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平成２２年度第２回鈴鹿市建築審査会会議録 

 

１． 開催日時 

    平成２３年２月７日（月）午後２時～午後４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，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， 

西野主幹，川村主幹，堀内副主幹，岸本主査 

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 

【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４３条第１項ただし書き許可（包括同意基準の改正）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】 
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  ただいまから，平成２２年度第２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。 

  委員の発言については，これまで通り氏名は伏せて，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。 

 それでは，これより審議に入りたいと思います。 

本日の審査会の予定でございますが，審議案件は，議案２件と法第４３条第１項ただ

し書き許可に関する包括同意基準（敷地と道路の関係）及び法第５６条の２第 1 項ただ

し書き許可に関する包括基準（日影の関係）に基づく許可の報告でございます。 

それでは，まず，議案第１号 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，事務局の説明を求めます。 

【事務局】 

それでは，議案第１号 法第４３条第１項ただし書き許可（敷地と道路の関係）につ

いて事務局よりご説明申し上げます。 

【事務局】 
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それではパワーポイントにてご説明させていただきます。 

       〔事務局提案説明〕 

（議案第１号） 

１．申請者 Ａ氏 

２．申請地 鈴鹿市 

３．用 途 専用住宅 

延べ面積 104.57㎡（今回申請分）既設 198.45㎡ 

       〔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】 

  建築基準法上の道路から繋がっている部分は適切に管理するとありますよね。 

  赤道の部分ですが，対面の私有地を購入して通路を造ったとするならば，なぜその赤

道の部分を払い下げ等で所有する形にしなかったのかなと思います。 

  そうすれば，自分の土地ですので問題なく管理できますよね。 

【事務局】 

  ただ今回の場合につきましては，公図の写しを見ていただきますと，実際ここから赤

道がずっと繋がっていて道路の機能が残っているということで，まだ個人さんには払い

下げできないということです。 

  それと，実際には下水道の本管も入っておりまして，そういった市の公共物が入って

いるものに対して個人さんには払い下げすることはできないということです。 

初めにご相談にあがった時に，赤道の払い下げについては提案させていただいたので

すが，建築行政とは違う部署で，個人さんには払い下げできるような赤道ではないとい
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う判断になっております。 

【委員Ｃ】 

 では，公式な道路ではないにしても，一応道として使われているということですね。 

【委員Ａ】 

  他にはよろしいでしょうか。 

【委員Ｅ】 

  以前に建築主事が許可を下ろしているわけですね。同じ条件で審査会を通さないとい

うのもおかしな話ですし。 

  幅員がないので市道としては認定できないですよね。これは，私有地を市に移管する

ということはできないのですか。 

【事務局】 

  今，委員Ｅが言われたのは，個人として持っている敷地の延長であった部分を，市の

道路としてもらったらどうかということであると思うのですが，市の道路部局では，赤

道を含めてでも４メートル以上の幅員がないものはその基準になっておりませんので，

現状のままでしか処理の仕様がないということです。 

【委員Ｅ】 

  道路部局としては，幅員がないと取らないということですが，土地だけを市有地にす

ることはできないのですか。 

【事務局】 

  それは，一応空地として見ようと思うと道路になるのですが，道路部局としては４メ

ートル以上幅員がないと市有地としてもらうことができないことになっております。 

【委員Ａ】 

  昔は尺貫法が違っておりましたので，二間というと３．６メートルというということ

で４メートルないわけですね。それを道路として，市がもらおうと思っても幅員が足り
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ないということですね。 

三間道路ならよかったのですね。そういうのはなかったとは思いますが，大体二間か

四間の幅員ですものね。 

委員Ｅが言われたように，前は，建築主事が許可したわけですよね。建築審査会の同

意がいるようになったのは何年からですか。 

【事務局】 

 平成１１年５月１日以降です。 

【委員Ａ】 

 そうすると，今までは特定行政庁だけで許可が出せたのが厳しくなったわけですね。 

【事務局】 

 厳しくなったというより，建築主事の負担を減らしたという解釈です。 

【委員Ａ】 

 そういう見方もできるのでしょうね。建築主事の責任でしていたことが，建築審査会

の同意がいるようになったので，建築審査会のお墨付きが出れば建築主事が判断しやす

くなるということですね。 

【事務局】 

 その時期に民間主事制度が出来たので，当然民間主事であるとこういった公共の赤道

の所は審査できないということで許可制になっていたと思います。 

【委員Ａ】 

 その点は事務局で何か補ってもらうことはありませんか。 

 それを市長許可の道路と言われたのですか。 

【事務局】 

 あくまでも空地ということですので，民間主事に空地の判断をというのは，やはり街

づくりの観点からそれを捕えるにあたると基本的に難しいであろうということで，特定
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行政庁が責任をもって平成１１年からさせていただいているということです。 

