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平成３１年度第１回千葉市建築審査会議事録 

 

１ 日 時 平成３１年４月１９日(金) 午後２時００分～午後３時０５分 

 

２ 場 所 千葉中央コミュニティセンター８階 会議室「若潮」 

千葉市中央区千葉港２－１ 

 

３ 出席者 

（１）委員 

森岡会長、星委員、永井委員、藤田委員、下川委員 

（２）行政庁職員 

   建築部：浜田部長 

建築指導課:豊田課長、巻木主査、立石主任技師、田代技師 

建築情報相談課:保科課長、末田主査 

（３）事務局職員 

建築管理課:（幹事）杉山課長、谷川課長補佐（書記）海保主査、丸山技師 

 

４ 議 題 

（１）同意議案の経過等報告 

（２）議案の審査 

※公開の議案 

ア 議案第１号 建築基準法第４４条第１項第４号の許可の同意について 

イ 議案第２号 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第５ 

条第１項ただし書き許可の同意について 

ウ 議案第３号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

※非公開の議案 

エ 議案第４号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

  オ 議案第５号 建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 

 

５ 議事の概要 

（１）同意議案の経過等報告 
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平成３０年度第１２回建築審査会で審議した議案第１号から第６号は３月１９日付

け、議案第７号は３月２５日付けで許可した旨の報告が特定行政庁からあった。 

（２）同意議案の審査 

ア 議案第１号 

「同意」と決定した。 

イ 議案第２号 

「同意」と決定した。 

ウ 議案第３号 

「同意」と決定した。 

エ 議案第４号 

「同意」と決定した。 

  オ 議案第５号 

   「同意」と決定した。 

（３）その他 

ア 次回の開催予定 

次回定例会の開催は、令和元年５月１７日金曜日午後２時からとした。その次の

定例会の開催は、令和元年６月２１日金曜日午後２時からと予定した。 

 

６ 会議経過 

※公開の議案 

【議案第１号】 

建築基準法第４４条第１項第４号の許可の同意について 

道路内の建築制限の特例 

公共用歩廊、昇降機上屋、バス停留所上屋（申請部分：公共用歩廊）の増築 

 

（１）建築指導課説明 

  この案件は、建築基準法第４４条第２項の規定により、建築審査会の同意を求める

ものです。 

「１ 該当条項」は、建築基準法第４４条第１項第４号、以下記載のとおりです。 

また「１１ その他」と致しまして、千葉市道路内建築物連絡協議会より、支障が

ない案件として合意を頂いております。 

申請理由でございますが、本案件は、千葉駅西口地区第二種市街地再開発事業の一

環で行うもので、計画建物が道路内に位置するため、建築基準法第４４条第１項第４

号の許可申請がなされたものでございます。 
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ＪＲ千葉駅西口周辺の整備が進むに伴い、西口駅前における往来人員の増加が見込

