますからね。 

  その辺りはどうなんでしょう。 

【事務局】 

  設計の中で，公安の考え方としては，実際の運用の中で，正しく行っていくというこ

とです。 

  現状の利用の中で，設計上，望ましく，安全な位置となっています。 

現在のバスの停まっている所で，降ろしていただくことも可能だとは思いますが，個

人の判断によるいうことで，設計上は，交通安全の面も考えてこちらから乗降していた

だくということになっています。 

【委員Ｃ】 

  実際には，例えば遠くに旅行する時など，荷物が多いですし，特急等でしたら，時間

がないのでということで，駅に近い所で乗り降りされる方も出てくるでしょうけれど，

これは一応，設計上の問題で，大きな支障にはならないような造りになっていると理解

させていただいてよろしいですね。 

【事務局】 

  駅前広場の混雑の領域は，タクシー等の待ってみえる車の所になりますので，乗降だ

けに関して言えば，さほど混乱をきたすことはないのかなと思います。 

  設計上は，こちらへ降ろしていただくということですが，待機していると，バスやタ

クシーが来るというと危険な状態になりますので，待機車両については，設計したスペ

ースに停めていただければ，車両や通行者との事故は，ある程度防げると思います。 

【委員Ｃ】 

  結局，迎えに来た車が反対側に停めていただいたら，それだけで混雑がかなり緩和さ

れるだろうということですね。 

【委員Ａ】 
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  それでは，同意いただくということでご異論ございませんか。 

  では，議案第２号について，全員同意していただいたということで市長の方にご報告

いただきたいと思います。 

  それでは次に，敷地等と道路との関係の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】 

議案書３２ページを御覧ください。 

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７件の許可を行いま

した。 

許可の内容でございますが，用途は専用住宅６件，農業用倉庫１件でございます。 

以上，報告させていただきます。 

【委員Ａ】 

  以上の報告について，御承認いただいたということでよろしいですか。 

なるべく包括の方が，申請者の方には便利だと思いますけれど，駅前の案件ぐらいに

なると包括で通すのはちょっと無理なように思います。 

それでは，これで第１回鈴鹿市建築審査会を終了いたします。 

委員の皆様，長時間ありがとうございました。 

 