【委員Ａ】 

  建築審査会が一枚かんだことによって，建築主事の肩の荷が下りたということがいえ

るかもしれないですか。 

  今，事務局からいろいろ説明していただきましたが，この取扱いは，赤道を空地扱い

としようということですか，それとも道路扱いでいくのかどちらですか。 

【事務局】 

  現況図を見ていただきますと，これが新しい所なのですが，この紫の部分を空地扱い

します。 

【委員Ａ】 

  空地扱いですか。というと赤道を含んでいますけれど，赤道を道路としてではなくて，

空地として見るということですね。 

【事務局】 

  はい。併せて空地として見させていただいて，当然空地ですので，この部分の敷地面

積には算入しないということです。 

【委員Ｅ】 

  前回もそういう形で建築主事が許可しているわけですね。 

  建築主にしたら，もし許可されなければ，全く同じ所で審査会が通らなかったという

のもおかしな話ですよね。 

【委員Ａ】 

  赤道といいますけれど，道が付いているものですから道路なのか空地なのかはっきり

しないのですが，空地で見ていこうということですか。 

【事務局】 

  はい，そうです。 
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【事務局】 

  前回の建築確認は，その私有地の部分と，赤道を横断して敷地の延長ということで許

可を下ろしております。今回とは若干違うのですが。 

【委員Ａ】 

  ちょっと前回とは違いますね。 

【事務局】 

  今回，開発許可道路や位置指定道路等の４メートル以上の道路のことを建築基準法の

道路と呼んでいます。 

それ以外の道路は，４メートル未満の道路で４２条二項道路というのがありまして，

昔から家が立ち並んでいる道をそのように捕まえています。その幅は１．８メートル以

上という規定があるわけですが，この赤道については，立ち並びもございませんので，

そういった建築基準法上の道扱いはできないので，空地として許可していくことを考え

たわけでございます。 

【委員Ａ】 

  事務局にあえてお尋ねしますが，接道義務が課されている理由は何ですか。 

【事務局】 

  敷地の安全や防災上のことで接道義務があると考えております。 

【委員Ａ】 

火災が起きた時に，避難できないような敷地，或いは消防車が入れなかったり，ホー

ス等が入れにくいような敷地では困ると，そういうことから接道義務が課されていると

いうことですね。 

それは原則ですけれど，必ずしも接道していない土地の利用も促進していかなければ

いけないということで，空地でも接道義務が満たされているとみようというわけですか。 

【事務局】 
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  そういうことになります。 

【委員Ａ】 

  その空地の中に赤道が入っていてもいいということですか。 

【事務局】 

そういうことになります。 

【委員Ｅ】 

  この私有地というのは固定資産税を払っていくわけですね。 

【事務局】 

  雑種地になっているのでおそらく払っていると思います。 

【委員Ｅ】 

  私の檀家のお寺でもそういう問題がありまして，所有者の道路に使われているので市

の方へ無償譲渡したいということで，その道路上に今家が建っている所の車庫を壊して

無償譲渡するということなのですが，幅員は当然４メートルないので毎年自分の土地を

道路に使われているのに固定資産税を払っていかなければならないので，固定資産税の

免除申請をしています。 

  舗装もしていないですが，そういう場合は鈴鹿市の方では受け取ってもらえないので

しょうか。 

【事務局】 

  多分，個人名義であっても公衆用道路になったら非課税にはなると思うのですが。 

【委員Ｅ】 

  非課税ですが，分筆しておいて毎年免除申請をしていますもので，そのようなことも

あって全く同じ状況なので気の毒だなと思いまして。固定資産税を払うのもですが，毎

年その道路部分を免除してくださいというのも事務的に面倒なことだなと思ったもので。 

【事務局】 
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  ただ，敷地Ｃのように２メートルだけで接道している方はたくさんみえまして，他の