まれておりますが、駅とＢ工区との間には幹線道路（千葉港黒砂台線）が横断してい

ることから、歩行者の安全を確保するとともに、利便性・快適性の向上を図るため、

公共用歩廊の設置を行うもので、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、

その他周囲の環境を害するおそれがないと認められることから、建築審査会の同意を

求めるものです。 

はじめに位置と周囲の状況ですが、スクリーンをご覧ください。 

お手元のタブレットでは、最初の画面 案内図です。 

計画敷地は赤線で表示した場所で、ＪＲ千葉駅西口駅前に位置し、公共用歩廊を増

築するものです。 

なお、市街地再開発事業の一環で、図面に記載のＢ１棟、Ｂ２棟、Ｂ３棟とともに

整備するものですので、初めに再開発事業の概要を説明いたします。 

２ページ再開発概要をご覧ください。 

黄色の線で囲われた部分が再開発事業の区域でございます。赤線で囲われたウェス

トリオ等があるＡ工区につきましては、平成２６年度に完成しており、青線で囲われ

たＢ工区は、現在整備中でございます。申請部分は、Ａ工区内ペデストリアンデッキ

とＢ工区を繋ぐグレーで示した部分で、千葉港黒砂台線を道路上空で横断できるよう

に公共用歩廊を設けるものです。 

次に用途地域図ですが、お手元では３ページをご覧ください。 

画面中央に赤線でお示しし、引出し線で計画敷地と記載されたところが計画敷地で

す。 

用途地域は、商業地域です。 

また、防火地域、高度利用地区、千葉駅西口地区地区計画、都市再生特別地区、千

葉駅西口地区第二種市街地再開発事業の区域に位置しております。 

次に周辺土地利用現況ですが、お手元では４ページをご覧ください。 

画面中央、赤線でお示ししたところが計画敷地です。 

計画敷地の周囲は、駅周辺はピンク色で示した商業系建物で、駅から少し離れると

緑色、赤色で示した住居系建物が位置しています。 

次に現況写真ですが、お手元では５ページをご覧ください。 

画面右上には写真撮影方向を示した撮影方向明示図、左には①から⑦まで、それぞ

れの方向の写真を表示しています。 

画面左の写真に、赤線で表示しているのは計画敷地の境界線、緑色で表示している

のが計画建物です。 

写真①から③は計画敷地北側から計画建物を見た様子です。 
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写真④から⑥は計画敷地南側から計画建物を見た様子です。 

写真⑦は計画建物Ｅデッキと、既存のデッキとの接続状況を示しています。 

次に、配置図ですが、お手元では６ページをご覧ください。 

画面中央に配置図、左上に計画概要、左下に建物一覧表を表示しております。 

計画敷地は赤線でお示ししている部分でオレンジ色の線で表示している千葉港黒砂

台線、Ｂ２棟の東側青線で表示している再開発による道路区域内に位置しております。 

計画敷地内に緑色で表示している部分が申請建物の公共用歩廊です。 

申請建物は、建築面積１５２．３８平方メートル、延べ面積は、開放されている公

共用歩廊であるため、床面積が発生せず、０．０平方メートル、地上１階建て鉄骨造

の公共用歩廊です。 

駅からは、既設のＣデッキ、申請建物を通り、Ｂ２棟に行くことができるようにな

り、幹線道路を上空で横断することで、歩行者の安全確保を図っております。 

申請建物Ｅデッキが整備されることで、紫色の点線で示したように、駅からコンコ

ースレベルで、Ｂ３棟の病院総合受付、Ｂ２棟の公園、Ｂ１棟の商業施設にアクセス

が可能であり、また、紫色の点線で示した部分について、歩行者が２４時間通行可能

となり、駅前の回遊性が高まります。 

７ページ、Ｂ工区鳥瞰図をご覧ください。 

赤線で示した部分が申請建物でございます。 

先ほどご説明しましたとおり、申請建物は、Ｂ２棟の屋上の公園部分に接続され、

Ｂ３棟の病院、Ｂ１棟の店舗に３階レベルで行き来でき、回遊性の向上をはかる計画

でございます。 

次に、平面図ですが、お手元では８ページをご覧ください。 

計画敷地は、赤色でお示ししている部分です。 

画面上側に床伏図、下側に屋根伏図をお示ししております。 

屋根伏図に緑色で図示している部分が屋根になります。 

次に、立面図です。お手元では９ページをご覧ください。 

計画建物を南側から見た様子です。 

左にＢ２棟、右に既設のＣデッキを表示しておりますが、その間を雨がかからない

ように繋ぐものです。 

最高高さは、９．６９メートルです。 

次に、断面図です。お手元では１０ページをご覧ください。 

通路方向に切った断面図です。 

既存のＣデッキ屋根とは 465ミリメートルの重なりとなり、雨に濡れずに通行可能

です。 
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次のページ、１１ページをご覧ください。 

こちらは、幅方向に切った断面図です。 

通路幅員として、有効幅員４メートル確保されております。 

 

（２）質疑意見等 

 下川委員 開放されている公共用歩廊であるため、床面積が発生しないということです

が、算定の根拠規定を教えてください。 

 巻木主査 国からの技術的助言に記載されています。 

 

【議案第２号】 

  千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第５条第１項ただし書き

許可の同意について 

  建築物の用途の制限の特例 

  サービス業を営む店舗（コインランドリー）の新築 

   

