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平成２２年度第１回鈴鹿市建築審査会会議録 

 

１． 開催日時 

    平成２２年８月１８日（水）午後２時～午後３時３０分 

２． 開催場所 

鈴鹿市庁舎本館１２階 １２０４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，小島委員 

４． 出席職員 

    草川都市整備部長，西山都市整備部次長，小河建築指導課長，今村主幹， 

林主幹，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４８条第２項ただし書き許可についての審議 

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。 

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２２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。 
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  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。 

 これより審議に入りたいと思いますが，本日の審議案件は，許可案件は１件でござい

ます。 

それでは，まず，議案第１号 果菜彩稲生店の新築に係る『建築基準法第４８条第２

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） 

１．申請者 鈴鹿市地子町１２６８番地 

      鈴鹿農業協同組合 代表理事組合長 田中 利宣 

２．申請地 稲生二丁目３４４０番１外１０筆 

３．用 途 物品販売店舗，構造 鉄骨造 

延べ面積 361.00㎡ 
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         〔事務局 パワーポイントにより詳細説明〕 

【委員Ａ】 

  ありがとうございます。 

  何かご質問があればお伺いしたいのですが。 

【委員Ｃ】 

  道路の所はずっと第二種低層住居専用地域ではなくて，北側や南側は別の色塗りにな

っていますよね。それはどれにあたるか教えていただけますか。 

【事務局】 

  議案１２ページの位置図を見ていただきますと，色塗りはないのですがこの部分は第

一種住居地域です。 

【委員Ｃ】 

  南の方はどうでしょうか。 

【事務局】 

  南の方は，議案１２ページの位置図でいきますと，色塗りがしていないので分かりづ

らいのですが，この部分に線が入っておりまして，その部分が第一種住居地域です。 

【委員Ｃ】 

  ということは，ほとんどが第一種住居地域で，その部分だけが第二種低層住居専用地

域になっているわけですね。 

【事務局】 

議案１２ページの位置図で，道路に沿って３０メートルの帯の部分が第二種低層住居

専用地域です。 

【委員Ｃ】 

  第一種住居地域だとそもそも問題なかったわけですね。 

【事務局】 
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  問題ないですね。 

【委員Ｃ】 

  その部分が，第二種低層住居専用地域になっているのは何かの事情があったかと思う

のですが。それについて説明いただけませんでしょうか。 

【事務局】 

  ここの部分ですが，昭和４８年に用途地域の色を決めまして，以前は幹線道路沿いか

ら５０メートルの部分，つまり今お話させていただいた北側と南側の部分は，住居地域

でございました。 

中の部分は，第二種住居専用地域となっていたのですが，平成８年に，１２用途に色

を塗り変える時に，今言っているこの部分だけが土地利用が固まっておりませんでした

ので，幹線道路沿いについては，３０メートルの範囲は最低限の物が建てられるものと

いうことで，第二種低層住居専用地域に色を塗りまして，内側については第一種低層住

居専用地域ということで，区画整理等の土地利用が進んだ時にまとめて色を塗り替える

ということで，厳しい制限をかけて用途地域の色塗りをさせていただいたところです。 

それで，南側の団地の部分は，住宅が建っていたのですが第一種住居地域ということ

で色を塗っております。 

【委員Ｃ】 

  そうすると，新しく道路が出来たということで，当然色塗りを変更するという課題が

出てきますよね。 

【事務局】 

  本年４月に，この県道が全線共用開始されまして，先ほどお話させていただいたよう

に幹線道路になりましたので，市の方では，用途地域の再検討をしているところであり

ます。 

【委員Ｃ】 
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  色塗りの規制を少し緩めようということで検討されているということですね。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【事務局】 

  用途地域につきましては，鈴鹿市全域でどういった形で不整合がおきているのかを調

べるために，平成１９年に市街化区域全域の調査をさせていただきました。 

  その中で，特に工場跡地が，物品販売店舗或いは住宅に変わっていったり，この例の

ように幹線道路が整備されたり，いろいろな条件で今後変更が必要であるという所を市

内に二十か所ピックアップさせていただいて，順次地元との合意形成や整備が整った段

階で用途地域の変更をしていくということで，これもその中の一か所に入っております。 

  市といたしましては，幹線道路も通ったということと，この上のサーキット道路沿い

についてもかなり大きな商業施設も張り付いている中で，まだ第一種住居地域といった

形になっておりますので，サーキット道路と「西玉垣秋永線」を含めて今後，用途の変

更を見直していくという位置付けにさせていただいております。 

  当然，幹線道路にふさわしい物品販売店舗等の立地ができるように，若干柔らかい用

途に直したいと思っております。 

委員Ｃが言われましたように，第一種住居地域と第一種住居地域で，真ん中が第二種

低層住居専用地域という形になっていますので，できれば一帯ということで続けたいと

いう意識で都市計画の方は検討しております。 

【委員Ａ】 

     色塗りを変えていこうという動きはあるけれども，まだ具体化していないというよう

に理解してよろしいですか。 

【事務局】 

  今，二十か所ということを言わせていただいた中で，一か所について，一昨年度用途
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地域の変更をさせていただきました。 

