
 

 

第４４回 宝塚市開発審査会議事録 

 

   日  時   平成２６年２月１２日（水曜日）９時３０分から１０時４０分 
   場  所   宝塚市庁舎 ３-３会議室 
   出  席   石井 昇  会長 牧野 香映 委員 岡 絵理子 委員 徳尾野 徹 委員 
   幹  事   樋口 宅地建物審査課長 西本 都市計画課長 柴  農政課長（代理出席 津下 農政課係長） 
   事 務 局   山下 都市整備室長          塚本 宅地建物審査課副課長          山門 宅地建物審査課係長          一宮 宅地建物審査課係長          池田 宅地建物審査課職員 
     
 

 

 

 

 

 

 



（幹 事）  予定の時刻がまいりましたので、ただいまから第４４回開発審査会を 開催させていただきます。先生方におかれましては、日ごろよりお忙し い中、本日の会議のご出席をたまわり、誠にありがとうございます。 事務局でございますが、大西部長は市議会の本会議でありますので、欠 席させていただいています。申し訳ございません。本日の出席委員でご ざいますが、林委員からご欠席の連絡が入っています。４名の委員の ご出席をいただいていますので、開発審査会条例第６条第２項の規定に より２名以上の委員の出席がございますので、会議を開くことが出来ま す。宜しくお願い致します。本日の署名委員は、名簿順で石井会長と徳 尾野委員にお願い致します。 本日の議題は、「従前建築許可を受けた敷地を拡大し、拡大した敷地に 離れを建築する計画」でございます。この件は、提案基準２に準ずるも のですが、敷地面積が５００㎡を超えるため基準に合致いたしません。 そこで、前回の事前審査においてご説明させていただいたものです。本 日は本審査となります。よろしくお願い致します。       担当よりご説明致します。 
 （事務局）   第１号議案、本議案は許可基準の提案基準 2「区域区分日以後建築された住宅からの世帯分離のための住宅」に該当する事案となります。お手元の「開発許可制度の手引き」に付箋をつけているところです。 それでは調書を読ませていただきます。  調書第１号議案。 ●申請者   住  所：●●●●●●●●●●●●●●       氏  名：●●●●● 

       住  所：●●●●●●●●●●●●●●●●●●       氏  名：●●●●●●、●●●●● 
 ●開発区域に含まれる地域の名称       宝塚市●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●                 ●●●●●●● ●敷地面積  536.03㎡    



●土地の地目 農地  303.95㎡        宅地  185.82㎡        その他 46.26㎡ ●建築物の用途 戸建て住宅 ●建築工事の種類 増築（棟別離れ新築） ●建築面積 既存住宅含み 156.24㎡         棟別離れ 57.29㎡ ●建築延面積 既存住宅含み 199.50㎡         棟別離れ 100.55㎡ ●建築物の構造 既存住宅 木造平屋建て         棟別離れ 木造2階建て ●特記事項 既設建物（住宅）の建築許可（平成8年10月2日第8-9号）             区域区分前から継続して存する本家に同居していた者の       分家住宅。        許可内容 申請者  ●●●●●            敷地面積 259.73㎡            建築用途 専用住宅 ●周囲の状況   計画位置は、県道（下佐曽利笹尾線）から東に約200ｍ入ったとこ ろで、その隣接地には本家から分家をした親が居住する住宅と祖父が 居住する本家が建っている。その位置はJR宝塚線武田尾駅から北に 約9kmに位置し、周囲は「田」、「山林」及び「住宅」です。        ●調査意見  当案件は、提案基準2に準ずる内容となりますが計画敷地面積が50 0㎡を超えることから前回の開発審査会において事前審査を受けて了 承をいただいています。 申請者 ●●●●●が従前に建築許可を受けて建築された敷地を拡 大し、その子（申請者の●●●●●●、●●●●●）が棟別離れを建 築する計画です。計画予定敷地は、建築許可を受けた敷地259.73㎡と 棟別離れを建築する敷地（拡大する敷地）を含め536.03㎡です。申請 者の●●●●●●、●●●●●は、以前に親と居住していたこの地に 現在本家で居住する高齢の祖父の介護及び病気の親の面倒を見る為 に市街化区域からUターンし定住するものです。計画敷地面積が500 ㎡を超えますが、敷地には通路や法面が含まれており市街化を促進す るものではなく且つ、市街化区域内において暮らすことが困難又は不 適当と認められるため事情やむを得ないと思われます。 