（１）建築指導課説明 

  この案件は、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第５条第

２項の規定により、建築審査会の同意を求めるものです。 

「１ 該当条項」は、千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

第５条第１項ただし書、以下記載のとおりとなります。 

申請理由でございますが、本案件は、千葉市緑区高田町におきまして、「適正な都

市機能と健全な都市環境を害するおそれがない」と認められるコインランドリーを

新築するものです。 

申請地は市街化調整区域ですが、地区計画を定めることにより開発が許可されてお

り、一戸建ての住宅と一部の商業施設は建築が可能となっています。 

しかし、コインランドリーは当初の開発計画では想定されていなかった用途である

ことから、許可申請が必要となったものです。 

地元自治会からも要望書の提出があり、もっぱら地元住民が利用する利便施設とし

て、開発事業者である申請者がコインランドリーの出店を計画したものです。 

はじめに申請地の位置と周囲の状況ですが、スクリーンをご覧ください。 

お手元のタブレットでは、最初の画面 案内図です。 

画面中央、赤色でお示ししているのが申請地です。 

申請地は JR外房線誉田駅から北に約０.８キロメートル、南東側には千葉市立誉田

東小学校がございます。 
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次に用途地域図ですが、お手元では２ページをご覧ください。 

画面中央に赤枠でお示ししているのが、申請地です。 

紫色の実線でお示ししているのが、高田町地区地区計画区域の範囲、ピンク色で着

色しているのが、地区計画で商業施設用の土地として設定されている区画です。 

地区計画の内容についてですが、お手元のタブレットでは３ページをご覧ください。 

赤枠でお示ししておりますのが、利便地における建築物の用途の制限内容で、コイ

ンランドリーはいずれにも該当いたしません。 

次に、お手元のタブレットでは４ページをご覧ください。 

高田町地区地区計画では、土地利用に関する方針として、「幹線道路沿いに日常生

活に必要となる医療施設や店舗などの機能を導入することで、ゆとりある良好な居住

環境の形成と利便性の向上を図る。」と規定されています。 

次に周辺土地利用現況図ですが、お手元のタブレットでは５ページをご覧ください。 

画面中央、赤枠でお示しした部分が申請地です。 

申請地の周囲には、黄色で表示した専用住宅が主に立地しております。 

次に現況写真ですが、お手元では６ページをご覧ください。画面中央には写真撮影

方向を示したキープラン、左上の Aから Gまで、それぞれの方向の写真を表示してお

ります。 

写真及びキープランに、赤線でお示ししているのが申請地の境界線、青色でお示し

しているのが申請建物の位置でございます。写真 Aから Dが北側道路から申請地を見

た様子、写真 Eから Gが西側道路から申請地を見た様子をお示ししております。 

次に配置図ですが、お手元では７ページをご覧ください。 

画面中央が配置図で、赤枠でお示ししているのが申請地、左上にお示ししています

のは建築概要、左下にお示ししているのは配置計画・建築計画上の配慮事項です。 

今回の申請建物は、建築面積 71.38平方メートル、延床面積 69.56平方メート

ル、木造平屋建て、建物用途はサービス業を営む店舗のコインランドリーです。 

配置計画においては、申請地東側・南側が住宅に隣接するため、隣地境界には目隠

しフェンスを設置します。なお、営業時間は朝７時から夜１０時までとし、夜間の騒

音・振動・照明を発生させないよう配慮します。また、バックヤード側のドアについ

てはメンテナンスを月１回程度とし、極力使用を避けます。 

車両の出入りにつきましても、西側道路からのみの出入りとし、駐車場では長時間

のアイドリングを控え、前向き駐車をお願いする旨の看板を設置する予定です。 

次に、平面図ですが、お手元では８ページをご覧ください。 

洗濯乾燥機は４台、乾燥機は８台、その他にスニーカーランドリー、圧縮パック機

各１台を設置する計画です。東側隣地側の壁面には吸音ボードを施工することで、外
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部への騒音に配慮いたします。なお、ドライクリーニング用の溶剤は使用いたしませ