  順次，地域に入りながら説明会も含めてやっていくのに，やはり一か所二年ぐらいか

けないとなかなか合意形成が得られないところがありますので，順次，今整合していな

い所，特に工業地域が住宅に展開しているような所も含めてやっていきたいと思ってお

ります。 

【委員Ａ】 

  よろしいですか。 

【委員Ｃ】 

  北の方に道路が抜けたことで，第一種住居地域と第一種住居地域の間に第二種低層住

居専用地域という色分けになっているのが少し不自然である，そもそも第二種低層住居

専用地域があること自体が不自然な箇所だという理解でよろしいですね。 

【委員Ａ】 

 私の主観的な考えが入っていますけれど，今後，こういう色塗りの変更に相当な圧力

がかかりますので，時期的に早くなることはありましても遅れることはあまりなくなっ

てくると思います。 

 今までは，何かやって間違えがあると行政は叩かれていましたが，これからは，行政

はやらないと叩かれることになると思います。 

【事務局】 

  ご指摘のように，やはり第二種低層住居専用地域ということで未利用地がまだ多いの

ですね。 

  やはり土地利用者の方々は，もう少し沿道に馴染みやすいようにしてほしいという意

見も多く挙がってきております。 

  そういう部分も含めて，土地利用の促進という面からも，第一種住居地域までの用途

変更も地元の理解を今後得られるのかなというふうには期待しております。 
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【委員Ａ】 

 この機会にですが，問題の土地は，用途地域の色が二種類あるわけですね。どちらが

大きいのですか。 

【事務局】 

  第二種低層住居専用地域の方が大きいです。 

【委員Ａ】 

第二種低層住居専用地域の方が大きいから第二種低層住居専用地域の制限をかけると

いうことでよろしいですね。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  よく分かっていただけましたか。用途地域が跨っておりますのでどちらの制限がかけ

られるのかということですが，大きい方の制限がかけられるということですね。 

【委員Ｃ】 

現実に建物が建つのは第一種低層住居専用地域の方が主ですが，敷地としては跨って

いて，第二種低層住居専用地域の方が大きいかなということですね。 

【委員Ａ】 

  そうですね。 

【委員Ｄ】 

  もちろん第二種低層住居専用地域の方が大きいのですが，用途地域については，敷地

の過半の属する区域が適用されるということですね。建築物の高さ制限等は，その地域

についての規制がかかるわけですね。 

【事務局】 

  はい，そうです。 
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【委員Ｄ】 

  それと他にご説明いただきたいのですが，建築基準法第４８条第１４項の公聴会の概

要について，どのような範囲，方法で，どういう意見が出たのかということがまず一つ

です。  

  次に，第４８条第２項のただし書きの許可にあたっての要件としては，第二種低層住

居専用地域における良好な住環境を害するおそれがないと認められる必要がありますが，

ここの所の良好な住環境を害するおそれがないという判断に至った理由と，今後，この

地域で物品販売店計画の話があった時にどう対応するのか，行政の考えについて，この

三点について確認させていただきたいです。 

【委員Ａ】 

  三つお尋ねがあったのですが，質問を簡単に繰り返していただけませんでしょうか。 

【委員Ｄ】 

 まず，公聴会の件，それと許可するにあたっての理由，それから今後，こういう例外的     

な許可で相談があった時，どういう考え方でいくのかということです。 

【委員Ａ】 

  せっかくご質問いただきましたので，この機会に，このような案件の事務処理の流れ

を簡単にご説明いただけませんでしょうか。 

【事務局】 

 まず事前協議があるのですが，それで良かった場合は許可申請いただいて，その中で関

係部局の意見も聞いております。 

 そういった事前協議をしたうえで公聴会の手続きに入りまして，公聴会を終えた後に意

見集約をして，その後に建築審査会にかけさせていただくという流れでございます。 

【委員Ａ】 

  大体分かりましたけれども，もっと具体的に言うと，こういう物を造りたいと，許可
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を欲しいというのはまず何処へいくのですか。市長のところへいくのですか。 

【事務局】 

  市長です。 

【委員Ａ】 

  市長ですね。では，市長が許可をすればよいということですが，許可をするについて

は，一方で，今言われたように公聴会を開かなければならない，他方で，建築審査会の

同意がいるということですね。 

  それで，建築審査会の同意を得ると，特定行政庁つまり市長が許可を出せるという答

えになるわけですね。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  それで，今日は市長が許可を出すことについて，同意するかどうかをここで考えれば