       ●該当条文  都市計画法第43条第1項、同施行令第36条第1項に該当します。                 次にお手元の資料について説明致します。        調書の次にリストを添付しています。リスト順に説明致します。 ① 図面は、位置図となります。図面の一番上が申請地になります。図 面の一番下にJR武田尾駅。駅から北へ約9kmの位置。途中には市立西谷サービスセンターや市立西谷小学校や中学校があります。申請地の 北側が三田方面になります。 ② 図面は、付近見取図となります。申請地は県道 下佐曽利笹尾線か ら東へ200mほど入ったところにあります。図面では申請地を中心に半径500mの範囲で既存建物の状況を色分けしています。黄色は住宅、青色は工場を示しています。申請地周辺は住宅が点在しており、農地が広がっています。 ③ 図面は、申請者の●●家、●家の家系図となります。本家にお住ま いの●●●●様のお子様が●●●●●様です。●●●●●様のお子様が●●●●●様。その旦那様が●●●●●●様となります。今回の申請者は●●●●●様、●●●●●様、●●●●●●様です。●●●●様の直系の親族となります。 ④ 図面が現況図となります。ピンク色で示している部分が平成８年に ●●●●●様が建築許可を受けた敷地となります。建物は木造平屋建てです。この図面の東側（図面の上側）に本家の建物と本家離れが建っています。現在、●●●●様がお住まいになっています。従前に建築許可を受けた敷地面積は259.73㎡です。建物の平面図が⑩の図面になります。 ⑤ 図面が配置図となります。朱線で囲った部分が今回の申請地です。 敷地面積は536.03㎡です。従前建築許可を受けた建物の左側に、今回の申請建物を計画しています。 ⑥ 図面が排水計画図となります。離れの排水の計画を示しています。 新たな浄化槽を設けられて、排水は既存の本家、分家と同じく敷地内の 排水溝に流され、南側の市道に沿って既存の配水管に流れます。 ⑦ 図面は計画離れの計画平面図となります。1階の床面積が54.56㎡、 
2階の床面積が45.99㎡、合計100.55㎡の延床面積になります。 ⑧ 図面が立面図となります。屋根はスレート葺きで、外壁は防火サイ ディング張りとなっています。計画敷地の既存建物と概ね同様の仕様と なっています。 