方については，他の宅地が有効に使えるということであまり寄附の話はないのですが，

敷地Ｃの方については，この部分だけは通路として何も建てることはできないし，通路

としてしか使えないので，市の方に寄附を取ってくれないかという事例はかなりたくさ

んあります。 

【委員Ｅ】 

  やっぱりあるわけですか。 

【事務局】 

  個人の敷地を何でもかんでも市でもらうわけにはいかないということで，こういう所

を新規でいただく分については，４メートルないといけないという基準は作ってありま

す。 

【委員Ｅ】 

  固定資産税が減って税収も減りますものね。 

【事務局】 

  はい。 

【事務局】 

  今のこの敷地Ｃの場合，土木総務課というところが寄附をうける部署になるのですが，

一定の基準を決めておりまして，今言っているように何でもかんでも市が取るとなると，

結局は市が管理するという責任がかかってきますので，個人の進入路に対して市が管理

していくかというと，その辺りの問題はあるかと思いますので，４メートル以上の道路

であってもケースバイケースであると思います。 

【委員Ｅ】 

  道路として管理するのも市として費用をもてないですものね。 

【事務局】 
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 そうです。いろいろな方が使われる道路であれば，当然市が受けて管理していく必要     

があると思いますけれど。 

【委員Ｅ】 

  当然自分のための道路ですから税金も払ってくださいよと，管理も自分でしてください

よということですね。 

【事務局】 

  場合によっては，今回の案件については一度調べてみないと分かりませんが，資産税

上も道路扱いしていないでしょうか。 

【事務局】 

  ご本人さんに聞かないとこちらの方では調べることができないもので。 

【委員Ｅ】 

  余分なことを言いましてすみません。 

【委員Ａ】 

  接道義務というのは，杓子定規で押し通そうとするのはいいのですが，どうしても例

外を設けないと不都合であるという場合がでてくるものですからこういうただし書きが

生まれてくるわけですけれど。 

これは，言ってみるとただし書きのただし書きということになるわけですね。でも，

こうしないと具体的な場合には妥当な解決はできないかもしれませんね。 

敷地Ｃについては，もう何も建てられませんよと言ったら土地が死んでしまいますも

のね。原則に対して例外をどこまで譲ればいいのですか。悩ましいところですね。 

  でも，今回は赤道を含めて考えれば，接道義務が課された指針には反しないというの

がご提案の理由だと思いますけれど。 

  消防車もこれで入れるのですか。 

【事務局】 
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  消防車は，幅員２．７メートル位と聞いておりまして，こちらは３．３メートルはあ

りますので，無理やり突っ込めば入ることは可能だと思いますが，入ったら脇を人が通

ったりすることはできないかもしれません。 

  ただ，白子地域は，半円１００～１５０メートル位で消火栓等の周囲の近隣整備がさ

れておりますが。 

【委員Ｅ】 

  ２メートルの道路ということは，消防にとっては敷地内に入らなくてもいい道という

意味ですよね。 

【事務局】 

  ３階建てになると，非常用進入口の関係がありまして，４メートルの幅員がないとい

けないという規定があるのですが，今回建て替えで住宅しか認めていない２階建てです

ので，その規定が及ぶものではありません。 

【委員Ｅ】 

  昔の消防道路は，２メートルを４メートルにするという整備事業がありましたね。 

【委員Ｄ】 

  そうすると今の話ですが，これはあくまでも予定建築物ということで，これが３階建

てになると許可を取り直しということになってくるのですか。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ｄ】 

  それともう一点，この配置図でこの距離はどれだけあるのですか。 

【事務局】 

２．２メートルです。元々の赤道が１．２７メートルですので，約３．５メートル位

の通路の幅にはなっております。 
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【委員Ｄ】 

 これで２．３８３メートルと書いてもらっていますね。 

【事務局】 

  斜辺で測っておりますので。 

【事務局】 

２．１８６メートルと書いてありますがこの部分です。 

【委員Ｄ】 

  これは平行なのですか。 

【事務局】 

  平行です。ここに書いてある寸法と同じ位の幅を対面の方からご購入されたと聞いて

おります。 

【委員Ｄ】 

  ということは，大体この２．１８６メートルという寸法で，２メートルあるというこ

とですね。 

【事務局】 

  はい，そうです。 

【委員Ｄ】 

  はい，わかりました。 

【委員Ｇ】 

  敷地Ｃですと，幅員が２メートルあればいいのですよね。先ほどの現況図でいきます

と，自分の所有の道路は２メートル以上あって，本当に問題なのは，ここにあった家が

施主として認めるかどうかだけのことですよね。 

【事務局】 

  実際の赤道の上を交差して横断する所についてはそちらがメインになると思います。 
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  実際，先ほど委員Ｃもおっしゃられたように，この部分だけ２メートル払い下げでき