いいわけですね。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  分かりました。 

  それで，委員Ｄからのご質問の一つは，今の説明の流れの中の公聴会がどうなったの

かということですね。 

【事務局】 

  まず，土地の公図を調べまして，敷地から１００メートルの範囲の地権者，それと，

土地の賃借者や貸借してみえる方，あと建物の所有者を法務局の方で登記簿をめくりま

して特定しております。 
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  それが，特に建物などは登記されていないと無いわけで，そういった方につきまして

は，公になっている住宅地図にて１００メートルの範囲を調べ，そちらに住んでみえる

方を調べまして郵送しております。 

  今回は，対象者は約１７０名位みえたかと思うのですが，まず一つとして郵送，あと

は公告を行っております。そちらは市の掲示板と，現地にも立て札をさせていただいた

のですが，こちらとこちらの二か所に，公告をコピーしたものをＡ３程度の大きさで看

板を作りまして，公聴会の開催ということで公告させていただいております。 

【委員Ａ】 

  公聴会の結果についてご報告いただけますか。 

【事務局】 

先ほどの公聴会ですが，８月１１日（水）午後２時より，鈴鹿市立稲生公民館にて開

催させていただきました。 

意見としては５点ほど出されまして，まず１点目は，敷地外駐車場の駐車台数の質問

でございました。これにつきまして，業者の方に３２台と回答していただいております。 

２点目でございますが，工事にあたっての大型車両の搬出入時間と夜間工事の有無の

質問でございました。これにつきましては，工事用大型車両の搬入については，昼間の

交通量の少ない時間帯に行う。それと，工事期間が冬季であることから，日没とともに

工事を終了するため，夜間工事は行わないとの回答でございました。 

３点目でございますが，食料品を取り扱うことで，売れ残った商品が腐ったりした場

合の周辺への異臭の影響及び既存店舗でのそのような取り扱いについて，質問がござい

ました。 

これにつきましては，ファーマーズマーケットは，基本的に新鮮な野菜を販売するも

のでありますので，朝出荷されたものは，その日の夕方までに引き上げるよう指導を行

い，また，引き取りに来られない分につきましては，バックヤードへ保管し，処理する
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といった回答でございました。 

また，既存店舗については，悪臭などの苦情も一切ないようでございます。 

４点目でございますが，敷地への入退場につきまして，左折のみの対応を看板などで

周知させるということですが，守られなかった場合の対応についての質問でございまし

た。 

これにつきましては，生産者は特定されるので周知徹底出来るのですが，顧客に対し

ては不特定となるので，徹底については困難な旨，説明がありました。 

５点目でございますが，生産者の搬入の時間についてでございました。前面歩道が通

学路にあたることから，事前に交通安全のルールの厳守や配慮を説明し，生産者に納得

をいただいたうえで搬入させる旨の回答でございました。 

以上でございます。 

【委員Ａ】 

  ありがとうございました。 

公聴会についての説明があったのですが，委員Ｄこれでよろしいでしょうか。 

【委員Ｄ】 

はい，公聴会については大体分かりました。 

【委員Ａ】 

  感じとしては，建物自体が出来ることについてではなくて，それに付随する建て方を

どうしてくれるのかというような，関連事項についてのご意見が多かったと受け取って

もよろしいですか。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  委員Ｄのご質問の第二ですが，理由と言われたのは，ＪＡがどういう理由でこういう
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場所に建てたいと言ってきたのかということでしょうか。それとも，特定行政庁である

市長が，これについて同意を求めるという時にどのような理由づけをしてきたのか，ど

ちらをお尋ねなのでしょうか。或いは，併せてお尋ねでしょうか。 

【委員Ｄ】 

  許可するには法律の要件があるのですが，良好な住環境を害するおそれがないと認め

るときはこの限りではないということですが，良好な住環境を害するおそれがないと判

断したその理由です。 

【委員Ａ】 

  ということは，特定行政庁である市長が，どういう理由でこれを審査会に挙げてきた

のかということですね。その点いかがですか。 

【事務局】 

  提案の中でもご説明させていただきましたが，敷地内の駐車場につきましては，出入

り口を幹線道路から一か所に絞って計画されておりまして，駐車台数についても３８台

ということと，北側で市民農園をされるということですが，こちらの方にも駐車場が３

２台ありまして，混雑するようならそちらの方も使われるとのことです。 

車は，中に全部入れるということですので，交通渋滞を引き起こすようなことはない

と考えております。 

  次に，第一種低層住居専用地域，第二種低層住居専用地域といいますと，北側隣地斜

線というものがあるのですが，それについてはクリアされていますし，建物を西側の隣

地境界線から２メートル，南側からは１.５メートル離しておりまして，鈴鹿市の都市計

画では１メートルの壁面後退制限はございませんけれども，それも一応クリアされてお

ります。 

また，北側は市民農園として使うわけですが，建物を南西に寄せておりますので，影

などを隣地に落とすような形になっておりませんので，そういったことで住環境を害す
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るおそれもないと考えております。 