⑨ 現況写真の位置図となります。写真①は、前面道路（私道）の西方 向から東方向を見た写真です。写真②は、反対に前面道路（私道）の東方向から西方向を見た写真です。写真③は、専用通路から計画地方向を見た写真です。平成8年に許可を得られ建てられた●●●●●様の住宅があり、その東側に本家の建物があります。写真④は、専用通路を進んできまして、専用通路から前面道路（私道）を見た写真です。右側に本家の建物、左側に建築許可を受けた建物となります。写真⑤は、南方向から許可を受けた建物を見た写真です。このビニールハウスがある所に今回申請の棟別離れを建てる計画です。写真⑥は、先程の位置（写真⑤）から西側の状況の写真です。写真⑦、写真⑧は、敷地の南西端から東方向を見た写真です。 ⑩ 図面が先程説明しました既存建物の平面図です。 ⑪ 図面が事前審査でご指示がありました申請地の道路状況が分かる資 料です。申請地をピンク色で示しています。今回接道するのは申請地北側の市道1577号線。これは県道から分かれて入ってきます。その途中 市道2186号線との間が私道となっています。この道路は建築基準法上の道路です。申請地の南東側に市道1580号線と市道1577号線があり途中で繋がっています。この道路は建築基準法上の道路ではありません。黄色の部分は里道です。現況写真では不明ですが境界協定によって里道が通っているとのことです。建築基準法上の道路は北側のみとなります。 調書の説明を以上で終わらせていただきます。 引き続きまして提案基準２「区域区分日以後建築された住宅からの世帯 分離のための住宅」について説明させていただきます。 平成8年に建築許可を受け建てられた●●●●●様の住宅から世帯分離 することとなりますが、先程説明致しましたように道路が無いという条 件から●●●●●様の敷地と●●●●様から譲り受ける敷地を含めて 棟別離れを建築する事となります。提案基準では市街化区域と市街化調 整区域との区分に関する都市計画の決定により市街化調整区域として 区分され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された日（昭和 
45年10月31日）以後、市街化調整区域に建築された住宅から世帯分離 するために、自己の居住の用に供する戸建ての住宅を建築しようとする 場合、次の（１）から（４）すべての要件に該当するものとあります。 （１）区域区分日以後市街化調整区域に適法に存し使用されている住宅 （以下、「区域区分日後住宅」という。）の世帯構成員として、区域区分 日後住宅に通算して10年以上居住し又は居住していた者（民法第725条



に規定する親族に該当する者に限る。）が婚姻等により分家する場合であること。 申請者の●●●●●様は平成8年に建築許可を受けて適法に存して使用してきた住宅に●●●●●様とお子様である●●●●●様は12年間居住されています。提出されています●●●●●様の住民票から平成22年10月18日に前住所の●●●●●●●●●●●●から現住所の●●●●●●●●●●●●●●に転居したと示されています。いつから住んでいたのかは、戸籍簿謄本の付表から●●●●●様が●●●●●●●●●●●●への定住日が平成10年3月25日と記載されています。これにより ●●●●●様は●●●●●●●●●●●●●に平成10年3月25日から平成22年10月18日までの12年6ヵ月あまり定住していたことが確認出来ます。 （２）当該建物を建築しようとする土地（以下「建築予定地」という。 ）は、次にいずれかに該当する方法で申請者が所有している、又は、所有することが確実なものであること。 ④図面より地番構成は●●●の一部、●●●、●●●、既存建物が建っている敷地が●●●、●●●●様から譲り受け申請建物を建てる敷地が●●●となっています。申請敷地の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●の一部について、離れ家が建つ●●●は●●●●様が所有しています。贈与で●●●●●様に所有権移転の手続きを現在行っており平成26年2月末に所有権移転登記完了すると報告を受けています。●●●●●●●●●●●●●●●の一部については●●●●●様が現在所有しています。その家の●●●●●●●●●●●は、死因贈与契約の公正証書を作成しており申請書類に添付されています。始期付所有権移転仮登記が2月末になると報告を受けています。●●●の一部については贈与で●●●●●様へ。所有権移転の手続きが平成2
6年2月末に登記完了すると、これも報告を受けています。 （３）建築予定地は、既存の集落内又は近接地にあり、かつ、必要な公共施設の整備された区域にあること。 離れを建築する敷地は、本家、分家に隣接しており生活に必要な公共施設の整備がされています。 （４）予定建築物の延面積（自動車車庫及び物置の用に供される部分 の面積を除く。）は、280㎡以下、かつ、敷地面積が500㎡以下であり、建築計画に対して過大な規模の敷地とならないこと。 計画建物と既存建物を合計しても延床面積は、199.50㎡で280㎡以下と なります。敷地面積については、法面や専用通路部分を含んでいる為に