れば，道に対して自分の土地で２メートル以上接続しているというふうに見なせます。 

【委員Ｇ】 

  委員Ｃが最初におっしゃった質問の中で，今の赤道は，道路としての機能は残ってい

るということですよね。 

【事務局】 

  残っています。 

【委員Ｇ】 

  そうすると，私は問題ないのかなとは思いますけれど。 

【事務局】 

  通り抜けできる機能を損なわないような形で，自分の敷地も含めて舗装して空地とな

っておりますので，そのように見て許可を下ろしていきたいということで，今回挙げさ

せていただいています。 

【委員Ａ】 

よろしいですか。 

【委員Ｇ】 

はい。 

【委員Ｃ】 

  たしか赤道の払い下げ等の場合には，関係者の同意のようなものが必要ですよね。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ｃ】 

  この場合はどうなのでしょうね。例えば上に宅地が二軒位ありますね。 

【事務局】 
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  ここは，上は宅地で下は畑のままです。こちらも宅地になっております。 

【委員Ｃ】 

  その方々の同意というのは。 

【事務局】 

  隣接者の同意は必要になってきますし，さらにもっと下の方の方まで必要になると聞

いております。 

【委員Ｃ】 

  払い下げではなくてこの場合に，許可を下ろすに関して，上の二軒の方のご意見のよ

うなものは聞く必要はないのでしょうか。 

【事務局】 

  これは聞いておりません。 

【事務局】 

この方もこの赤道を通って行くことが可能ですし，全ての方がこの赤道を使っている

ということで，権利関係については，特にこの方がこちらの方に対して何か権利を侵し

ているということはないと解釈しております。 

  それで，最後に許可条件といたしましては，先ほどご説明させていただいたとおり，

空地部分の避難に使われる所については，きちんと建築敷地と明確に区別して，砂利，

アスファルト等で通路上の舗装をしたうえで適切に維持管理し，日常的に通行可能な状

況にすることを条件として許可の方をさせていただきたいと思っております。 

【委員Ａ】 

  前の許可は，平成１１年５月の法改正がなされる以前に出ているのですね。 

【事務局】 

  一度，母屋の方が平成１０年に建築確認されております。 

【委員Ａ】 
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  それは審査会の同意は要らなかったのですね。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  それで，平成１１年５月をまたいで同じ敷地について今度出てきたわけですね。 

【事務局】 

はい，そうです。 

【委員Ａ】 

  仮にこれを駄目だというと，前はよかったではないかという気持ちになりますよね。 

【事務局】 

  ご本人は，なぜそのような建築審査会まで開かなければいけないかということもおっ

しゃってみえました。 

【委員Ａ】 

  そうであろうと思いますね。 

【事務局】 

  ご本人は，対面をわざわざ前の方に買いにいったということになっており，そこまで

して平成１０年に建築確認をしたので，ずっとこのままいけるものだと思ってみえまし

た。それで，許可申請を出されたのですが，建築審査会を開かなければいけないほど大

きなものなのかということでした。 

【委員Ａ】 

  鈴鹿市では法改正があったのですから知らないというわけにいきませんものね。 

【事務局】 

  個人のお家で赤道をまたいでいるということで，たしかに普通の木造二階建てなのに

どうしてこんなに手間暇かけているのですかというご質問に対しては，明確にお答えす
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ることはできませんでしたが法律ですのでというふうには言いました。 