  それから，建ぺい率と容積率についても，制限値に比べますと少ない数値になってお

りまして，敷地の中で余裕があり，隣地に対して空地がありますので通風などの面でも

配慮されており，住環境を害するおそれがないということで今回挙げさせていただいた

ところでございます。 

【委員Ａ】 

  はい，よろしいでしょうか。 

【委員Ｄ】 

  それともう一つ，騒音や営業時間についてはいかがでしょうか。 

【事務局】 

  営業時間については，ファーマーズマーケットという性格上，朝９時から夕方の６時

までで，今ある鈴鹿店などを見ましても，大体午前中に販売を終えておりまして夜は営

業しませんので，騒音や振動もしませんし，一般の店舗に比べると少し違うのかなと考

えております。 

【委員Ａ】 

  よろしいでしょうか。 

【委員Ｄ】 

はい。 

【委員Ａ】 

  それと今，事務局が説明されたところを聞きますと，一つには，緩衝地帯を隣接地   

に置いていることで，低層住宅に悪い影響が出ないようにしていると，そのうえ，建ぺ

い率と容積率も抑えたということで，なるべく良い住環境を壊さないように配慮したと

いうことですね。 

【事務局】 
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  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  ではこれで理由はよろしいでしょうか。 

【委員Ｄ】 

  事業活動の合理性もあるかと思いますが，建築基準法の制限への適合と，良好な環境

への配慮がされていることは理解できます。 

【委員Ａ】 

  おっしゃるとおり，住環境に悪い影響が及ぶのでしたら，許可できないし同意できな

いということになりますので，その辺りは一番大事な点なので慎重に検討しておかなけ

ればならないと思います。 

  他の委員さんはいかがですか。 

【委員Ｅ】 

  結構ですけれど。 

【委員Ａ】 

  そうですか。抑えるのはこれぐらいが限度かもしれませんね。あまりきつく抑えても 

 今度は事業として成り立たなくなりますので。 

  それと，こういう案件に同意をいたしますと，今後の問題に影響があると思いますの

で，それも考慮して考えるということだと思いますが，その辺りの影響はどうですか。 

【事務局】 

  今回は，ＪＡの方から申請があったわけですが，地域の営農組合の方も是非稲生の方

に造っていただきたいということがありましたので，特例許可として今回挙げさせてい

ただいたところで，一般の物販店舗の場合はお断りするのかなと考えております。 

  それと，今回の計画は先ほどご説明させていただいたように，住環境の配慮もされて

いますので許可申請させていただいたところであります。 
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【委員Ａ】 

  ということは，これが先例になって，ルーズにいつも同意をするというようなことで

あってはならないと思いますので，委員Ｄにもご意見いただきましたが，今後とも十分

考えて同意しなければならないということでよろしいでしょうか。 

【委員Ｄ】 

  本来は，第二種低層住居専用地域ですので，都市計画で用途地域を変えるということ

であればもちろんよいのですが，あまり例外的な扱いを右へ倣えでしてしまうとよろし

くないのではないかと思いますので，その辺りを慎重にしていただければいいのかなと

思います。 

【委員Ａ】 

  私も，委員Ｄがご指摘いただいたところはもっともだと思います。 

  本来は，色塗りを変えてからこういう案件が出てくるというのが筋かもしれません。

そうばかりも言っていられないと思いますので，市長の方から同意を求めるという形で

出てきたのだと思います。 

【委員Ｅ】 

  それに関連したことですが，平成８年に，第二種低層住居専用地域，第一種低層住居

専用地域にした時に，細い農道しかなくて市道は一切なかったのですが，道路上はよい

のですが，こちらの土地利用が道路がないため非常にしにくいわけですね。 

  だから，規制を強くしてなるべく沿道の建築を抑制しようという主旨から，今委員Ｄ

も言われましたが，同じようにこれを認めていったら道路際だけできて奥の土地ではで

きないということで，また今度見直して住居系にしても，簡単に建つようにはできない

と思います。 

  仮に十年前に，道路際から中へ入れるような道路をある程度場所を決めて，その土地

は道路用地として残す形の地区計画を立てた段階でないと，土地利用しやすいような用
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途にはなかなか変更しにくいのではないかと思います。 

