
様式第２号(第７条関係) 

会議の開催結果 

１ 会議の名称 令和４年度第３回さいたま市建築審査会 

２ 会議の開催日時 
令和４年８月２６日（金曜日） 

９時３０分 から１１時００分まで 

３ 会議の開催場所 さいたま市役所 議会棟２階 第７委員会室 

４ 出席者名 

馬橋隆紀会長、大塚嘉一委員、能見正委員、伊

藤史子委員、篠原厚子委員、 

遠藤博久委員 （６名） 

５ 欠席者名 吉沢浩之委員 

６ 議題及び公開又は非公開

の別 
別紙による 

７ 非公開の理由 
さいたま市建築審査会運営規程第５条第１号に

該当するため 

８ 傍聴者の数 ０人 

９ 審議した内容 別紙による 

10 問合せ先 
建設局 建築部 建築総務課 管理係 

電話番号 ０４８－８２９－１５３８ 

11 その他 

さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要

綱第８条第２項ただし書の規定により、議事概

要を公表します 



別 紙

１ 議題 

(1) 第１０号議案 

法第５６条の２第１項ただし書の規定による許可申請に対する同意 

(2) 第１１号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(3) 第１２号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(4) 第１３号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(5) 第１４号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(6) 第１５号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(7) 第１６号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(8) 第１７号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(9) 第１８号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可の報告 

(10) 第１９号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可の報告 

（次頁あり） 



２ 審議の結果 

第１０号議案から第１７号議案        同  意 

第１８号議案、第１９号議案         了  承 

３ 公開・非公開の別 

公開  ： 第１０号議案 

非公開 ： 第１１号議案から第１９号議案    

 （さいたま市建築審査会運営規程第５条第１号に該当するため） 

                以 上       



建築審査会要旨 

会 議 名 令和４年度第３回さいたま市建築審査会 

開催日時
令和４年８月２６日（金） 

９：３０～１１：００  

開催場所 さいたま市役所 議会棟２階 第７委員会室 

出席委員

馬 橋 隆 紀 

大 塚 嘉 一 

能 見  正 

伊 藤 史 子 

篠 原 厚 子 

遠 藤 博 久 



１ 案 件 

(1) 第１０号議案 

法第５６条の２第１項ただし書の規定による許可申請に対する同意 

(2) 第１１号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(3) 第１２号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(4) 第１３号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(5) 第１４号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(6) 第１５号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(7) 第１６号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(8) 第１７号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可申請に対する同意 