【委員Ａ】 

  やはり法律でというように言われたのですね。 

  消防車の方は，車幅は一定のものなのですか。 

【事務局】 

２．７メートル位のものが主になっていると思います。前の包括の時に同じことを尋

ねられた時にもそのようにお答えさせてもらいました。車種によっては違うとは聞いて

いますが。 

【委員Ａ】 

  やはり違いますよね。鈴鹿市の場合は２．７メートルが多いのですか。 

【事務局】 

  消防団が持っているものが多いと聞きました。 

【委員Ｅ】 

  車の横で作業しないといけないから，幅員が４メートル以上ないと作業できませんか

らね。 

【委員Ａ】 

  先ほどの地形からすると，奥まで入ってしまえば帰ってくる道がありますから大丈夫

ですよね。入るまでが大変ですよね。 

  先ほどの話の言葉尻をとるわけではないのですが，赤道をまたいだ向かい側の土地を

確保していますね。それを舗装して，空地として維持するように言ってあるというお話

でしたけれど。 

【事務局】 

今回の方は，既にそのような現場になっておりますので。もし，新たに類似事例があ

った時には，アスファルト舗装は無理かもしれないですが砂利敷き舗装まではしていた
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だくということです。 

【委員Ａ】 

というのは，空地だということで同意したのに，その部分が事実上ふさがれてしまう

とこちらとしては非常に困るわけですよね。その心配はないわけですか。 

【事務局】 

  建てられる方の同居されているお父さんが持っている土地なので，この道路について

他人が何かされるというようなことはなく，通路としてきちんと確保はできると思いま

す。 

  今回，平成１０年に建築確認が下りてから１３年経っているのですが，通路としての

機能についてはそのまま保持されているので問題はないと思います。 

【委員Ｅ】 

  前回，分筆，境界確定して登記はもう変えているわけですよね。 

【事務局】 

  はい，変えています。 

  今，本宅の建っている所の所有者はお父さんなのですが，その方と向かい側の土地は

今現在同じ名義になっているということで，今回申請者の方はその息子さんで，お父さ

んやお母さんと一緒に住んで面倒をみたいので，ここへ建てたいということで申請が上

がってきております。 

【委員Ｅ】 

  そうやって分ける場合，道路として使う場合は，分筆，境界確定して登記をきちんと

しておくとより安心なのですが。 

【事務局】 

  これも分筆されています。こういう形で。 

【委員Ｅ】 
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  境界杭もきちんと打ってあるわけですね。 

【事務局】 

  はい。現場も先ほど見ていただいたように舗装してあり道路状になっています。 

【委員Ｅ】 

  前回の，建築主事による条件は取れているでしょうけれど。 

【事務局】 

  平成１０年に建築確認を担当させていただいたのは，私が主事をしておる時でして，

記憶に残っている物件でございます。 

  平成９年当時からご相談がありまして，対面の土地を購入したいというご希望のもと

で，それが購入できたということで，主事としてただし書きの運用をさせていただいた

ところでございます。 

  その当時からほとんど現況は変わっておりませんので，今後も多分こういった形で維

持していけると思います。 

【委員Ａ】 

  要するに，必要な空地はこれで確保されているということでご提案いただいたのだと

思いますがいかがいたしましょう。同意をいたしますか。 

【各委員】 

  同意します。 

【委員Ａ】 

  よろしいですか。 

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。ありがとうございました。 

続きまして，議案第２号について事務局の説明を求めます。 

【事務局】 
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それでは，議案第２号 法第４３条第１項ただし書き許可 包括同意の基準の改正に

ついて，引き続き事務局よりご説明申し上げます。 

【事務局】 

  引き続きパワーポイントにて説明させていただきます。 

      〔事務局提案説明〕 

（議案第２号） 

  建築基準法第４３条第１項ただし書き許可 包括同意基準の改正  

〔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した。この部分について包括基準を加えるということでいいです

か。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  今までここまでの細かな詰めはなかったけれど，こういう案件があるのでこれも包括

で通してほしいということですね。 

【事務局】 

  はい。ただ，何でもというわけでなく個人さんの住宅に限ります。 

【委員Ａ】 

  文言にはそこまでは出ておりませんが，個人の住宅であることと既に建物が建ってい

るということですね。 

【事務局】 

  もしくは過去に建物が建っていた敷地です。 

【委員Ａ】 
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  現在は空地であっても過去に建っていた敷地でもいいわけですか。 