  そういう意味で，これから同じようなことで認めていったら，今の第一種低層住居専

用地域の所の土地利用がしにくくなり，逆にそちらから苦情が出て問題が出るのではな

いかと思います。 

  そういうようなことで，今回だけのということであればよいのではないかなと思いま

す。 

【委員Ａ】 

  他にご意見があればお伺いしたいと思うのですが。 

【委員Ｃ】 

  結局，今回同意することの根拠は，ファーマーズマーケットが商業施設としても特殊

であり，公共性もあることと，農産物の直売などは道の駅などでもしており，町おこし

の意味もあるということですよね。そういうことで，一般店舗ではないわけですから商

業施設であっても公共性があるということで，例外的に認めるということですか。 

【委員Ａ】 

  委員Ｃ，それは少し違うと思います。 

  今回は，この地域の住環境にあまり大きな影響は出ないということがポイントだと思

います。 

  ですから，数字の上で言うと建ぺい率，容積率も抑え，周囲には緩衝地帯も置いたと

いうことになるかと思います。 

  それがなかったら，相当公共性の強いものは別ですが，公共性という面からいくと今

回は少し無理があると思います。 

【委員Ｃ】 

  結果的に言いたかったのは，これはファーマーズマーケットという施設であるから認

めたのであって，一般の商業施設であったらおそらく認められなかったであろうという



 

 17

ことですね。 

【委員Ａ】 

  そういう意図で説明をされたのではないと思います。 

【委員Ｄ】 

  あくまでもこれは，都市計画の視点からであって，ここでいう公益上やむを得ないと

いう相当なものがあればもちろん別ですが，今回は良好な環境に影響を及ぼさないとい

うことで例外的に許可を出すということであると思います。 

都市計画法上の，また用途地域上の影響をあまり及ぼさない，要するに，都市計画で

用途地域が幾つかあるけれども，工業専用地域や工業地域で認められるものをここへも

ってくるということでもなく，あくまでも直近の用途地域では，建築できる計画であり，

建ぺい率，容積率等に適合し，そして昼間だけで夜間の営業もなく，音もあまりしない

しというように環境上あまり影響がないと思われ，やむを得ないということで許可につ

いての審議ができるので，本件のただし書許可要件に合わない，農協等の人に着目して

というのは難しいと思います。 

  ですから，そういう意味で今後農協が建ったら，私も認めてくださいと来た時に困る

のではないかと思うので，その辺りは良好な環境を害さないという法令に則して対応さ

れるべきであると思います。 

【委員Ａ】 

  人的な要素が今回はほとんど考慮されていません。農協がやるからとかいうのではな

く，まずどのような建物が建つかが問題です。ただ，委員Ｃがおっしゃることを全面的

に否定するわけではありません。というのは，こういうものが出来れば，この地域に住

んでいる人が利便を受けることは間違いないと思われるからです。ですからそれも考慮

するべきです。 

 それから，無意識のうちにといえば語弊があるかもしれませんが，用途地域の色塗りは，
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この辺りは早く変えた方がよいであろうというのも，私共の気持ちの中には正直ないわけ