ん。建物の出入り口はタイマー付きの自動ドアの計画で、営業時間を過ぎますと内側

からは開閉可能ですが、外からは入店することができません。 

次に、立面図・断面図です。お手元では９ページをご覧ください。 

画面左上より南側立面図、東側立面図、中央左が北側立面図、西側立面図、左下が

X断面図、右下が Y断面図をお示ししております。 

最高の高さは、南側立面図にお示ししている４．５５６メートルです。 

 

（２）質疑意見等 

 森岡委員 条例の第５条第１項の条文の確認をしたいのですが。 

 豊田課長 条例の別表に飛ぶのですが、今回は高田町地区地区計画整備計画の利便地と

記載のところです。ここにある用途に該当しないということです。 

 下川委員 地区計画策定の背景を教えてください。 

 巻木主査 高田町地区は市街化調整区域のため、開発許可がされないと建築物を建てる

ことができません。開発許可の要件として、都市計画法第３４条で、地区計

画が定められたところではその内容によって開発許可をすることができると

いう規定があります。民間事業者から要望があがり、都市計画決定され、そ

の地区計画の内容に基づき開発許可がされたという地区になります。 

 下川委員 コインランドリー新築に関する住民説明はあったのでしょうか。 

 豊田課長 隣接地の方には同意を頂いています。また地域の方には回覧等により周知を

しています。 

 下川委員 地域の方からは意見等あったのでしょうか。 

 豊田課長 ありませんでした。地元自治会からは要望書をいただいています。 

 

【議案第３号】   

  建築基準法第４３条第２項第２号の許可の同意について 

  （包括同意基準２－３に適合） 

敷地等と道路との関係の特例 

一戸建て住宅の新築 

 

（１）建築情報相談課説明 

   議案第３号は、建築基準法第４３条第２項第２号の規定により、建築審査会の同意

を求めるものです。 

該当条項は、「建築基準法第４３条第２項第２号」です。 
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申請者以下は議案書に記載のとおりです。 

なお、本案件は包括同意基準２－３に適合するものです。 

始めに「位置図」ですが、お手元のタブレットの資料１ページをご覧ください。 

計画敷地は、ＪＲ総武線「幕張駅」から南東に約 360ｍの住宅地の赤線で囲んだ場

所で、黄色で塗られた部分が、今回ご審議いただく通路です。 

赤い○印は消火栓の位置を示しております。 

次にスクリーンと併せてタブレットの資料２ページをご覧ください。 

「現況図兼計画図」です。 

計画敷地は、赤線で囲んだ場所で、計画建物は、木造２階建ての一戸建て住宅を建

築するものです。黒三角は玄関の位置を示しております。 

黄色で塗られた通路ですが、現況の幅員は約 3.544～4.191ｍで、将来、通路を４ｍ

に拡幅する承諾が得られております。 

通路の延長は、31.34ｍです。 

雨水排水は敷地内の浸透桝にて処理し、汚水排水は通路内の公共下水管に放流する

計画となっております。 

また、計画建物は外壁・軒裏を防火構造、延焼の恐れのある部分の開口部を防火設

備としております。 

法第43条ただし書きの経過ですが、計画敷地北側のＡと記載された敷地において、

平成 14年に一戸建て住宅建築の際、建築審査会の同意を得て許可しております。また、

その西側の○Ａ、○Ｂと記載された敷地において、平成５年に一戸建て住宅建築の際、建

築主事のただし書により確認をしております。 

次に、資料３ページの「包括同意基準２の３に適合するチェックシート」をご覧く

ださい。 

（１）イの欄、通路の現況幅員は 3.544ｍで、将来 4ｍに拡幅する承諾が得られてお

ります。  

ウの欄、通路の延長は 31.34ｍです。 

オの欄、通路及び拡幅部分の権利者より通行の承諾が得られております。 

（４）建築物は、外壁・軒裏を防火構造、延焼の恐れのある部分の開口部を防火設

備としております。 

（５）敷地面積は、171.48㎡です。 

その他、適合表に記載のとおりです。 

以上のように本案件は、包括同意基準の２の３に適合しています。 

道路位置指定につきましては、幅員の拡幅等について協力が得られないため、指定

を受けることができませんでした。 
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（２）質疑意見等 

下川委員 このエリアは区画整理事業の事業区域でしょうか。 

末田主査 事業区域ではありますが、未施行のエリアです。 