(9) 第１８号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可の報告 

(10) 第１９号議案 

法第４３条第２項第２号の規定による許可の報告 

２ 公開・非公開の別 

公開  ： 第１０号議案 

非公開 ： 第１１号議案から第１９号議案    

 （さいたま市建築審査会運営規程第５条第１号に該当するため） 

３ 傍聴人の数 

０ 人 



４ 議事録の署名について 

・大塚委員及び遠藤委員に決定              

（次項あり）



５ 審議内容 

（1）第１０号議案 

建築審査会  都市計画審議会の手続き状況は。 

特定行政庁  ８月１８日に委員会が開催され、特段の指摘はなかったと聞いている。 

建築審査会  配置図について、駐車場位置と別の場所に車の表記があるが不適当では。 

特定行政庁  確認の上、図面の修正等の対応を行う。 

建築審査会  今回解体する既存建物は既存不適格の状態だったのか。 

特定行政庁  既存建物は既存不適格建築物ではない。 

審査結果  同意 

（2）第１１号議案 

建築審査会  隅切りの表記が通路と異なる表現となっている理由は。 

特定行政庁  現況隅切り状に整備されているものの、協定の締結されている範囲ではな

いため表現を変えている。 

建築審査会  隅切りの寸法は位置指定道路の基準に適合しているのか。 

特定行政庁  適合している。今後他の越境部分が解消すれば位置指定道路化の可能性も

あるものと考えている。 

建築審査会  過去の許可時における不承諾者の取扱いは。 

特定行政庁  許可当初の取扱い経緯は不明確な状況だが、所有者の状況は変更ないため、

今回と同様の判断を行ったものと思われる。 

建築審査会  不承諾者以外の持分は誰が所有しているのか。 

特定行政庁  通路沿線の４者が所有している状況。 

審査結果  同意 

（3）第１２、１３号議案 

建築審査会  通路部分の土地の地番は。 



特定行政庁  400 番 8と市道部分は無地番の土地となっている。 

建築審査会  400 番 8の土地所有者は。 

特定行政庁  本件申請者が所有している。 

建築審査会  承諾書の対象は家屋のみの承諾か。 

特定行政庁  土地も含めて承諾をいただいている。 

建築審査会  市の土地の取扱いはどのようなものか。 

特定行政庁  道路法上の道路であるが、幅員が４ｍに満たないため建築基準法の道路で

はないもの。 

建築審査会  道路法の道路を通路に含めることは支障ないのか。 

特定行政庁  支障ない。 

建築審査会  同一の申請者が２棟申請しているが、貸家として利用されることとなるの

か。 

特定行政庁  そのとおり。既存家屋も貸家として利用されていた。 

審査結果  同意 

（4）第１４号議案 

建築審査会  路地状の通路部分を申請者のみが使用することの担保性はどのように確

認しているのか。 

特定行政庁  土地は１名が所有者であること。隣地の建築確認を確認し、本件敷地を含

まない形状となっていること。また、土地利用形態上も塀等で明確に区分

された計画となっていることなどをもって、占用利用されるものとして判

断している。 

建築審査会  過去に共有通路を路地状敷地として許可した案件について、審査請求の申

請があった事例もある。路地状通路の案件については、占用性の確認が重

要となる。 

特定行政庁  土地の所有状況や、計画地周辺に無接道の敷地がないかなどの観点から確

認をすることになると考える。 



建築審査会  確認検査機関の一般的な運用として、路地状部分を杭等で明確にしている

かどうかの確認もしている状況。 

建築審査会  同一の条文の運用として、４ｍの幅員確保を要件とする一方で、路地状通

路とすることで１．５ｍの幅員確保で足りるという差が生じることとなる

ため、実態の土地利用状況も含めて確認する必要があるのではないか。 

特定行政庁  申請図書において当該敷地の形状が明確にされているものと考えており、

特段の疑義がない限り塀等で明確に区分することまでは求めていない。 

建築審査会  敷地の二重使用を避けるため、建築敷地の記録を残している自治体もある。 

建築審査会  申請主義、書面主義が原則ではあるが、協定通路に関しては現地調査を実

施して寸法確認を行っていることとの整合も必要ではないか。今後の運用

にあたり検討が必要と考える。 

審査結果  同意 

（5）第１５号議案 

建築審査会  路地状敷地部分の塀を新設後の内法の有効寸法は。 

特定行政庁  図面中かっこ書きで記載のとおり 1.66 メートルが有効寸法として確保さ

れる計画。 

審査結果  同意 

（6）第１６号議案 

建築審査会  前回の許可時から申請者の変更はあるのか。 

特定行政庁  申請者が変更し、計画内容も変更となったことから再度許可が必要となる

もの。 

建築審査会  前回許可した計画は建築確認済証が交付されているのか。 

特定行政庁  確認申請の手続きは行っていない。前回許可の案件に対しては、工事取り

止め届が提出されている。 



審査結果  同意 

（7）第１７号議案 

建築審査会  令和３年の許可申請時から通路の関係権利者に変更はあるのか。 

特定行政庁  変更ない。 

建築審査会  未承諾の土地所有者は通路沿線の土地を所有しているのか。 

特定行政庁  していない。 

審査結果  同意 

（8）第１８号議案 

審査結果  了承 

（9）第１９号議案 

建築審査会  南側通路沿線建物について、位置指定道路にも接道している状況だが、平

成 21 年に許可をしているのか。 

特定行政庁  現在は位置指定道路に接道しているが、許可時には位置指定道路が未築造

だったため許可を行っている。 

審査結果  了承 

以上 