【事務局】 

  過去に家が建っていた所で競売物件になっている場合，老朽化しているのでいったん

壊して更地になったら，今の包括基準というのは建っている敷地の建て替えということ

になるので，更地で買われた方は新築になってしまいます。それで，今までどういう指

導をしてきたかというと，古いまま買いなさいと，それで買われた方が壊して建て替え

るのであれば基準に合うと言っています。 

  ただ，現場に行くと老朽化した建物もあるし，そのまま言うのもおかしな指導になる

かなという物件もあるので，昔から地目が宅地になって建っていたような所については， 

 買われた方が建てるにしても，接道の許可は包括の方に入れていただけないかというこ

とです。 

【委員Ａ】 

  今の説明では，最初の案件の時に確認しましたが，赤道は空地扱いでいくということ

ですね。 

【事務局】 

  はい。ですので，この部分については建築確認申請を出す時の敷地面積には含めませ

ん。 

  一番始めに委員Ｃからご指摘があったように，用途廃止が可能な所については極力 

 そちらの方で進めるのですが，どうしても用途廃止ができない所については，その場合

は家が建てられないのかということがありますので，そういった部分については許可で

拾っていくしかないのかなということです。 

【委員Ａ】 

  いかがでしょうか。説明はご納得いただけましたか。 

【委員Ｂ】 
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  提案理由の所で，「衛生上支障がない」というのはどういうことでしょうか。 

【委員Ａ】 

  私が代わって答えますが，通風の問題等があがっていますね。 

【委員Ｂ】 

 はい。ありがとうございました。 

【委員Ａ】 

 おわかりいただけましたでしょうか。あえて付け加えますと，いわゆる圧迫感といい

ますか，通路は精神的な面でリラックスできる大事な空間だともいわれるわけですね。 

 私が先走って答えてしまいましたけれど。 

  見通しとしてはたくさん出てきそうですか。 

【事務局】 

  過去の事例と一緒で，年に一～二件は必ずご相談があります。 

【委員Ａ】 

  そうですか。そういうことで，包括基準でお認めいただければ申請する方にとっても

助かるわけですね。処理が遅れないですから。 

【事務局】 

  はい。特殊な建物については，審査会を開いて待ってくださいということは可能であ

ると思いますが，個人さんの木造二階建てのようなお家ですと，メーカーや工務店の仕事

で早く建てたいという切羽詰まった事情で私共に相談にみえますので，包括基準として迅

速な対応をさせていただきたいと思っております。 

 補足ですが，平成１７年までは県職員が今まで大蔵財産であった赤道について境界立会

していたのですが，それ以降は，市の土木総務課で全て立会して赤道を管理していますし，

こういった物件の事前相談があった時には，建築指導課の職員も境界立会に参加させてい

ただいて，現地の状況や，なぜ赤道またぎなので建てられないかということは説明させて
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いただいております。 

【委員Ａ】 

 余談になりますけれど，赤道も早くなくさないといけないのでしょうね。なかなか進ま

ないのでしょうが。勝手に取り込んでいるものがたくさんあるのですよ。 

【事務局】 

  はい。ただ，今の世代の方が取りこんでいるのではなくて，それは多分おじいさん，

曾おじいさんの代の話で，それを今建てられる方に先代の方が取り込んでいると言いま

しても，申請者の方はじゃあどうしたらいいですか，何でもしますというふうには答え

てはいただけますが。 

  始めの方にも説明させていただいたのですが，赤道は，明治初期に一斉に整理したと

いうことで，担当者によっても，きちんと納まって現況とあまり変わっていない所があ

るかと思えば，鈴鹿でも繁華街や漁村などに行くと，納まっている公図と全然違うよう

な所に人の土地がある所もかなり見られますので，なかなか赤道の問題は整理していく

のは難しいと思います。 

【委員Ａ】 

  難しいでしょうね。赤道も大変な財産なのですけれどね。 

  せっかくの機会ですから，何かご意見，疑問な点がありましたらどうぞ。 

【委員Ｂ】 

事例概略図の⑥，⑦はどういうふうに管理されているのかと思いまして。特に⑦は，

赤道が間を通っているわけですよね。 

【事務局】 

  実際，現場は前を通っていただくと赤道を取りこんでいるということは全く分からな

くて，こういう所を個人さんが更地にして実際にここに車を停められたりとかいうこと

はあると思うのですが，あまり建物が建っていたりすることはないですね。普通に道路
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として通れるようにはしてあります。 