敷地設定は536.03㎡と500㎡を超えていますが、過大な規模の敷地とはならないと考えています。以上により本審査を宜しくお願いします。 
 （幹 事）   ご説明申し上げました通り申請された土地は登記手続き中で 2月末に完了予定と聞いています。その為、提案基準 2の（2）のエも満足して許可になる部分ではありますが、登記手続きが完了していませんので確実なものと確認出来ていません。しかし今までの取扱いの通り、登記手続き完了しましたら事務局の方で登記簿を確認し、許可をする予定となっています。そのことを踏まえて御審議をお願い致します。 
 （会 長）   前回の開発審査会の事前審査で了承をいただいています。本日本審査で説明をいただきました。質問等ございませんか。 
 （委 員）   敷地面積が 500㎡以下であれば必要ないですよね。 
 （幹 事）   許可は必要になります。提案基準に該当しておれば本審査一回の審議        となります。 
 （委 員）   敷地の設定は緩やかに出来るものではないのですか。前回の分家が建った時の敷地の形に、今回建つ敷地を加えただけではなく法面も加えられています。それにはどのような意味があるのですか。 
 （幹 事）   ●●●●●様への相続が法面を含みますので、それに合わせて敷地設        定をしています。 
 （委 員）   そこで所有と確認申請とが重なってくるのですね。それが提案基準 2        の（2）のエの部分。一般的な建築基準法の確認申請と違うところなの ですね。 
 （幹 事）   確認の敷地は所有権に係らず設定出来るのではと言うことですね。つ まり法面を含まなければ提案基準 2の（2）のウに該当するというお話 ですね。調整区域の建築許可の場合は、所有権であるとか、どこに住ん でいるのか、Uターンであるのか等、確認出来て許可となります。建築 基準法ではなく民事的な部分で敷地設定をしています。 
 （委 員）   そうでないと相続が上手くいかないのですか。 



 （幹 事）   その部分は我々が審査する部分ではなく家族会議で決まったことです。        家系図に示されていますように●●●●様には●●●●●様以外にも        お子様がいらっしゃいますので、ご相談の結果このような相続となった        と思われます。         （会 長）   ⑪図ですが、道路関係の話で 211.4と書かれている箇所は私道となっ        ていて、その両端は市道となっています。この件とは直接関係ないです が、どのような権利関係ですか。 
 （事務局）   道路認定路線網図の中で認定路線をここに書いています。権利関係        は調べていません。  
 （会 長）   ●●●●様の所は接道しているのですか。 
 （事務局）   ④図を見て下さい。専用通路の幅員が 4ｍあります。その内の 2ｍが ●●●●様の所の接道で、残りの 2ｍが本件の接道です。 
 （会 長）   提案基準 2の（2）のエについて、死因贈与による仮登記するとのこ        とですので、今のところ提案基準 2が完全に満たされているわけでは無        いということですね。 
 （幹 事）   今の段階では登記簿での確認は出来ていません。提案基準 2に書かれ てあります、相続等で継承されることが確実なものについて死因贈与契 約の公正証書が作成されており、始期付所有権移転仮登記がなされたも のであること。死因贈与契約の公正証書は作成されていることを確認し ています。始期付所有権移転仮登記の手続きが今なされている状況です。 始期付所有権移転仮登記の完了を確認し提案基準 2の（2）のエが確実 なものと判断した後に許可します。 
 （会 長）   わかりました。         （委 員）   建物は事前審査の時から変更は無いですか。 
 （事務局）   変更はありません。  



（委 員）   わかりました。  （会 長）   宜しいでしょうか。 
 （委 員）   はい。 
 （会 長）   ありがとうございます。提案基準 2の（2）のエの条件が満たされる ことを事務局で確認し正式に許可していただくということを、ここで承認します。 
 （幹 事）   ありがとうございました。次回の審査会の日程ですが今のところ案件        がございません。また相談もありません。審査会で相談させていただく 案件が出ましたら予め日程を調整させていただきます。宜しくお願い致 します。本日はありがとうございました。                                    