ではありません。 

 それから, 委員Ｅもおっしゃられたように，どうも色の塗り替えが後追いになっている

のですね。状況が変わってきたら塗り直す，委員Ｄもお考えになっているでしょうけれ

ど，これではよい街づくりはできないと思います。 

 まず，先に色の塗り替えをしてからの順番だと思います。 

【委員Ｅ】 

  それも考えものなのですが，大規模開発などはある程度規制を軽くしてもいいのです

が，担保もない段階で緩くすると，全体の土地利用を考えると奥のことも考えないとい

けませんので，やはり当時はこれでいいのかなということであったということです。 

  道路際でどんどん家が並んで，これが利用できない状況でも困るわけですね。今回の

公聴会で，地権者からそういうような指摘がないので，今回に限ってはいいのかなと思

います。 

  ただ，もし同じような内容で出てきた場合に，環境面や，周辺の住民の意見が出た場

合，難しいのかなと思いますけれど，入口の道路整備という条件付きで今後はしていけ

ば認めざるを得ないのかなという気がします。 

  その辺りで，ここの線引きというのは難しいと思うのですが。ですから，今回の見直

しで用途地域のランクを緩くするということは難しいと思います。 

【委員Ａ】 

 繰り返しますけれど，委員Ｄがおっしゃられたように，一つ一つポイントを押さえ  

て，こういう理由だから同意をするということをまずはっきりさせなければならないです

よね。 

【委員Ｅ】 

  確かに理解できますね。 
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【委員Ａ】 

  こういうものが出来ると，ＪＡならなぜ許可したのかということになると余計困るわ

けですよね。 

  委員Ｅのおっしゃられたことは大変難しいことだと思いますが，私は，将来展望を持

って早く色塗りをお願いしたいと思います。 

【事務局】 

  委員Ｅが言われますように，この道路を挟んで海側つまり東側については，未利用地

が非常に多くございます。西側につきましては，民間開発という視点からなのですが，

行政指導の中で既存の市道を拡幅して，かなりの面積の有効利用を図っていただいてき

ておるところでございます。 

 今回につきましても，ＪＡさんの北側の１.８メートルの市道を，最低限ですが一応  

４メートルに拡幅するといったところもございますので，後背地の土地利用を今後進めて

いくような形でございます。道路整備で市が直接的にやっていけるかというのは難しいと

ころがあるのですが，やはり今，土地開発の部分で稲生はかなり土地が動いております。        

そういった行政指導の中で，後背地の利用ができやすいような道路配置，道路計画を今後   

指導していきたいと考えております。 

【委員Ａ】 

  他にはいかがでしょうか。 

  これは，担当の方から聞いた雰囲気についての話ですが，地元の方はこういうものが

出来るので非常に喜んでみえるようです。 

【委員Ｃ】 

  委員Ｅのおっしゃることは，安易に色塗りを変えてしまって，道路際だけ利用されて

しまうと，奥の道路を整備する時に障害になるであろうと，したがって，整備が先にあ

って色塗りをするべきであるということですね。 
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【委員Ａ】 

  繰り返しになりますが，本筋からいけば，きちんと考えて色塗りを変えてからこうい

うものを認めるべきであると思いますが，委員Ｄそうではないですか。 

【委員Ｄ】 

  本例はあくまで例外許可ですから。 

  あくまでも用途地域で規制をして，あとは市場原理に基づいて経済活動がなされるわ

けで，そこでの建築に対する需要が高まれば，宅地造成を行い，建築行為がなされると

思いますので，その時に用途地域が引いてあれば，そういう用途地域に収まるというこ

とではないかなと思います。 

【委員Ａ】 

  その辺りは非常に難しくて，一方では，用途地域というのは，経済活動で浸食されそ

うな良い環境の土地を守ろうと思っていますものね。ですから，その兼ね合いは非常に難

しいと思っております。 

  お話をいただけていない方はいかがでしょう。何かあれば是非お願いします。 

【委員Ｆ】 

  ただし書きとしては，公共性と公益性，それと良好な住環境が保たれるからよろしい

という話ですか。これをきちんとできていたら許可しますということですか。 

【委員Ａ】 

  非常にお答えしにくいのですが，法律を作った方からいえば，抜け道も作っておかな

いといけないのかとも思いますが。 

【委員Ｆ】 

  同じような申請が出てきた時に，先ほどもありましたが，ＪＡさんだからいいのでは

ないかと言われないようにしておかないといけないと思いますので，それは，この辺り

の文言でクリアできるのかなと思いまして。 
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【委員Ａ】 

  そうですね。 

【委員Ｆ】 

  それこそ行政側の逃げ道としてですよ。他に出てきた時にどうなのかなと思いまして。 

【委員Ａ】 

  それは委員Ｄからも，なし崩しにならないようにというご意見をいただきましたが。 

【委員Ｆ】 

その辺りをきちんと書いておかないと，ある時はこの文言で許可されたのに，今回は

許可されないとかいうことが出てきた時に困るかなと思いまして。法律のことはよく分

かりませんけれど。 

【委員Ａ】 

  その点は心配ですから，必ず委員Ｄにご質問いただいたところと，それに対する事務

局の回答などを議事録に残します。 

  委員Ｆからせっかくご質問をいただいたので，少し私の方からこれまでの審査会が 

 どうであったかをお話しておきますと，用途地域の色塗りがもう変わりそうだという予

見をもって，こういうものに同意するという流れができそうな時もありました。 

  しかし，それではいけないということで，委員の方が努力していただいて，一つずつ

詰めていくという方法が取られるようになりました。 

 それでは，結論が出せるようであれば皆さんのご意向を明らかにしていただきたいと思

いますが，他にご発言はございませんか。 

【委員Ｇ】 

  住環境に関してですが，道路に面してというところで，先ほどから公聴会の中でも左

折のみということで右折は極力控えるということですが，特に今回の所は幹線道路を挟

んで公民館があるのですが，ちょうど入口が向かい合わせぐらいになるのですか。 
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【事務局】 