【委員Ａ】 

  正直言うと，建築確認を受ける時に赤道が問題になるくらいで，普通に生活している

分には誰も意識しないのではないのですか。 

【事務局】 

  はい。 

【委員Ａ】 

今回の案件の赤道でも人があまり通るわけでもないでしょうしね。 

【事務局】 

  ほとんど裏の方が，何か作業されたりする時にたまに通られるだけで，車もあまり通

れない草が生えているような地道は誰も通らないと思います。 

【委員Ａ】 

  そうですね。 

【委員Ｄ】 

  資料２１ページの，包括同意の基準の三．Ｃ－（１）の表現についてですが，「建築基

準法上の道路と敷地との間を」の次に接続する部分はどこになるのですか。「間を」が「接

続する場合で，」に続くのですか。少し表現が分かりにくいような気がするのですが。 

【事務局】 

  間にあるのが，里道である場合とかですね。 

【委員Ｄ】 

  間に「～が介在する場合で」とかそういうことですか。 

【事務局】 

  そうですね。建築基準法上の道路と敷地との間に，里道がある場合，畦畔がある場合，

それから公的機関が所有する公衆用道路がある場合，この三つと，自己所有地が接続す
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る場合ということです。 

【委員Ｄ】 

  そうですね。ですので，その「接続する」という表現が少し解りにくいので，「介在す

る場合」などというふうにならないのでしょうか。 

【事務局】 

  それか上の点線で囲ってある所と同じような文面にさせていただいた方が解りやすい

でしょうか。 

【委員Ｄ】 

  その方が解りやすくないでしょうか。 

【事務局】 

  そうですね。では，上の部分と同じように，「建築基準法上の道路と敷地が主として」

と。 

【委員Ｄ】 

「主として」ですか。 

【事務局】 

  上と同じにすると後半の繋ぎがおかしくなりますね。 

【事務局】 

「建築基準法上の道路と敷地との間を」というところを，「建築基準法上の道路と敷地    

が」というふうに，それと「自己所有地が接続する場合で，」というところを，「自己所有

地により接続する場合で，」というように変えさせていただきたいと思いますけれど。 

「建築基準法上の道路と敷地が里道，畦畔，公的機関所有の公衆用道路，又はこれらの

ものと自己所有地により接続する場合で，」というふうにさせていただきます。 

【委員Ｄ】 

  そうですね。 
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【委員Ａ】 

  「により～」でいいですか。 

【事務局】 

  はい。もう一度繰り返させていただきます。 

  三．Ｃ－（１） 

「建築基準法上の道路と敷地が里道，畦畔，公的機関所有の公衆用道路，又はこれらのも

のと自己所有地により接続する場合で，当該里道等の管理者と協議の上，支障がないと認

められるもの。」 

【委員Ａ】 

  それでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

  はい。ではそのように修正させていただきます。 

【委員Ａ】 

  いろいろなケースがあって上手く整理できないところがあるのですが。 

  ご意見は大体出尽くしたようですけれど，ご同意いただけますか。 

【各委員】 

  はい。 

【委員Ａ】 

  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。ありがとうございました。 

  続きまして，報告案件についてお願いします。 

【事務局】 

  それでは，続きまして，敷地と道路の関係の包括許可及び日影に関する包括許可の報

告について，事務局より説明させていただきます。 
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      〔事務局包括許可報告説明〕 

（報告事項） 

  敷地と道路との関係の包括許可の報告【２件】 

  日影規制に係る包括許可の報告【２件】 

【委員Ａ】 

添付されている資料を見ればいいわけですね。 

【事務局】 

はい，そうです。上の方の敷地等と道路の包括基準については，個人さんの申請です

ので，申請者Ａ，Ｂという形で，氏名と申請地の方を伏せさせていただいておりまして，

両方とも個人の住宅でございます。 

それと，下の日影規制については，鈴鹿サーキットの敷地ですので氏名の方は載せさ

せていただいています。 

鈴鹿サーキットの敷地で，日影許可を受けた敷地の中で，危険物の貯蔵庫と倉庫の増

築ということです。 

【委員Ａ】 

  何かご質問がございましたらお願いしたいと思います。 

  今日また包括基準をあらたに付け加えていただくと思いますが，今後の見通しはこれ

に二～三件付け加わるぐらいですか。 

【事務局】 

  それぐらいだと思います。予測をたてるのは少し難しいですが。 

【委員Ａ】 

  この件についてご異存はございませんか。 

  それではこれで議案審議につきましては終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

これをもちまして，平成２２年度第２回建築審査会を終了いたします。 
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  委員の皆様長時間にわたりご苦労様でした。 

【事務局】 

  ご審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