  公民館の入口は，脇に市道があるのですが，そちらの方から入るような形になってお

ります。それで，すぐ前に出入口があるような形にはなっておりません。 

【委員Ｇ】 

  多少入口はずれているということですね。公民館の方が少し南側ですか。 

【事務局】 

  南側になっております。公民館の方は，市道を使って少し入ってから曲がるような形

になっております。 

【委員Ｇ】 

  今は，公民館の方は左折だけということではなくて右折もできるのですね。 

【事務局】 

  はい。左折をできるだけしようというのは，ＪＡが委託契約している農家の方が，朝

の搬入を７時半から８時４０分位の間にするのですが，そういう方については，朝の通

勤時間でもあるし通学路にもなっているので，その時間は左折で入れるように指導する

ということは聞いております。 

【委員Ｂ】 

  この辺りは，公共の交通機関はバスか何か通っているのでしょうか。 

【事務局】 

  多分，サーキット道路沿いには，循環等のバスは走っていると思うのですが，こちら

へ入ってくる路線はないのかなと思うのですが。 

【委員Ｂ】 

  そうすると，来られる方はほとんど車でということですか。 

【事務局】 

  はい。 
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【事務局】 

  周囲が団地ですので，この辺りの方が，徒歩で利用されることが多くなると思うので

すが。 

【委員Ｂ】 

  公聴会に来られたのはその辺りの団地の方々ですか。周りを見ますとほとんど畑とか

なのですが。 

【事務局】 

  公聴会は，団地までは１００メートルの範囲にかからないもので。少しかかるぐらい

ですが。 

【委員Ｂ】 

  ではほとんど畑の持ち主の方ですね。 

【事務局】 

  はい，そうですね。 

  あと１００メートルの範囲の各自治会長さんもみえていましたが，南側の団地の自治

会長さんも含めて，事前に事業者さんの方で計画のご説明があり，こういうものを造っ

てよろしいですかということも含めてお話いただいている中で，少し交通のお話はあっ

たようですが，造るということに対しては，特に異論はないという話でした。 

【委員Ｂ】 

  この辺りの方々は，住環境に関しては特に問題ないということですね。 

【事務局】 

  はい，そうですね。 

【委員Ｃ】 

  左折の話が出ましたけれど，現状では，右折を禁止されてもあまり車は通らない道路

ですよね。それが繋がることで交通量が増えて，環境が変わるということが考えられる
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と思うのですが。 

【事務局】 

  現在，特に朝の通勤時間は，かなり渋滞を起こしている部分でありますので，その辺

りが搬入の時間帯と重なる関係もあって，搬入については，左折を中心にお願いしたい

というようにＪＡさんの方から各搬入業者の方へお願いするということで，周辺の方に

説明をさせていただいています。 

  特に８時迄ぐらいは，まっすぐ行って桜島の区画整理を抜けてかなり便利な道になっ

ていますので，サーキット道路との交差点との渋滞が少し出ているというのが現状でご

ざいます。それが，この辺りも含めて少し渋滞区間に入っています。ただ，８時を過ぎ

ますと，言われるようにかなり交通量は減ってまいります。大型車両が通るような道路

ではございませんので。その辺りをＪＡさんも心配されて，周辺には左折制約をかける

という形でご説明させていただいたと思います。 

【委員Ａ】 

  公聴会にみえていた方は，ここに買物に来そうな方が多かったですか。それともここ    

に商品を持ち込もうとする方が多かったですか。 

【事務局】 

  公聴会は，基本的には，周辺の自治会長さんと，２～３人の地権者の方，それと稲生

地区の農業委員会の会長さんもいらっしゃいました。特に買物に利用されそうな方はみ

えていないと思います。 

【委員Ａ】 

  大体ご意見は出尽くしたと考えてよろしいでしょうか。 

  それでは議案第 1 号につきまして，結論を出したいと思いますがご同意いただけます

か。 

【各委員】 



 

 25

  はい。 

【委員Ａ】 

  それでは全員一致でご同意いただいたということにしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

  あと報告案件について事務局よりお願いします。 

【事務局】 

事務局から包括の報告をさせていただきます。  

【委員Ａ】 

  その前にお手数ですけれど，報告案件の包括というのはどのようなしくみか簡単にお

話いただけませんか。 

【事務局】 

  敷地と道路との関係の包括ということで，建築基準法第４３条第１項のただし書きで

許可をさせていただいているのですが，基本的には，建築審査会の許可を得る必要があり

ます。 

ですが，この案件は，平成１１年１２月１日の建築審査会で承認をいただいておりまし

て，今回同じような内容の案件でございますので，あえて審査会にかけることなく，今後

このような案件が出たら包括基準として許可をしていってくださいということで，審査会

の報告という形をとらさせてもらっています。 

  他の二件も，同じく過去に建築審査会で許可をいただいた案件でございますので，今回

は報告ということでさせていただいています。 

【委員Ａ】 

  ということは，先ほどお話いただいたところと重複しますけれど，市長さんが許可を

出すのに同意をいただかないといけないということですが，実際同じような事例ばかり

出てくるわけですよね。ですから，あらかじめ同意するための基準を作っておいて，そ
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れにあてはまったら同意があったものとして処理していくと，こういうものが包括なの

ですね。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  ではその包括の適用条文がそれぞれありますが，今日はそれが四つに分かれますか。 

【事務局】 

  報告案件は四つです。 

  説明させていただいてよろしいですか。 

【委員Ａ】 

  はい。 

【事務局】 

まず，資料の２２ページですが，これは建築基準法第４３条第１項ただし書きで，敷

地と道路との関係の許可でございますので，これも包括基準に基づいて既に許可をさせ

ていただいている二件の案件でございます。 

  次に２３ページでございますが，この二件につきましては，まず日影規制に関して建

築基準法第５６条の２第１項ただし書きで，もう一方は，道路内建築に関して建築基準

法第４４条第１項第２号ただし書きにて，それぞれ包括同意に基づきまして許可をさせ

ていただいています。  

【委員Ａ】 

  ご質問があればお伺いしたいと思いますが。 

  簡単に敷地と道路との関係というのはどのようなものですか。これはホワイトボード

になりますか。 

【事務局】 



 

 27

  ならないです。 

【事務局】 

  口頭で申し訳ないのですが，幅員２.９８メートルの市道にどれだけ接するという部分

の説明をさせていただきます。包括の内容の説明です。 

【事務局】 

  まず資料２２ページの包括基準三－Ａという部分ですが，２５ページの裏面を見てい

ただきますと，三－Ａとしまして，「幅員２.７ｍ以上４ｍ未満の道路法上の道路（法第４

２条第２項道路は除く）に２ｍ以上有効に接するもの。」とあり，その条件が書いてあり

ます。 

【委員Ａ】 

  ここを誤解しているといけませんけれど，建物というのは一定の幅の道路にくっつい

ていないと建てられないと，けれどもその条件を満たさなくても一定の基準に該当すれ

ば，一括して同意しますよということですね。それでよろしいですか。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  というのは，一つ一つここで審査していたら時間もかかりますので，かえって市民の

方に迷惑がかかるかなと，基準を作っておいてそれで処理しましょうということだと言

っていいわけですね。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  二番目の日影規制の件はどうですか。 

【事務局】 
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  鈴鹿サーキットの敷地の中で，ゴーカートの乗場を造るという案件でございますが，

隣地への日影の影響が出なく，自分の所の敷地内だけで収まるということで，同じよう

なサーキット内の案件が， 平成２０年１０月２０日の審査会でご承認いただきましたの

で，今回同様に，また鈴鹿サーキットの敷地ということで，包括の許可をいただいたと

いうことです。 

【委員Ａ】 

  これも，隣地などに日影が出るようなら建物を建てさせないというのが原則ですけれ

ど，それを例外的に認める基準が作ってあるということですね。それで，その基準をみ

たせば許可を出すということになっていますので，この一件も許可を出してもらったと

考えていいわけですね。 

  それでは，はしょって私の方から最後まで言わせてもらいましょうか。 

  三番目は，道路内には物を造れないというのが原則なのですね。でも，一定の物だけ

は，建築基準法を満たせば造ってもいいとするということですね。これは確か駅前でし

たか。 

【事務局】 

  そうです。 

【委員Ａ】 

 これで能率的に処理をして，市民に迷惑をかけないようにしようということになって

おります。 

  足りないところがあれば補足してください。 

【事務局】 

  資料２６ページに，先ほど委員Ａがおっしゃった道路内建築についての包括同意の基

準が書いてあります。 

【委員Ａ】 
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  同意基準が挙がっているのですね。包括基準に少しでも引っかかるようなものがあれ

ば出してくださいということですね。これは典型的なものですものね。 

【事務局】 

  バス停留所で，そのものでしたもので挙げさせていただきました。 

【委員Ａ】 

  報告事項は以上ですか。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  再度ご質問があればお願いしたいのですが。 

  思ったよりは包括同意は少ないのですか。 

【事務局】 

  ２２ページの右下の方に表が作らせていただいてあるのですが，平成２０年，２１年

とその前の１８年は，第４３条ただし書きが大分あったのですが，今回の期間の間は２

件だけで，割に少なかったかなというイメージがあるのですが。 

【委員Ａ】 

  私もそのような感じがしますね。 

【事務局】 

  第４３条ただし書き以外はあまりなくて，第４３条ただし書きはコンスタントにある

のですが，それは今回は少ない方なのかなと思います。 

【委員Ａ】 

  段々市民の方に理解が得られて，明解に取扱いしてくださいというよりは全うにやりま

しょうというのが多くなったと考えてもいいですか。 

【事務局】 
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  基本的に包括ですので，住宅或いは農業倉庫に限っているのですが，副市長のお話では

着工件数が上がってきているということでしたが，景気の影響も反映して，まだそれほど

件数が上がってきていないのかなというところもありますけれど。 

【委員Ａ】 

  そちらの方ですか。 

  建築件数そのものが下火になったのですかね。 

【事務局】 

  そうですかね。そこの辺りはちょっとはっきり言えませんが。 

【委員Ａ】 

  報告案件については，ご質問がなければこれで終わりたいと思いますがよろしいです

か。 

【各委員】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  あと何か事務局からございますか。 

【事務局】 

  ありません。 

【委員Ａ】 

それではこれで，建築審査会を終了させていただきます。 

  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。 

  最後に，都市整備部長より御挨拶申し上げます。 

【事務局】 
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  長時間にわたり，御審議賜りありがとうございました。 

  年に一回程度の開催でございますけれど，今後また案件が出てくる度に，イレギュラ

ーではございますが開催させていただきますので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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


